
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 新領域創成科学研究科 ⾃然環境学専攻
⼥ 中国 ⼤学院 ⼀橋⼤学⼤学院 経営学研究科 研究者養成コース
⼥ 中国 ⼤学院 早稲⽥⼤学⼤学院 商学研究科
⼥ 中国 ⼤学院 早稲⽥⼤学⼤学院 商学研究科
男 中国 ⼤学院 早稲⽥⼤学⼤学院 商学研究科
⼥ 中国 ⼤学院 早稲⽥⼤学⼤学院 ⽂学研究科
⼥ 中国 ⼤学院 慶応義塾⼤学⼤学院 経営管理研究科
⼥ 中国 ⼤学院 慶応義塾⼤学⼤学院 経営管理研究科
男 中国 ⼤学院 上智⼤学⼤学院 経済学研究科 経営学専攻
⼥ 中国 ⼤学院 上智⼤学⼤学院 ⽂学研究科 新聞学専攻
男 イタリア ⼤学院 国際基督教⼤学⼤学院 アーツ・サイエンス研究科 公共政策・社会研究専攻
⼥ 中国 ⼤学院 北海道⼤学⼤学院 ⼯学研究院研究⽣
男 中国 ⼤学院 東京理科⼤学⼤学院 理⼯学研究科
⼥ 中国 ⼤学院 明治⼤学⼤学院 専⾨職学位過程 会計専⾨職研究科 会計専⾨専攻 会計専修コース
⼥ 中国 ⼤学院 ⽴教⼤学⼤学院 観光学研究科 観光学専攻
⼥ 中国 ⼤学院 中央⼤学⼤学院 法学研究科 刑事法専攻
男 中国 ⼤学院 ⻘⼭学院⼤学⼤学院 理⼯学研究科 理⼯学専攻
男 中国 ⼤学院 法政⼤学⼤学院 理⼯学研究科
男 中国 ⼤学院 ⽴命館⼤学⼤学院 経営管理研究科 経営管理専攻
⼥ 中国 ⼤学院 ⽴命館⼤学⼤学院 経営学研究科 企業経営専攻
男 中国 ⼤学院 ⽴命館⼤学⼤学院 経営学研究科
男 中国 ⼤学院 電気通信⼤学⼤学院 情報理⼯学研究科 情報学専攻
男 中国 ⼤学院 広島⼤学⼤学院 ⽂学研究科
男 中国 ⼤学院 神⼾⼤学⼤学院 経営学研究科
男 中国 ⼤学院 ⼭形⼤学⼤学院 ⼯学研究科 情報科学専攻
⼥ 中国 ⼤学院 名古屋市⽴⼤学⼤学院 経済学研究科　経済学専攻
⼥ 中国 ⼤学院 ⾸都⼤学東京⼤学院 経営学研究科 経営学専攻
⼥ 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
男 中国 ⼤学院 東洋⼤学⼤学院 経済学研究科 経済学専攻 



⼥ 中国 ⼤学院 東洋⼤学⼤学院 経済学研究科 経済学専攻 
男 中国 ⼤学院 ⽇本⼤学⼤学院 商学研究科 経営学専攻
男 中国 ⼤学院 ⽇本⼤学⼤学院 ⽂理学研究科
男 中国 ⼤学院 国⼠館⼤学⼤学院 経営学研究科 経営学専攻
男 中国 ⼤学院 東海⼤学⼤学院 情報通信学研究科 情報通信学専攻
⼥ 中国 ⼤学院 拓殖⼤学⼤学院 ⾔語教育研究科 ⽇本語教育学
⼥ 中国 ⼤学院 ⽴正⼤学⼤学院 経済研究科 経済学専攻
男 中国 ⼤学院 ⽴正⼤学⼤学院 ⽂学研究科 社会学専攻
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（⽇本語教育）
男 中国 ⼤学院 武蔵野美術⼤学⼤学院 造形研究科 美術専攻 ⽇本画コース
男 中国 ⼤学院 多摩美術⼤学⼤学院 美術研究科 絵画専攻 ⽇本画
男 中国 ⼤学院 多摩美術⼤学⼤学院 美術研究科 ⼯芸専攻 ガラス
⼥ 中国 ⼤学院 愛知産業⼤学⼤学院 造形学研究科 デザイン学専攻
⼥ 中国 ⼤学院 京都精華⼤学⼤学院 マンガ研究科 マンガ専攻
⼥ 中国 ⼤学院 明海⼤学⼤学院 応⽤⾔語学研究科 
⼥ 中国 ⼤学院 千葉商科⼤学⼤学院 会計ファイナンス研究科専⾨職学位課程
男 中国 ⼤学 筑波⼤学 ⼈⽂・⽂化学群 ⼈⽂学類
男 中国 ⼤学 慶応義塾⼤学 環境情報学部
⼥ 台湾 ⼤学 慶応義塾⼤学 法学部 法律学科
⼥ 台湾 ⼤学 慶応義塾⼤学 総合政策学部
男 中国 ⼤学 慶応義塾⼤学 理⼯学部（学問５）
⼥ 中国 ⼤学 上智⼤学 ⽂学部 新聞学科
男 中国 ⼤学 東京理科⼤学 理⼯学部 建築学科
男 中国 ⼤学 電気通信⼤学 情報理⼯学域Ⅱ類（融合系）
⼥ 中国 ⼤学 明治⼤学 ⽂学部 ⽂学科 ⽂芸メディア専攻
⼥ 中国 ⼤学 明治⼤学 情報コミュニケーション学部 コミュニケーション学科
⼥ 台湾 ⼤学 明治⼤学 法学部 法律学科
⼥ 中国 ⼤学 明治⼤学 農学部 農学科
⼥ 中国 ⼤学 明治⼤学 専⾨職学位課程 会計専⾨職研究科 会⾒専⾨職専攻 会計専修コース
⼥ 中国 ⼤学 ⽴教⼤学 ⽂学部 教育学科



⼥ 中国 ⼤学 中央⼤学 経済学部 経済学科
⼥ 中国 ⼤学 中央⼤学 経済学部 国際経済学科
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 ⽂学部 地理学科
⼥ 中国 ⼤学 ⽴命館⼤学 経済学部 経済学科
⼥ 中国 ⼤学 ⽴命館⼤学 ⽣命科学部 応⽤化学科
⼥ 台湾 ⼤学 関⻄学院⼤学 国際学部 国際学科
⼥ 中国 ⼤学 同志社⼤学 社会学部 教育⽂化学科
⼥ 中国 ⼤学 ⾸都⼤学東京 ⼈⽂社会学部 ⼈⽂学科
男 中国 ⼤学 信州⼤学 繊維学部 機械ロボット学科
男 中国 ⼤学 島根⼤学 法⽂学部 法経学科
男 中国 ⼤学 島根⼤学 ⽣物資源科学部 ⽣命科学科
男 中国 ⼤学 福島⼤学 共⽣システム理⼯学類
男 中国 ⼤学 秋⽥⼤学 理⼯学部 システムデザイン⼯学科 創造⽣産⼯学コース
⼥ 中国 ⼤学 東洋⼤学 国際観光学部 国際観光学科
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 ⽂学部 英⽶⽂学科
男 中国 ⼤学 東洋⼤学 ⽂学部 第１部教育学科 ⼈間発達専攻
⼥ 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 ⽂学部 国際⽂化コミュニケーション学科
男 中国 ⼤学 東洋⼤学 社会学部 社会⼼理学科
男 中国 ⼤学 東洋⼤学 社会学部 メディアコミュニケーション学科
男 中国 ⼤学 駒澤⼤学 経営学部 経営学科
男 中国 ⼤学 ⽇本⼤学 経済学部 経済学科
男 中国 ⼤学 ⽇本⼤学 経済学部 経済学科
⼥ 中国 ⼤学 ⽇本⼤学 経済学部 産業経営学科
⼥ 中国 ⼤学 ⽇本⼤学 経済学部 産業経営学科
⼥ 中国 ⼤学 ⽇本⼤学 芸術学部 デザイン学科
⼥ 中国 ⼤学 ⽇本⼤学 ⽣物資源科学部 獣医学科
男 中国 ⼤学 ⽇本⼤学 ⽂理学部 哲学科



⼥ 中国 ⼤学 芝浦⼯業⼤学 ⼯学部 応⽤化学科
⼥ 台湾 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
⼥ 中国 ⼤学 昭和⼥⼦⼤学 ⼈間⽂化学部 歴史⽂化学科
男 中国 ⼤学 東海⼤学 ⽂化社会学部 ⽂芸創作学科
男 中国 ⼤学 東海⼤学 ⼯学部 建築学科
男 中国 ⼤学 東海⼤学 ⽂学部 ⽇本⽂学科
男 中国 ⼤学 東海⼤学 ⼯学部 ⽣命科学科
男 中国 ⼤学 東海⼤学 体育学部 ⽣涯スポーツ学科
男 中国 ⼤学 東海⼤学 政治経済学部 経済学科
⼥ 台湾 ⼤学 国⼠館⼤学 21世紀アジア学部 21世紀アジア学科
男 中国 ⼤学 国⼠館⼤学 21世紀アジア学部 21世紀アジア学科
⼥ 中国 ⼤学 国⼠館⼤学 21世紀アジア学部 21世紀アジア学科
⼥ 中国 ⼤学 国⼠館⼤学 21世紀アジア学部 21世紀アジア学科
⼥ 中国 ⼤学 国⼠館⼤学 政経学部 経済学科
男 中国 ⼤学 国⼠館⼤学 政経学部 経済学科
男 中国 ⼤学 帝京⼤学 ⽂学部 ⽇本⽂化学科
男 中国 ⼤学 帝京⼤学 ⽂学部 ⼼理学科
男 中国 ⼤学 帝京⼤学 経済学部 経営学科
男 中国 ⼤学 近畿⼤学 総合社会学部 総合社会学科 環境・まちづくり系専攻
男 中国 ⼤学 東京電機⼤学 ⼯学部 情報通信⼯学科
男 中国 ⼤学 岡⼭理科⼤学 経営学部 経営学科
⼥ 中国 ⼤学 神奈川⼤学 ⼈間科学部 ⼈間科学科
⼥ 中国 ⼤学 桜美林⼤学 リベラルアーツ学群
男 中国 ⼤学 桜美林⼤学 リベラルアーツ学群
男 中国 ⼤学 ⿓⾕⼤学 社会学部 社会学科
男 中国 ⼤学 武蔵野⼤学 ⼯学部 環境システム学科
男 中国 ⼤学 武蔵野⼤学 グローバル学部 ⽇本語コミュニケーション学科
⼥ 中国 ⼤学 武蔵野⼤学 グローバル学部 グローバルコミュニケーション学科
男 中国 ⼤学 拓殖⼤学 政経学部 政経学科
男 バングラデシュ ⼤学 拓殖⼤学 国際学部 国際学科



男 中国 ⼤学 拓殖⼤学 商学部 経営学科
男 中国 ⼤学 ⽴正⼤学 ⽂学部 社会学科
男 中国 ⼤学 ⼤東⽂化⼤学 外国語学部 ⽇本語学科
男 中国 ⼤学 ⼤東⽂化⼤学 外国語学部 ⽇本語学科
⼥ 台湾 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
男 中国 ⼤学 駿河台⼤学 メディア情報学部
男 中国 ⼤学 ⽂教⼤学 経営学部 経営学科
⼥ 中国 ⼤学 東京都市⼤学 メディア情報学部 社会メディア学科
⼥ 中国 ⼤学 嘉悦⼤学 経営経済学部
⼥ 中国 ⼤学 嘉悦⼤学 経営経済学部
⼥ 中国 ⼤学 城⻄⼤学 経営学部
男 中国 ⼤学 中部⼤学 ⼈⽂学部 ⽇本語⽇本⽂化学科
⼥ 中国 ⼤学 中京⼤学 現代社会学部 現代社会学科 社会学専攻
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 造形学部 建築・インテリア学科
⼥ 中国 ⼤学 ⽂化学園⼤学 造形学部 デザイン・造形学科
⼥ ベトナム ⼤学 聖学院⼤学 政治経済学部 政治経済学科
⼥ 中国 ⼤学 聖学院⼤学 ⼼理福祉学部 ⼼理福祉学科
⼥ 中国 ⼤学 多摩美術⼤学 美術学部 絵画学科 ⽇本画専攻
⼥ 中国 ⼤学 ⼥⼦美術⼤学 芸術学部 アート・デザイン表現学科ファッションテキスタイル表現領域
⼥ 中国 ⼤学 ⼥⼦美術⼤学短期⼤学部 造形学科
男 中国 ⼤学 ⾼千穂⼤学 商学部 商学科
男 中国 ⼤学 ⼤正⼤学 表現学部 表現⽂化学科 放送・映像表現コース
⼥ ケニア ⼤学 東京国際⼤学 経済学部（英語プログラム）
男 中国 ⼤学 ⽇本⼯業⼤学 電気電⼦通信学科
男 中国 ⼤学 埼⽟⼯業⼤学 ⼯学部 機械⼯学科 機械⼯学専攻
⼥ 中国 ⼤学 埼⽟⼯業⼤学 ⼈間社会学部 ⼼理学科 臨床⼼理専攻
男 中国 ⼤学 埼⽟⼯業⼤学 ⼯学部 機械⼯学科 機械⼯学専攻
男 中国 ⼤学 埼⽟⼯業⼤学 ⼯学部 情報システム学科 AI専攻
男 ベトナム ⼤学 第⼀⼯業⼤学 ⼯学部 情報システム⼯学科



⼥ 中国 ⼤学 城⻄短期⼤学 ビジネス総合学科
⼥ 中国 ⼤学 城⻄短期⼤学 ビジネス総合学科
⼥ 中国 ⼤学 城⻄短期⼤学 ビジネス総合学科
男 中国 ⼤学 佐野⽇本⼤学短期⼤学 総合キャリア教育学科
⼥ ベトナム ⼤学 東⼤阪⼤学短期⼤学部 介護福祉学科
男 ベトナム ⼤学 北京語⾔⼤学 東京校 中国語学科
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 中国 ⼤学 ⽇本経済⼤学 経営学部 経営学科
⼥ 中国 ⼤学 東京福祉⼤学 社会福祉学部 社会福祉学科 経営福祉専攻
男 中国 ⼤学 東京福祉⼤学 社会福祉学部 社会福祉学科 経営福祉専攻
男 中国 ⼤学 東京福祉⼤学 学部研究⽣ 社会福祉学部研究⽣ 経営福祉専攻
男 中国 ⼤学 東京福祉⼤学 学部研究⽣ 社会福祉学部研究⽣ 経営福祉専攻
男 中国 ⼤学 東京福祉⼤学 学部研究⽣ 社会福祉学部研究⽣ 経営福祉専攻
男 中国 ⼤学 東京福祉⼤学 学部研究⽣ 社会福祉学部研究⽣ 経営福祉専攻
男 中国 ⼤学 東京福祉⼤学 学部研究⽣ 社会福祉学部研究⽣ 経営福祉専攻
男 中国 ⼤学 東京福祉⼤学 学部研究⽣ 社会福祉学部研究⽣ 経営福祉専攻
男 ミャンマー ⼤学 ⽇本ウェルネススポーツ⼤学別科 ⽇本⽂化学部 ビジネス専修課程
男 中国 専⾨学校 HAL東京 ゲーム4年制学科　ゲーム企画コース
⼥ ベトナム 専⾨学校 富⼠国際ビジネス専⾨学校 国際ビジネス学科
⼥ 中国 専⾨学校 HAL⼤阪 デジタル専⾨課程　ＣＧ映像学科
⼥ ベトナム 専⾨学校 東京ホテル・トラベル学院専⾨学校 ホテル観光学科　ホテルスタッフコース
⼥ 中国 専⾨学校 秀林外語専⾨学校 情報コミュニケーション学科・⽇本語ビジネスコース
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 ベトナム 専⾨学校 国際デュアルビジネス専⾨学校 国際ホテル学科
⼥ ネパール 専⾨学校 中央情報専⾨学校 IT・Web学科
⼥ ベトナム 専⾨学校 国際デュアルビジネス専⾨学校 国際ホテル学科
男 スリランカ 専⾨学校 国際テクニカルデザイン☆⾃動⾞専⾨学校 ⾃動⾞整備学科
⼥ スリランカ 専⾨学校 中央情報専⾨学校 ビジネスデザイン学科



⼥ ベトナム 専⾨学校 新宿情報ビジネス専⾨学校 ⼆年制情報ビジネス学科　国際情報ビジネス専攻
男 ネパール 専⾨学校 東京グローバルビジネス専⾨学校 商業実務専⾨課程　国際ビジネス科
⼥ 中国 専⾨学校 ホスピタリティツーリズム専⾨学校 観光科
男 ベトナム 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 上野法科ビジネス専⾨学校 情報ビジネス学科
⼥ ベトナム 専⾨学校 専⾨学校デジタルアーツ東京 国際情報ビジネス学科
男 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 国際トラベル・ホテル・ブライダル専⾨学校 観光総合科　観光総合コース
⼥ 中国 専⾨学校 専⾨学校⽇本ホテルスクール 国際ホテル学科　ホテル科2
⼥ 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（留学⽣クラス）
男 中国 専⾨学校 ⽇本電⼦専⾨学校 ⼯業専⾨課程　情報処理科
⼥ スリランカ 専⾨学校 グレッグ外語専⾨学校 国際ビジネス学科
男 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 国際テクニカルデザイン☆⾃動⾞専⾨学校 ⾃動⾞整備学科
⼥ ネパール 専⾨学校 東京グローバルビジネス専⾨学校 商業実務専⾨課程　国際ビジネス科
男 ネパール 専⾨学校 東京グローバルビジネス専⾨学校 商業実務専⾨課程　国際ビジネス科
男 ネパール 専⾨学校 東京グローバルビジネス専⾨学校 商業実務専⾨課程　国際ビジネス科
男 中国 専⾨学校 東京モード学園 インテリア学科
⼥ 中国 専⾨学校 ⽇本電⼦専⾨学校 ⼯業専⾨課程　情報システム開発科
⼥ 中国 専⾨学校 東京モード学園 グラフィックデザイン科
男 ベトナム 専⾨学校 グレッグ外語専⾨学校 新宿校 国際ビジネス学科
⼥ 中国 専⾨学校 東京観光専⾨学校 観光ビジネス学科 ⽇中通訳コース
男 中国 専⾨学校 HAL東京 アニメ・イラスト学科
男 中国 専⾨学校 HAL東京 アニメ・イラスト学科
男 中国 専⾨学校 HAL東京 情報処理学科
⼥ 中国 専⾨学校 東京デザイナー学院 ファッションデザイン科ファッションデザイン専攻
⼥ ベトナム 専⾨学校 ⼤原学園 ＯＡビジネス学科　ＯＡ経理ビジネス科
男 中国 専⾨学校 ホスピタリティツーリズム専⾨学校 観光科
男 ベトナム 専⾨学校 国際デュアルビジネス専⾨学校 国際ホテル科
男 スリランカ 専⾨学校 国際テクニカルデザイン☆⾃動⾞専⾨学校 ⾃動⾞整備学科



男 スリランカ 専⾨学校 国際テクニカルデザイン☆⾃動⾞専⾨学校 ⾃動⾞整備学科
男 アメリカ 専⾨学校 HAL東京 グラフィックデザインコース
男 ミャンマー 専⾨学校 東京グローバルビジネス専⾨学校 商業実務専⾨課程　国際ビジネス科
男 ネパール 専⾨学校 CAD製図専⾨学校 CADビジネス⾼度専⾨⼠科
⼥ 中国 専⾨学校 東京デザイナー学院 ファッションデザイン科　ファッションビジネス専攻
⼥ 中国 専⾨学校 東京製菓学校 製菓専⾨課程　洋菓⼦本科
男 スリランカ 専⾨学校 明⽣情報ビジネス専⾨学校 ビジネススペシャリスト科　ITスペシャリストコース
⼥ ベトナム 専⾨学校 神⽥外語学院 英語専攻科
⼥ 中国 専⾨学校 東京デザイン専⾨学校 ファッションアクセサリー科
男 中国 専⾨学校 HAL東京 ゲーム4年制学科・ゲーム企画コース
⼥ ベトナム 専⾨学校 ヨークグローバルビジネスアカデミー専⾨学校 グローバルビジネス学科    
⼥ ベトナム 専⾨学校 浦和専⾨学校 情報IT科
⼥ ベトナム 専⾨学校 CAD製図専⾨学校 CADビジネス⾼度専⾨⼠科
男 ミャンマー 専⾨学校 浦和専⾨学校 情報ビジネス科
⼥ ベトナム 専⾨学校 専⾨学校インターナショナル・スクールオブビジネス 国際ビジネス科
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
⼥ ミャンマー 専⾨学校 グレッグ外語専⾨学校 新宿校 外国語学科
⼥ ミャンマー 専⾨学校 中央情報専⾨学校 ビジネスデザイン学科
男 スリランカ 専⾨学校 中央情報専⾨学校 ビジネスデザイン学科
⼥ ベトナム 専⾨学校 グレッグ外語専⾨学校 新宿校 外国語学科
男 スリランカ 専⾨学校 明⽣情報ビジネス専⾨学校 ビジネススペシャリスト科　ITビジネスコース
男 中国 専⾨学校 HAL東京 ゲーム学科
男 ネパール 専⾨学校 東京グローバルビジネス専⾨学校 商業実務専⾨課程　国際ビジネス科
男 スリランカ 専⾨学校 国際テクニカルデザイン☆⾃動⾞専⾨学校 ⾃動⾞整備学科
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 バングラデシュ 専⾨学校 CAD製図専⾨学校 CADデザイン科
⼥ スリランカ 専⾨学校 グレッグ外語専⾨学校 国際ビジネス学科
男 バングラデシュ 専⾨学校 花壇⾃動⾞⼤学校 ⼯業専⾨課程　⾃動⾞科
男 スリランカ 専⾨学校 国際テクニカルデザイン☆⾃動⾞専⾨学校 ⾃動⾞整備学科
男 スリランカ 専⾨学校 CAD製図専⾨学校 CADデザイン科



男 フィンランド 専⾨学校 専⾨学校ミュージシャンズ・インスティチュート東京 ミュージックアーティスト科　ギターコース
男 スリランカ 専⾨学校 オリオンIT専⾨学校 情報ビジネス科
男 スリランカ 専⾨学校 国際テクニカルデザイン☆⾃動⾞専⾨学校 ⾃動⾞整備学科
⼥ ネパール 専⾨学校 専⾨学校中野スクールオブビジネス 経営ビジネス科
男 スリランカ 専⾨学校 国際テクニカルデザイン☆⾃動⾞専⾨学校 ⾃動⾞整備学科
⼥ ミャンマー 専⾨学校 専⾨学校中野スクールオブビジネス 英語ビジネス科
男 バングラデシュ 専⾨学校 千葉⽇建⼯科専⾨学校 建築デザイン研究科
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⾼度専⾨⼠科
⼥ ベトナム 専⾨学校 東京マルチメディア専⾨学校 情報ビジネス科
⼥ ベトナム 専⾨学校 早稲⽥⽂理専⾨学校 ⽇中越英通訳・ガイド学科
⼥ 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
男 ベトナム 専⾨学校 東京マルチメディア専⾨学校 情報ビジネス科
男 中国 専⾨学校 HAL東京 アニメ・イラスト科
男 中国 専⾨学校 ⽇本菓⼦専⾨学校 製菓技術学科
男 バングラデシュ 専⾨学校 NIPPONおもてなし専⾨学校 おもてなし学科
男 ウズベキスタン 専⾨学校 専⾨学校ファッションカレッジ桜丘 ファッションビジネス科国際流通・ITビジネスコース
男 スリランカ 専⾨学校 東京国際学園外語専⾨学校 ⽇本語ビジネスIT科
男 中国 専⾨学校 東京アニメーションカレッジ専⾨学校 アニメプロデュースコース
⼥ ベトナム 専⾨学校 早稲⽥⽂理専⾨学校 ⽇中越英通訳・ガイド学科
男 ベトナム 専⾨学校 早稲⽥⽂理専⾨学校 ロボット・電⼦機器制御学科
男 中国 専⾨学校 HAL東京 ゲーム4年制学科　ゲーム企画コース
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 東京ビジネス外語カレッジ 国際コミュニケーション学科　 英語ホスピタリティコース
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 アメリカ 専⾨学校 ⽇本写真芸術専⾨学校 写真家　3年制　総合写真研究ゼミ
⼥ スリランカ 専⾨学校 上野法科ビジネス専⾨学校 情報ビジネス学科
男 スリランカ 専⾨学校 上野法科ビジネス専⾨学校 情報ビジネス学科
⼥ ネパール 専⾨学校 早稲⽥⽂理専⾨学校 ビジネス起業経営学科
男 中国 専⾨学校 ⽂化外国語専⾨学校 ⽇本語通訳ビジネス科（⽇中）
⼥ ネパール 専⾨学校 NIPPONおもてなし専⾨学校 おもてなし学科



⼥ スリランカ 専⾨学校 グレッグ外語専⾨学校 外国語学科
男 中国 専⾨学校 東京ＩＴ会計専⾨学校 情報処理学科
⼥ ミャンマー 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 ミャンマー 専⾨学校 ⽇本ウェルネススポーツ⼤学 ⽇本⽂化・ビジネス専修課程
⼥ 中国 専⾨学校 神⽥外語学院 アジア/ヨーロッパ⾔語科 フランス語コース
男 中国 専⾨学校 東放学園映画専⾨学校 芸術専⾨課程〈⽂化・教養〉 アニメーション映像科
⼥ 中国 専⾨学校 神⽥外語学院 アジア/ヨーロッパ⾔語科 フランス語コース
男 スリランカ 専⾨学校 東京国際学園外語専⾨学校 ⽇本語ビジネスIT科
⼥ インド 専⾨学校 東京国際学園外語専⾨学校 ⽇本語ビジネスIT科
⼥ ネパール 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 ネパール 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 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 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 中国 専⾨学校 東京アニメ・声優専⾨学校 パフォーミングアーツ科 声優総合専攻
⼥ スリランカ 専⾨学校 グレッグ外語専⾨学校 国際ビジネス学科
⼥ 中国 専⾨学校 東京モード学園 モード基礎学科
⼥ モンゴル 専⾨学校 東京デザイナー学院 ファッションデザイン科
⼥ 中国 専⾨学校 ⽂化服装学院 服飾研究科
男 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 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 国際情報ビジネス専攻
男 ベトナム 専⾨学校 YMCA国際ビジネス専⾨学校 観光ビジネス科
⼥ 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（留学⽣クラス）
⼥ 中国 専⾨学校 ⽂化服装学院 服飾専⾨課程 服飾研究科
⼥ 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 イラストレーション専攻
男 中国 専⾨学校 HAL東京 ゲーム4年制学科　ゲーム企画コース
⼥ 中国 専⾨学校 ⽇本写真芸術専⾨学校 画像専⾨課程Ⅰ部 写真科3年制 総合写真研究ゼミ
⼥ 中国 専⾨学校 東京ダンス＆アクターズ専⾨学校 ダンス＆アクターズ科 声優＆俳優コース
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
⼥ ベトナム 専⾨学校 早稲⽥⽂理専⾨学校 ロボット・電⼦機器制御学科
⼥ ベトナム 専⾨学校 ヨークグローバルビジネスアカデミー専⾨学校 起業実践学科



⼥ 中国 専⾨学校 武蔵野学芸専⾨学校 国際コミュニケーション学科
男 中国 専⾨学校 東京観光専⾨学校 観光ビジネス学科 アジア⽇本語コース
男 中国 専⾨学校 総合学園ヒューマンアカデミー秋葉原校 留学⽣ゲームカレッジアニメーター専攻
⼥ 中国 専⾨学校 ⼤原学園 商業実務課程経理本科
男 ベトナム 専⾨学校 CAD製図専⾨学校 CADビジネス科
男 中国 専⾨学校 東京観光専⾨学校 観光ビジネス学科
男 ネパール 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 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 ミャンマー 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 中国 専⾨学校 ⽂化服装学院 服飾専⾨課程服装科
男 中国 専⾨学校 東京デザイナー学院 グラフィックデザイン科広告デザインコース
⼥ 中国 専⾨学校 東京ビジネス外語カレッジ 国際コミュニケーション学科⽇中医療通訳コース
⼥ 中国 専⾨学校 ⾸都医校 療法学部理学療法
⼥ 中国 専⾨学校 東京スクールオブミュージック専⾨学校 ⾳楽テクノロジー科照明ライティングコース
男 ベトナム 専⾨学校 ⽇本医療ビジネス⼤学校 国際情報ビジネス科
男 ベインドネシア 専⾨学校 ⽇本健康医療専⾨学校 ライフデザイン学科ライフサイエンスコース
男 中国 専⾨学校 専⾨学校 早稲⽥国際ビジネスカレッジ 国際情報学科グローバルサイエンスコース
男 中国 専⾨学校 HAL東京 ゲーム４年制学科ゲームデザインコース
⼥ 中国 専⾨学校 東京国際学園外語専⾨学校 応⽤⽇本語科
男 中国 専⾨学校 東京国際学園外語専⾨学校 応⽤⽇本語科
⼥ 中国 専⾨学校 専⾨学校 早稲⽥国際ビジネスカレッジ 経営研究学科 難関⼤学進学コース（⽂系）2部
男 中国 専⾨学校 HAL東京 ゲーム4年制学科　ゲーム企画コース
男 中国 専⾨学校 専⾨学校 早稲⽥国際ビジネスカレッジ 国際⾔語コミュニケーション学科　⽇中ビジネス通訳コース
男 中国 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 駿台トラベル＆ホテル専⾨学校 国際観光専科
男 中国 専⾨学校 ⽂化服装学院 ファッション⼯芸専⾨課程
⼥ ベトナム 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 モンゴル 専⾨学校 ⼤原学園 ⼤原簿記学校 経理本科1年制学科 ビジネス⽇本語コース
⼥ ミャンマー 専⾨学校 東京デザイナー学院 メイクアップデザイン科 メイクアップデザイン専攻
⼥ ネパール 専⾨学校 東京iスマートビジネス専⾨学校 ビジネスコミュニケーション学科



⼥ モンゴル 専⾨学校 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 TES東京英語専⾨学校 専⾨課程２年コース 総合ビジネス科
⼥ 中国 専⾨学校 ⽇本⼯学院⼋王⼦専⾨学校 ミュージックアーティスト科　サウンドクリエイターコース
⼥ 中国 専⾨学校 駿台トラベル＆ホテル専⾨学校 国際観光学科　トラベル＆ビジネスコース
男 中国 専⾨学校 東京ベルエポック製菓調理専⾨学校 調理師科
男 スリランカ 専⾨学校 ⽇本⾃動⾞専⾨学校 ⾃動⾞整備科
男 スリランカ 専⾨学校 ⽇本⾃動⾞専⾨学校 ⾃動⾞整備科
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 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
⼥ 中国 専⾨学校 専⾨学校 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 ⽇中ビジネス通訳コース2部
⼥ 中国 専⾨学校 武蔵野学芸専⾨学校（２年次編⼊） 国際コミュニケーション学科
男 中国 専⾨学校 駿台外語＆ビジネス専⾨学校 外国語専⾨課程 国際語学学科
男 中国 専⾨学校 HAL東京
⼥ 中国 専⾨学校 専⾨学校 早稲⽥国際ビジネスカレッジ 国際教養学科 キャリアデザインコース
⼥ 中国 専⾨学校 ⽇本健康医療専⾨学校 ライフデザイン 名⾨AM⼤学進学コース
男 中国 専⾨学校 専⾨学校 東京クールジャパン ゲーム総合学科 ゲームプログラマー専攻
男 中国 専⾨学校 専⾨学校 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 ⽇中ビジネス通訳コース2部
⼥ 中国 専⾨学校 専⾨学校 中野スクールオブビジネス 英語ビジネス科
男 スリランカ 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 バングラデシュ 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 ガーナ 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 中国 専⾨学校 東京観光専⾨学校
男 中国 専⾨学校 東京観光専⾨学校
男 中国 専⾨学校 ⽇本電⼦専⾨学校
男 中国 専⾨学校 駿台外語＆ビジネス専⾨学校 外国語専⾨課程 国際語学学科
男 ミャンマー 専⾨学校 読売⾃動⾞専⾨学校 電気電⼦学科
男 中国 専⾨学校 HAL東京 昼間部 ゲーム
男 中国 専⾨学校 東京⼼理⾳楽療法福祉専⾨学校 ⾳楽療法保育学科


