
性別 国籍 進路 学校名・就職先名 学部・コース
男 中国 ⼤学院 東京⼤学⼤学院 医学系研究科
⼥ 中国 ⼤学院 東京⼤学⼤学院 ⼯学系研究科
男 中国 ⼤学院 東京⼤学⼤学院 新領域創成科学研究科　複雑理⼯学専攻
⼥ 中国 ⼤学院 東京⼤学⼤学院 超域⽂化科学専攻 表象⽂化論分野
男 中国 ⼤学院 東京外国語⼤⼤学院
男 中国 ⼤学院 筑波⼤学⼤学院 数理物質科学研究科研究⽣
男 中国 ⼤学院 京都⼤学⼤学院 ⼯学研究科 機械⼯学群
男 中国 ⼤学院 京都⼤学⼤学院 経済学研究科 博⼠後期課程
⼥ 中国 ⼤学院 ⼤阪⼤学⼤学院 法学研究科 法学・政治学専攻 知的財産法プログラム総合コース
⼥ 中国 ⼤学院 横浜国⽴⼤学 経営学部研究⽣
男 中国 ⼤学院 千葉⼤学⼤学院 ⼯学部研究⽣
⼥ 中国 ⼤学院 ⼤阪府⽴⼤学⼤学院 ⼈間社会システム科学研究科 ⼈間社会学専攻
男 中国 ⼤学院 横浜市⽴⼤学⼤学院 都市⽂化研究科博⼠前期課程都市⽂化研究専攻
⼥ 中国 ⼤学院 宇都宮⼤学⼤学院 国際学研究科 国際交流研究専攻 博⼠前期課程
男 中国 ⼤学院 信州⼤学⼤学院 総合理⼯学研究科 農学専攻 ⾷品⽣命科学分野
男 中国 ⼤学院 群⾺⼤学⼤学院 保健学研究科 保健学専攻 博⼠前期課程
男 中国 ⼤学院 早稲⽥⼤学⼤学院 法学研究科
男 中国 ⼤学院 ⽴命館⼤学⼤学院 スポーツ健康科学研究科 スポーツ健康科学専攻 博⼠課程前期課程 
男 中国 ⼤学院 北陸先端科学技術⼤学院⼤学 先端科学技術研究科 先端科学技術専攻 博⼠前期課程
男 中国 ⼤学院 法政⼤学⼤学院 理⼯学研究科 電気電⼦⼯学専攻
⼥ 中国 ⼤学院 法政⼤学⼤学院 経済学研究科　経済学専攻 研修⽣
⼥ 中国 ⼤学院 ⽇本⼤学⼤学院 商学研究科 博⼠前期課程 商学専攻
男 中国 ⼤学院 東洋⼤学⼤学院 国際観光学研究科 国際観光学専攻 博⼠前期課程
男 中国 ⼤学院 東洋⼤学⼤学院 理⼯学研究科 建築学専攻 博⼠前期課程
男 中国 ⼤学院 駒澤⼤学⼤学院 経営学研究科 経営学専攻 修⼠課程
男 中国 ⼤学院 北陸先端科学技術⼤学院⼤学 先端科学技術研究科 先端科学技術専攻 博⼠前期課程
⼥ 中国 ⼤学院 武蔵野⼤学⼤学院 ⾔語⽂化研究科 ⾔語⽂化専攻 ⾔語⽂化コース
⼥ 中国 ⼤学院 ⼤原⼤学院⼤学 会計研究科 会計専攻
⼥ 中国 ⼤学院 ⽴正⼤学⼤学院 経営学研究科 経営学専攻



⼥ 中国 ⼤学院 聖⼼⼥⼦⼤学⼤学院 ⽂学研究科 社会⽂化学専攻博⼠前期課程
⼥ 中国 ⼤学院 杏林⼤学⼤学院 国際協⼒研究科
男 中国 ⼤学院 静岡⽂化芸術⼤学⼤学院 ⽂化政策学部 芸術⽂化学科 研究⽣
⼥ 中国 ⼤学 筑波⼤学 情報学部 知識情報・図書館学類
男 中国 ⼤学 早稲⽥⼤学 先進理⼯学部 化学・⽣命科学科
男 中国 ⼤学 早稲⽥⼤学 社会学部 社会科学科
男 中国 ⼤学 東京外国語⼤学 国際社会学部（⽇本地域）
⼥ 中国 ⼤学 東京理科⼤学 理⼯学部 建築学科
男 中国 ⼤学 東京理科⼤学 理学部第⼀部 物理学科
男 中国 ⼤学 明治⼤学 理⼯学部 物理学科
男 中国 ⼤学 ⽴教⼤学 経済学部 経済学科
⼥ 中国 ⼤学 中央⼤学 商学部 商業・貿易学科フレックスコース
⼥ 中国 ⼤学 中央⼤学 経済学部 経済情報システム学科
男 中国 ⼤学 法政⼤学 デザイン⼯学部 建築学科
男 中国 ⼤学 法政⼤学 経済学部 現代ビジネス学科
男 中国 ⼤学 法政⼤学 理⼯学部 機械⼯学科 機械⼯学専修
⼥ 中国 ⼤学 法政⼤学 デザイン⼯学部 建築学科
男 中国 ⼤学 関⻄⼤学 システム理⼯学部 電気電⼦情報⼯学科
男 中国 ⼤学 関⻄⼤学 システム理⼯学部 物理・応⽤物理学科
男 中国 ⼤学 ⽴命館⼤学 理⼯学部 機械⼯学科
男 中国 ⼤学 関⻄学院⼤学 理⼯学部 環境・応⽤化学科
男 中国 ⼤学 岡⼭⼤学 経済学部 経済学科
男 中国 ⼤学 兵庫県⽴⼤学 経営学部
男 中国 ⼤学 都留⽂科⼤学 ⽂学部 ⽐較⽂化学科
男 中国 ⼤学 都留⽂科⼤学 教養学部 地域社会学科
男 中国 ⼤学 東洋⼤学 国際⽂化学部 コミュニケーション学科
男 中国 ⼤学 東洋⼤学 ⽣命科学部 ⽣命科学科
⼥ 中国 ⼤学 東洋⼤学 国際学部 国際地域学科 国際地域専攻
⼥ 中国 ⼤学 東洋⼤学 ライフデザイン学部 ⽣活⽀援学科 ⽣活⽀援学専攻
男 中国 ⼤学 東洋⼤学 理⼯学部 機械⼯学科



男 中国 ⼤学 東洋⼤学 経済学部 国際経済学科
⼥ 中国 ⼤学 東洋⼤学 経営学部 会計ファイナンス学科
男 中国 ⼤学 専修⼤学 経済学部 国際経済学科
男 中国 ⼤学 専修⼤学 経済学部 経済学科
男 中国 ⼤学 ⽇本⼤学 経済学部 産業経営学科
男 中国 ⼤学 ⽇本⼤学 国際関係学部 国際総合政策学科
男 中国 ⼤学 ⽇本⼤学 法学部 第⼀部 経営法学科
⼥ ベトナム ⼤学 駒沢⼤学 経営学部 経営学科
男 中国 ⼤学 芝浦⼯業⼤学 デザイン⼯学部 デザイン⼯学科 ロボティクス・情報デザイン系
⼥ 中国 ⼤学 学習院⼥⼦⼤学 国際⽂化交流学部 国際コミュニケーション学科
男 中国 ⼤学 秋⽥⼤学 理⼯学部 システムデザイン⼯学科 機械⼯学コース
⼥ 中国 ⼤学 近畿⼤学 法学部 法律学科
⼥ 中国 ⼤学 東海⼤学 教養学部 国際学科
男 中国 ⼤学 東海⼤学 ⽂化社会学部 ⼼理・社会学科
⼥ 中国 ⼤学 東海⼤学 教養学部 国際学科
⼥ 中国 ⼤学 東海⼤学 政治経済学部 経済学科
男 中国 ⼤学 東海⼤学 ⼯学部 電機電⼦⼯学科
男 中国 ⼤学 東海⼤学 情報通信学部　経営システム⼯学科
男 中国 ⼤学 東海⼤学 ⼯学部 電気電⼦⼯学科
⼥ 中国 ⼤学 国⼠舘⼤学 21世紀アジア学部 21世紀アジア学科
⼥ 中国 ⼤学 国⼠舘⼤学 21世紀アジア学部 21世紀アジア学科
男 中国 ⼤学 国⼠舘⼤学 21世紀アジア学部 21世紀アジア学科
⼥ 中国 ⼤学 国⼠舘⼤学 21世紀アジア学部 21世紀アジア学科
男 中国 ⼤学 国⼠舘⼤学 政経学部 経済学科
男 中国 ⼤学 国⼠舘⼤学 経営学部 経営学科
⼥ 中国 ⼤学 帝京⼤学 経済学部 観光経営学科
⼥ 中国 ⼤学 帝京⼤学 ⽂学部 ⼼理学科
男 中国 ⼤学 神奈川⼤学 経済学部 現代ビジネス学科
⼥ ベトナム ⼤学 武蔵野⼤学 経済学部 経営学科
男 中国 ⼤学 桜美林⼤学 ビジネスマネジメント学群



⼥ 中国 ⼤学 多摩美術⼤学 美術学部 総合デザイン学科
⼥ 中国 ⼤学 武蔵野美術⼤学 造形学部 芸術⽂化学科
男 中国 ⼤学 拓殖⼤学 商学部 経営学科
男 中国 ⼤学 拓殖⼤学 商学部 国際ビジネス学科
男 中国 ⼤学 拓殖⼤学 ⼯学部 情報⼯学科
男 中国 ⼤学 拓殖⼤学 商学部 経営学科
男 中国 ⼤学 拓殖⼤学 政経学部 経済学科
⼥ 中国 ⼤学 拓殖⼤学 外国語学部 英⽶語学科
男 中国 ⼤学 拓殖⼤学 商学部 経営学科
男 インド ⼤学 亜細亜⼤学 国際関係学部 多⽂化コミュニケーション学科
男 中国 ⼤学 駿河台⼤学 メディア学部
⼥ ベトナム ⼤学 ⼤東⽂化⼤学 外国語学部 ⽇本語学科
男 中国 ⼤学 神⽥外語⼤学 外国語学部 国際コミュニケーション学科 国際コミュニケーション専攻
⼥ べトナム ⼤学 聖学院⼤学 政治経済学部 政治経済学科
⼥ モンゴル ⼤学 愛国学園⼤学 ⼈間⽂化学部
⼥ 中国 ⼤学 ⽂化学園⼤学 服装学部 ファッションクリエイション学科
⼥ 中国 ⼤学 ⽂化学園⼤学 服装学部 ファッション社会学科
⼥ ⽇本 ⼤学 ⽂化学園⼤学 服装学部 ファッションクリエイション学科
男 中国 ⼤学 尚美学園⼤学 芸術情報学部 情報表現学科
男 中国 ⼤学 尚美学園⼤学 芸術情報学部 情報表現学科
⼥ 中国 ⼤学 東京⼯芸⼤学 芸術学部 映像学科
男 中国 ⼤学 嘉悦⼤学 経営経済学部
男 中国 ⼤学 嘉悦⼤学 ビジネス創造学部
男 中国 ⼤学 嘉悦⼤学 ビジネス創造学部
男 中国 ⼤学 嘉悦⼤学 経営経済学部
男 ミャンマー ⼤学 嘉悦⼤学 ビジネス創造学部
男 中国 ⼤学 和光⼤学 芸術学科
男 中国 ⼤学 松陰⼤学 コミュニケーション⽂化学部 ⽣活⼼理学科 保育⼠養成課程コース
男 中国 ⼤学 湘南⼯科⼤学 機械⼯学科
男 中国 ⼤学 湘南⼯科⼤学 ⼯学部 機械⼯学科



男 中国 ⼤学 新潟産業⼤学 経済学部 経済経営学科
男 中国 ⼤学 新潟産業⼤学 経済学部 ⽂化経済学科
男 中国 ⼤学 新潟産業⼤学 経済学部 経済経営学科
男 中国 ⼤学 ⽇本経済⼤学 経営学部 経営学科
男 ベトナム ⼤学 第⼀⼯業⼤学 ⼯学部 情報電⼦システム⼯学科
男 ベトナム ⼤学 第⼀⼯業⼤学 ⼯学部 情報電⼦システム⼯学科
男 中国 ⼤学 ⽇本映画⼤学 映画学部 映画学科
男 中国 ⼤学 東京福祉⼤学 外国⼈留学⽣ 社会福祉学部研究⽣ 経営福祉専攻
男 スリランカ ⼤学 東京福祉⼤学 外国⼈留学⽣ 社会福祉学部研究⽣ 経営福祉専攻
⼥ 中国 ⼤学 東京福祉⼤学 教育学部 教育学科
⼥ 中国 ⼤学 東京福祉⼤学 教育学部 教育学科
⼥ 中国 ⼤学 東京福祉⼤学部 外国⼈留学⽣ 社会福祉学部研究⽣ 経営福祉専攻
男 ナイジェリア ⼤学 東京福祉⼤学部 外国⼈留学⽣ 社会福祉学部研究⽣ 経営福祉専攻
男 ミャンマー ⼤学 東京福祉⼤学部 外国⼈留学⽣ 社会福祉学部研究⽣ 経営福祉専攻
男 ベトナム ⼤学 東京福祉⼤学部 外国⼈留学⽣ 社会福祉学部研究⽣ 経営福祉専攻
男 ミャンマー ⼤学 東京福祉⼤学部 外国⼈留学⽣ 社会福祉学部研究⽣ 経営福祉専攻
男 ミャンマー ⼤学 東京福祉⼤学部 外国⼈留学⽣ 社会福祉学部研究⽣ 経営福祉専攻
男 スリランカ ⼤学 東京福祉⼤学部 外国⼈留学⽣ 社会福祉学部研究⽣ 経営福祉専攻
男 ミャンマー ⼤学 東京経営短期⼤学 経営総合学科
⼥ フィリピン ⺠間企業 AIG Shared Services Corporation
⼥ 中国 ⺠間企業 RGF HR　AGENT (Recruit Global Family)
男 中国 ⺠間企業 パーソルテクノロジースタッフ株式会社
⼥ ミャンマー ⺠間企業 株式会社リブート
⼥ 台湾 ⺠間企業 クロスボーダーネクスト株式会社
⼥ 中国 ⺠間企業 ㈱マザース
⼥ 中国 ⺠間企業 株式会社 NEXT INNOVATION INC 
男 中国 ⺠間企業 ㈱薪源商事
⼥ 中国 ⺠間企業 ㈱薪源商事
男 中国 ⺠間企業 ㈱薪源商事
⼥ ベトナム ⺠間企業 ㈱DOAJAPAN



男 ベトナム ⺠間企業 ㈱ＬＩＦＥＣＲＥＡＴＩＯＮＳ
男 中国 ⺠間企業 ＴＫ東京
男 中国 ⺠間企業 ㈱Ｄｏｎ
⼥ 中国 ⺠間企業 株式会社Tastea Trustea Japan
男 中国 ⺠間企業
⼥ 中国 専⾨学校 ⽇本電⼦専⾨学校 コンピューターグラフィックス科
⼥ 中国 専⾨学校 中央⼯学校 ⽂化・教養専⾨課程 国際コミュニケーション科
⼥ 台湾 専⾨学校 東放学園⾳響専⾨学校 ⾳響技術科
男 ガーナ 専⾨学校 フォーラム情報アカデミー専⾨学校 情報システムコース
男 スリランカ 専⾨学校 関東⼯業⾃動⾞⼤学校 国際サービスエンジニア科
男 オーストラリア 専⾨学校 東京テクニカルカレッジ 建築科
男 ナイジェリア 専⾨学校 フォーラム情報アカデミー専⾨学校 情報システムコース
男 スリランカ 専⾨学校 花壇⾃動⾞⼤学校 ⼯業専⾨課程⾃動⾞科
男 中国 専⾨学校 HAL東京
男 ベトナム 専⾨学校 駿台電⼦情報＆ビジネス専⾨学校 ITエキスパート科
男 中国 専⾨学校 東京デザイナー学院 イラストレーション科
男 中国 専⾨学校 東放学園⾳響専⾨学校 ⾳響技術科
男 中国 専⾨学校 ⽇本電⼦専⾨学校 AIシステム科
男 中国 専⾨学校 ヒコ・みづのジュエリーカレッジ 宝⽯専⾨課程 ジュエリープロダクトコース
男 中国 専⾨学校 ⽇本健康医療専⾨学校 ライフデザイン学科 名⾨AM⼤学進学コース
男 中国 専⾨学校 代々⽊アニメーション学院 イラスト科
男 中国 専⾨学校 京都芸術デザイン専⾨学校 クリエイティブデザイン学科コミックイラストコース
⼥ 中国 専⾨学校 東京商科・法科学院専⾨学校 公務員・法律学科 ⾏政書⼠・宅建⼠コース
男 中国 専⾨学校 専⾨学校早稲⽥国際ビジネスカレッジ 国際教養学科 キャリアデザインコース
男 中国 専⾨学校 HAL東京
⼥ 中国 専⾨学校 グレッグ外国語専⾨学校新宿校 外国語学科
⼥ 中国 専⾨学校 東京モード学園
男 中国 専⾨学校 HAL東京
男 中国 専⾨学校 東京モード学園 グラフィック科
男 中国 専⾨学校 ⽂化服装学院専⾨学校 服飾専⾨課程 服装科



男 ミャンマー 専⾨学校 駿台電⼦情報＆ビジネス専⾨学校 ITエキスパート科
⼥ ミャンマー 専⾨学校 駿台電⼦情報＆ビジネス専⾨学校 ITエキスパート科
男 中国 専⾨学校 尚美ミュージックカレッジ専⾨学校 アレンジ作曲学科
⼥ タイ 専⾨学校 ホスピタリティツーリズム専⾨学校 観光学科観光科
⼥ 中国 専⾨学校 東京製菓学校 洋菓⼦本科
⼥ 中国 専⾨学校 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
⼥ 中国 専⾨学校 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
⼥ 中国 専⾨学校 ⽇本菓⼦専⾨学校 製菓技術学科
⼥ 中国 専⾨学校 ⽇本ホテルスクール 国際ホテル学科
⼥ 台湾 専⾨学校 東京観光専⾨学校 カフェサービス学科　バリスタ専攻
⼥ 中国 専⾨学校 ⼤原学園⼤原簿記専⾨学校 税理⼠コース
⼥ 中国 専⾨学校 東京国際ビジネスカレッジ 国際経営学科
⼥ 中国 専⾨学校 JTBトラベル＆ホテルカレッジ 国際ホテル科
男 中国 専⾨学校 ⽇本電⼦専⾨学校 コンピューターグラフィックス科
男 フィリピン 専⾨学校 中央情報専⾨学校 ICTマネジメント学科
男 スリランカ 専⾨学校 東京⾃動⾞⼤学校 2級整備⼠コース
⼥ ベトナム 専⾨学校 秀林外語専⾨学校 ⽇越通訳・翻訳コース
男 中国 専⾨学校 横浜経理専⾨学校 マネジメント専攻科
男 中国 専⾨学校 東京すし和⾷調理専⾨学校 和⾷料理⼈コース
男 中国 専⾨学校 東京コミュニケーションアート専⾨学校 コンピュータエンタテイメント ゲームグラフィック＆キャラクター学科
男 中国 専⾨学校 東放学園映画専⾨学校 映画製作科
男 中国 専⾨学校 尚美ミュージックカレッジ専⾨学校 アレンジ・作曲学科
男 中国 専⾨学校 秀林外語専⾨学校 ⽇中通訳・翻訳学科
男 スリランカ 専⾨学校 中央情報専⾨学校 IT・Web学科
男 ベトナム 専⾨学校 早稲⽥⽂理専⾨学校 アプリ・Web制作学科
男 スリランカ 専⾨学校 あずま⼯科専⾨学校 アプリケーションプログラマー科
男 バングラデシュ 専⾨学校 専⾨学校デジタルアーツ東京 ゲーム学科　ITコース
⼥ スリランカ 専⾨学校 フォーラム情報アカデミー専⾨学校 情報システムコース
⼥ スリランカ 専⾨学校 フォーラム情報アカデミー専⾨学校 情報システムコース
男 バングラデシュ 専⾨学校 お茶の⽔スクール・オブ・ビジネス 国際・情報・ITビジネスコース



男 ミャンマー 専⾨学校 東京⾃動⾞⼤学校 2級整備⼠コース
男 スリランカ 専⾨学校 関東⼯業⾃動⾞⼤学校 国際サービスエンジニア科
男 スリランカ 専⾨学校 群⾺⾃動⾞⼤学校 国際メカニック科
男 中国 専⾨学校 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
⼥ スリランカ 専⾨学校 保育・介護・ビジネス名古屋専⾨学校 国際教養学科
⼥ ベトナム 専⾨学校 ⽇本福祉教育専⾨学校 介護福祉学科
⼥ タイ 専⾨学校 横浜YMCA学院専⾨学校 国際情報ビジネス科
⼥ 中国 専⾨学校 専⾨学校早稲⽥国際ビジネスカレッジ 国際情報学科 グローバルサイエンスコース
⼥ 中国 専⾨学校 専⾨学校アニメ・アーティスト・アカデミー アニメ制作・声優総合理論科
男 中国 専⾨学校 専⾨学校早稲⽥国際ビジネスカレッジ 国際教養学科 キャリアデザインコース
⼥ 中国 専⾨学校 東京国際ビジネスカレッジ 経営研究学科 難関⼤学進学コース（⽂系）2部
⼥ 中国 専⾨学校 HAL東京
⼥ 中国 専⾨学校 ⽂化服装学院 ファッション⼯科基礎科
男 中国 専⾨学校 服部栄養専⾨学校 調理ハイテクニカル経営学科
⼥ 中国 専⾨学校 国際製菓専⾨学校 菓⼦・製パン科
⼥ 中国 専⾨学校 ⽇本菓⼦専⾨学校 製菓技術学科
⼥ 中国 専⾨学校 ⽇本⼯学院専⾨学校 声優・演劇科
⼥ フランス 専⾨学校 HAL東京 ゲーム学科
⼥ ミャンマー 専⾨学校 読売理⼯医療福祉専⾨学校 ケアキャリア養成科
⼥ 中国 専⾨学校 中央情報専⾨学校 ICTマネジメント学科
⼥ 中国 専⾨学校 中央情報専⾨学校 IT・web科
⼥ ベトナム 専⾨学校 ⽇本外国語専⾨学校 ⽇越通訳翻訳科
⼥ ミャンマー 専⾨学校 TES東京英語専⾨学校 総合ビジネス科
⼥ ベトナム 専⾨学校 駿台トラベル＆ホテル専⾨学校 国際観光専科　ホテル＆ビジネスコース
⼥ ベトナム 専⾨学校 駿台法律経済＆ビジネス専⾨学校 法律実務学科
男 中国 専⾨学校 辻調理師専⾨学校 調理技術マネジメント学科
男 中国 専⾨学校 東京すし和⾷調理専⾨学校 和⾷料理⼈コース
⼥ 中国 専⾨学校 ⽂化服装学院 ファッション⼯科基礎科
⼥ フィリピン 専⾨学校 読売理⼯医療福祉専⾨学校 介護福祉学科
男 中国 専⾨学校 東京商科法科学院専⾨学校 国際経営ビジネス学科



男 中国 専⾨学校 ⽇本外国語専⾨学校 ⽇本語ビジネス学科
男 ギニア 専⾨学校 あずま⼯科専⾨学校 ネットワークエンジニア科
男 ギニア 専⾨学校 あずま⼯科専⾨学校 ネットワークエンジニア科
⼥ スリランカ 専⾨学校 フォーラム情報アカデミー専⾨学校 情報システムコース
⼥ スリランカ 専⾨学校 フォーラム情報アカデミー専⾨学校 情報システムコース
⼥ スリランカ 専⾨学校 フォーラム情報アカデミー専⾨学校 情報システムコース
男 スリランカ 専⾨学校 関東⼯業⾃動⾞⼤学校 国際サービスエンジニア科
男 スリランカ 専⾨学校 関東⼯業⾃動⾞⼤学校 国際サービスエンジニア科
男 中国 専⾨学校 JTBトラベル＆ホテルカレッジ 国際観光ビジネス訪⽇科
⼥ スリランカ 専⾨学校 朝⽇国際医療福祉専⾨学校 介護福祉学科
男 スリランカ 専⾨学校 朝⽇国際医療福祉専⾨学校 介護福祉学科
⼥ スリランカ 専⾨学校 朝⽇国際医療福祉専⾨学校 介護福祉学科
男 中国 専⾨学校 ⽇本デザイナー学院 インテリアデザイン科
⼥ 中国 専⾨学校 専⾨学校東京ビジュアルアーツ カメラマン専攻ファッションフォトコース
男 ネパール 専⾨学校 駿台電⼦情報＆ビジネス専⾨学校 ITエキスパート科
男 ネパール 専⾨学校 早稲⽥⽂理専⾨学校 アプリ・Web制作学科
⼥ ベトナム 専⾨学校 新宿情報ビジネス専⾨学校 国際情報ビジネス専攻
男 中国 専⾨学校 東京観光専⾨学校 観光ビジネス学科 国際観光サービスコース
男 中国 専⾨学校 町⽥デザイン専⾨学校 Web CGアニメーション科
⼥ スリランカ 専⾨学校 NIPPONおもてなし専⾨学校 おもてなし学科
男 中国 専⾨学校 ⽂化服装学院専⾨学校 ファッション⼯科基礎科
男 中国 専⾨学校 HAL東京
男 中国 専⾨学校 HAL東京 CG・映像学科
男 中国 専⾨学校 HAL東京 CG科
男 スリランカ 専⾨学校 読売理⼯医療福祉専⾨学校 クロスメディア情報学科
男 ネパール 専⾨学校 早稲⽥⽂理専⾨学校 アプリ・Web制作学科
⼥ スリランカ 専⾨学校 早稲⽥⽂理専⾨学校 アプリ・Web制作学科
男 バングラデシュ 専⾨学校 お茶の⽔スクール・オブ・ビジネス 国際・情報・ITビジネスコース
男 スリランカ 専⾨学校 アーツカレッジヨコハマ 国際ビジネス学科
男 中国 専⾨学校 ホンダテクニカルカレッジ ⾃動⾞整備科



男 中国 専⾨学校 読売⾃動⾞⼤学校 ⾃動⾞整備学科
男 ミャンマー 専⾨学校 東京⾃動⾞⼤学校 2級総合整備⼠コース
男 スリランカ 専⾨学校 群⾺⾃動⾞⼤学校 国際メカニック科
男 中国 専⾨学校 東京すし和⾷調理専⾨学校 すし職⼈コース
⼥ ベトナム 専⾨学校 駿台外語＆ビジネス専⾨学校 国際語学学科
男 中国 専⾨学校 東放学園専⾨学校 放送技術科
⼥ ミャンマー 専⾨学校 グレッグ外国語専⾨学校新宿校 国際ビジネス学科
⼥ スリランカ 専⾨学校 中野スクールオブビジネス トラベルビジネス科
男 スリランカ 専⾨学校 グレッグ外国語専⾨学校 外国語学科
⼥ 台湾 専⾨学校 東京デザインテクノロジーセンター専⾨学校 IT・デザイン科ゲームキャラクターデザイン専攻
男 ベトナム 専⾨学校 ⼤原法律公務員＆スポーツ専⾨学校 ⽇本語コミュニケーション学科ビジネス⽇本語コース
男 中国 専⾨学校 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
⼥ モンゴル 専⾨学校 東京⽇建⼯科専⾨学校 CADビジネス科
男 ベトナム 専⾨学校 ⽇本健康医療専⾨学校 ライフデザイン学科 ⾮漢字圏⼤学進学コース
男 ベトナム 専⾨学校 ⼤原学園⼤原簿記専⾨学校 ビジネス⽇本語コース
男 ベトナム 専⾨学校 東京商科・法科学院専⾨学校 国際経営ビジネス学科
男 中国 専⾨学校 専⾨学校ミュージシャンズ・インスティテュート東京 ミュージックアーティスト科ギターコース
⼥ 中国 専⾨学校 ⽇本菓⼦専⾨学校 製パン技術学科
男 中国 専⾨学校 東京商科・法科学院専⾨学校 国際経営ビジネス学科
男 中国 専⾨学校 東京デザイン専⾨学校 空間ディスプレイデザイン科
⼥ 中国 専⾨学校 東京デザイナー学院 メイクアップデザイン科
⼥ 中国 専⾨学校 ⽂化服装学院専⾨学校 服飾専⾨課程服飾研究科
男 中国 専⾨学校 ヒコ・みづのジュエリーカレッジ ジュエリークリエーターコース
男 中国 専⾨学校 東京モード学園
⼥ 中国 専⾨学校 東放学園専⾨学校 放送芸術科
男 ミャンマー 専⾨学校 新宿情報ビジネス専⾨学校 情報ビジネス学科
男 スリランカ 専⾨学校 読売理⼯医療福祉専⾨学校 クロスメディア情報学科
男 中国 専⾨学校 ⽇本⼯学院専⾨学校 ⼯業専⾨課程ゲームクリエイター科
男 ベトナム 専⾨学校 ⻘⼭製図専⾨学校 商空間デザイン学科
男 中国 専⾨学校 専⾨学校東京ビジュアルアーツ マスコミ・映像学科 映像専攻 CM・MVコース



⼥ 中国 専⾨学校 東京フード製菓中医薬専⾨学校 健康薬⾷美IT学科
男 ベトナム 専⾨学校 東京⼯学院専⾨学校 建築学科


