
２０２１年度進学先一覧　＜2021年9月～2022年3月卒業（修了）者　106名> 2022.6.15

№ 種別 種別２ 学校名称 学部/学科 学科/コース/専攻 № 学校名称 学科 コース/専攻

1 院（博士） 国 広島大学大学院 先進理工系科学研究科 1 （専）東京クールジャパン アニメ総合学科
総合アニメーション専攻

アニメ作家コース

2 院（修士） 国 東京大学大学院 工学系研究科 建築学専攻 2 （専）東京スクール・オブ・ビジネス グローバルビジネス専攻 国際ビジネスキャリアコース

3 院（修士） 国 東京大学大学院 外国人研究生 地域文化研究専攻 3 （専）東京スクール・オブ・ビジネス 経営学科 ビジネスマネジメント専攻

4 院（修士） 国 京都大学大学院 経営管理教育部 経営管理専攻 4 （専）東京ビジュアルアーツ 映像学科

5 院（修士） 国 京都大学大学院 情報学研究科 知能情報学専攻 5 （専）東京国際ビジネスカレッジ 国際言語コミュニケーション学科
日越ビジネス通訳

翻訳コース

6 院（修士） 国 一橋大学大学院 経済学研究科 専修コース 6 （専）東京国際ビジネスカレッジ 国際言語コミュニケーション学科
日越ビジネス通訳
翻訳コース

7 院（修士） 国 東京工業大学大学院 機械系機械コース 7 （専）東京国際ビジネスカレッジ 国際言語コミュニケーション学科
日越ビジネス通訳
翻訳コース2部

8 院（修士） 国 大阪大学大学院 国際公共政策研究科 国際公共政策専攻 8 （専）東京国際ビジネスカレッジ 経営研究学科 Business Managementコース

9 院（修士） 国 大阪大学大学院 経済学研究科 経済学専攻経済学コース 9 （専）早稲田国際ビジネスカレッジ テキスタイル学科

10 院（修士） 国 名古屋大学大学院 経済学研究科 10 HAL東京 ゲーム学科

11 院（修士） 国 名古屋大学大学院 経済学研究科 10 テクノビジネス横浜保育（専） 日本語研究科 進学コース

12 院（修士） 国 名古屋大学大学院 人文学研究科 11 ファッションビジネスカレッジ東京 ファッションクリエートアート科 ファッションビジネス課程

13 院（修士） 国 神戸大学大学院 経済学研究科 総合コース 12 ホスピタリティツーリズム（専） ホテル科 ホテルコース

14 院（修士） 国 北海道大学大学院 経済政策コース 13 ホンダテクニカルカレッジ関東 サービスエンジニア学科

15 院（修士） 国 北海道大学大学院 生命科学院
生命科学専攻

生命システム科学コース 14 浦和（専） 情報ビジネス科

16 院（修士） 国 横浜国立大学大学院 国際社会科学府 15 秀林外語（専） 日本語ビジネスコース

17 院（修士） 国 電気通信大学大学院 情報理工学研究科 情報・ネットワーク工学専攻 16 駿台トラベル＆ホテル（専） 国際観光専科 ホテル＆ビジネスコース

18 院（修士） 国 岡山大学大学院 環境生命科学研究科 生物資源科学専攻 17 駿台トラベル＆ホテル（専） 国際観光専科 ホテル＆ビジネスコース

19 院（修士） 国 新潟大学大学院 現代社会文化研究科 現代文化専攻 18 駿台外語＆ビジネス（専） 国際語学学科 日英コース

20 院（修士） 国 北陸先端科学技術大学院大学 先端科学技術専攻 19 駿台法律経済＆ビジネス（専） 法律実務学科 国際経営ビジネスコース

21 院（修士） 公 東京都立大学大学院 システムデザイン研究科 電子情報システム工学域 20 駿台法律経済＆ビジネス（専） 法律実務学科 国際経営ビジネスコース

22 院（修士） 公 東京都立大学大学院 人文科学研究科 22 早稲田文理（専） AIデザイン学科

23 院（修士） 公 大阪公立大学大学院 現代システム研究科 現代システム専攻 23 早稲田文理（専） アプリ・WEB制作学科

24 院（修士） 私 早稲田大学大学院 アジア太平洋研究科 国際関係学 24 早稲田文理（専） アプリ・WEB制作学科

25 院（修士） 私 早稲田大学大学院 環境・エネルギー研究科 25 中央情報（専） IT・Web学科

26 院（修士） 私 早稲田大学大学院 創造理工学研究科
総合機械工学専攻

ニューロ・ロボティクス研究 26 中央情報（専） ビジネスデザイン学科

27 院（修士） 私 早稲田大学大学院 基礎理工学研究科 インターメディア研究学科 27 中央情報（専） ビジネスデザイン学科

28 院（修士） 私 慶應義塾大学大学院 政策・メディア研究科 28 中央情報（専） ビジネスデザイン学科

29 院（修士） 私 慶應義塾大学大学院 法学研究科 政治学専攻 29 中央情報（専） ビジネスデザイン学科

30 院（修士） 私 上智大学大学院 経済学研究科 30 中央情報（専） ビジネスデザイン学科

31 院（修士） 私 立教大学大学院 文学研究科 比較文明学専攻 31 中央情報（専） ビジネスデザイン学科

32 院（修士） 私 中央大学大学院 理工学研究科 電気電子情報通信工学専攻 32 辻調理師（専） 調理技術マネジメント学科

33 院（修士） 私 立命館大学大学院 経営学研究科 企業経営専攻 33 東京ITプログラミング＆会計（専）杉並校 ITビジネス学科 情報処理コース

34 院（修士） 私 法政大学大学院 国際日本学インスティテュート 地理学専攻 34 東京スクールオブミュージック（専）校渋谷 音楽テクノロジー科 アーティスト＆プロデューサー

35 院（修士） 私 法政大学大学院 デザイン工学研究科 35 東京デザイナー学院 インテリアデザイン学科 インテリアコーディネート専攻

36 院（修士） 私 京都外国語大学大学院 外国語学研究科
異言語・文化専攻
言語文化コース 36 東京製菓学校 洋菓子本科

37 院（修士） 私 武蔵野大学大学院 教育学研究科 教育学専攻 37 東京製菓学校 洋菓子本科

38 院（修士） 私 東京工芸大学大学院 芸術学研究科
メディアアート専攻

アニメーションメディア領域 38 東京福祉（専） 介護福祉士科

39 院（修士） 私 城西国際大学大学院 国際アドミニストレーション研究科 国際アドミニストレーション専攻 39 東京豊島IT医療福祉（専） 国際コミュニティ学科

40 院（研究） 国 九州大学大学院 経済学部研究生 40 東京豊島IT医療福祉（専） 国際ビジネス学科

41 院（研究） 国 北海道大学大学院 先端生命科学研究院 41 東放学園映画（専） 映画制作科

42 院（研究） 公 兵庫県立大学大学院 情報科学研究科 42 日商簿記三鷹福祉（専） 経営ビジネス学科

43 院（研究） 公 京都市立芸術大学大学院 美術研究科研究留学生 43 日本電子（専） 情報システム開発科

44 院（科目） 私 早稲田大学大学院 法学研究科 一般科目等履修生 44 日本電子（専） 情報処理科

45 文化外国語（専） 日本語通訳ビジネス科

1 大学 国 宇都宮大学 農学部 生物資源科学科 46 文化服装学院 ファッション工科専門課程 ファッション工科基礎科

2 大学 私 早稲田大学 創造理工学部 総合機械工学科 47 文化服装学院 ファッション高度専門士科

3 大学 私 立教大学 法学部 法学科

4 大学 私 青山学院大学 経済学部 現代経済デザイン学科

5 大学 私 法政大学 社会学部 メディア社会学科

6 大学 私 東洋大学 経済学部 国際経済学科

7 大学 私 多摩美術大学 美術学部 彫刻学科

8 大学 私 東京経済大学 コミュニケーション学部 メディア社会学科

9 大学 私 帝京大学　 経済学部 経営学科

10 大学 私 流通科学大学 商学部 経営学科

11 大学 私 尚美学園大学 総合政策学部 総合政策学科

12 大学 私 千葉科学大学 危機管理学部 危機管理学科

13 大学 私 北京語言大学 東京校 中国語学部 中国語学科

14 大学 私 山梨学院大学 経営学部 経営学科

15 大学 私 日本社会事業大学 社会福祉学部 福祉援助学科

大学学部（国公私立）

大学院（国公私立） 専門学校


