
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 経済学研究科
男 中国 ⼤学院 東京⼤学⼤学院 新領域創成科学研究科 ⼈間環境学専攻
男 中国 ⼤学院 東京⼤学⼤学院 ⼯学系研究科
⼥ 中国 ⼤学院 東京⼤学⼤学院 学際情報学府
⼥ 中国 ⼤学院 東京⼤学⼤学院 ⼈⽂社会系研究科 基礎⽂化研究専攻 思想⽂化コース 美学芸術学専⾨分野
⼥ 中国 ⼤学院 京都⼤学⼤学院 経営管理教育部 経営管理教育専攻
⼥ 中国 ⼤学院 京都⼤学⼤学院 農学研究科 応⽤⽣物学専攻
⼥ 中国 ⼤学院 お茶の⽔⼥⼦⼤学⼤学院 ⼈間⽂化創成科学研究科 ⽐較社会⽂化学専攻
男 中国 ⼤学院 東京⼯業⼤学⼤学院 ⼯学院電気電⼦系
⼥ 中国 ⼤学院 名古屋⼤学⼤学院 情報学研究科 情報システム学専攻
男 中国 ⼤学院 名古屋⼤学⼤学院 経済学研究科
⼥ 中国 ⼤学院 名古屋⼤学⼤学院 国際開発研究科
⼥ 中国 ⼤学院 北海道⼤学⼤学院 国際広報メディア・観光学研究科
⼥ 中国 ⼤学院 九州⼤学⼤学院 地球社会総合科学府
⼥ 中国 ⼤学院 横浜国⽴⼤学⼤学院 国際社会科学府
⼥ 中国 ⼤学院 横浜国⽴⼤学⼤学院 都市イノベーション学府 建築都市⽂化専攻 建築都市⽂化コース
⼥ 中国 ⼤学院 東京都⽴⼤学⼤学院 法学政治学研究科 法学政治学専攻
⼥ 中国 ⼤学院 ⾦沢⼤学⼤学院 ⼈間社会環境研究科
⼥ 中国 ⼤学院 千葉⼤学⼤学院 園芸学研究科
⼥ 中国 ⼤学院 埼⽟⼤学⼤学院 ⼈⽂社会科学研究科 ⽂化環境専攻
男 中国 ⼤学院 埼⽟⼤学⼤学院 ⼈⽂社会科学研究科 ⽂化環境専攻
⼥ 中国 ⼤学院 埼⽟⼤学⼤学院 教育学研究科 学校教育専攻 ⼼理・教育実践学専修 ⼼理学分野
男 中国 ⼤学院 ⼤阪⼤学⼤学院 経済学研究科 経営学専攻 経営研究コース
男 中国 ⼤学院 ⿃取⼤学⼤学院 ⼯学部 社会システム⼟⽊系学科
⼥ 中国 ⼤学院 東京学芸⼤学⼤学院 教育学研究科 教育⽀援協働実践開発専攻 教育AIプログラム
男 中国 ⼤学院 東京造形⼤学⼤学院 造形研究科 デザイン研究領域
男 中国 ⼤学院 東京造形⼤学⼤学院 デザイン研究領域
男 中国 ⼤学院 東京⼯芸⼤学⼤学院 芸術学研究科 メディアアート専攻 インタラクティブメディア領域
男 中国 ⼤学院 ⾹川⼤学⼤学院 地域マネジメント研究科 地域マネジメント専攻



男 中国 ⼤学院 広島⼤学⼤学院 ⼈間社会科学研究科 ⼈⽂社会学専攻 経済学プログラム
⼥ 中国 ⼤学院 北陸先端科学技術⼤学院⼤学 先端科学技術専攻
⼥ 中国 ⼤学院 早稲⽥⼤学⼤学院 アジア太平洋研究科
男 中国 ⼤学院 早稲⽥⼤学⼤学院 経済学研究科 経済学コース
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 アジア太平洋研究科 国際関係学専攻
男 中国 ⼤学院 早稲⽥⼤学⼤学院 会計研究科
⼥ 中国 ⼤学院 早稲⽥⼤学⼤学院 会計研究科
⼥ 中国 ⼤学院 早稲⽥⼤学⼤学院 政治学研究科
⼥ 中国 ⼤学院 早稲⽥⼤学⼤学院 政治学研究科
男 中国 ⼤学院 慶應義塾⼤学⼤学院 メディアデザイン研究科
⼥ 中国 ⼤学院 慶應義塾⼤学⼤学院 商学研究科
男 中国 ⼤学院 上智⼤学⼤学院 理⼯学研究科 理⼯学専攻 情報学領域
男 中国 ⼤学院 上智⼤学⼤学院 経済学研究科 経済学専攻
⼥ 中国 ⼤学院 上智⼤学⼤学院 経済学研究科 経済学専攻
男 中国 ⼤学院 上智⼤学⼤学院 経済学研究科 経済学専攻
男 中国 ⼤学院 上智⼤学⼤学院 理⼯学研究科 理⼯学専攻 電気・電⼦⼯学領域
⼥ 中国 ⼤学院 上智⼤学⼤学院 GRADUATE SCHOOL OF GLOBAL STUDIES M.A. IN GLOBAL STUDIES
⼥ 中国 ⼤学院 上智⼤学⼤学院 ⽂学研究科 新聞学専攻
⼥ 中国 ⼤学院 ⽴教⼤学⼤学院 異⽂化コミュニケーション研究科 異⽂化コミュニケーション専攻
男 中国 ⼤学院 ⽴教⼤学⼤学院 ⼈⼯知能科学研究科 ⼈⼯知能学専攻
男 中国 ⼤学院 ⽴教⼤学⼤学院 ⼈⼯知能科学研究科 ⼈⼯知能学専攻
男 中国 ⼤学院 ⽴教⼤学⼤学院 21世紀社会デザイン研究科 ⽐較組織ネットワーク専攻
男 中国 ⼤学院 明治⼤学⼤学院 会計専⾨職研究科 会計専⾨職専攻 会計専修コース
⼥ 中国 ⼤学院 中央⼤学⼤学院 ⽂学研究科 東洋史学専攻
⼥ 中国 ⼤学院 中央⼤学⼤学院 総合政策研究科　総合政策専攻
⼥ 中国 ⼤学院 法政⼤学⼤学院 社会科学研究科 社会学専攻
男 中国 ⼤学院 法政⼤学⼤学院 ⼈⽂科学研究科 ⽇本⽂学専攻
⼥ 中国 ⼤学院 法政⼤学⼤学院 デザイン⼯学研究科
⼥ 中国 ⼤学院 法政⼤学⼤学院 政策創造研究科 政策創造専攻



⼥ 中国 ⼤学院 ⽴命館⼤学⼤学院 国際関係研究科 国際関係学専攻
男 中国 ⼤学院 ⽇本⼤学⼤学院 ⽂学研究科 社会学専攻
男 中国 ⼤学院 ⽇本⼤学⼤学院 芸術学研究科 映像芸術専攻 映画分野
男 中国 ⼤学院 駒澤⼤学⼤学院 商学研究科 商学専攻
⼥ 中国 ⼤学院 国学院⼤学⼤学院 ⽂学研究科 ⽂学専攻
男 中国 ⼤学院 南⼭⼤学⼤学院 社会科学研究科 経営学専攻
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
男 中国 ⼤学院 武蔵野⼤学⼤学院 ⽂学研究科 ⽇本⽂学専攻
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 ⽇本語教育専攻
男 モンゴル ⼤学院 宮城⼤学 ⾷産業学群 フードマネジメント学類
男 中国 ⼤学院 秋⽥⼤学 教育⽂化学部 地域⽂化学科
男 台湾 ⼤学院 国際医療福祉⼤学⼤学院 医療福祉学研究科　保険医療学専攻
⼥ 中国 ⼤学院 ⽂化ファッション⼤学院⼤学 ファッションマネジメント専攻 ファッション経営管理コース
⼥ 中国 ⼤学院 ハリウッド⼤学院⼤学 ビューティビジネス研究科専攻 ビューティビジネス専攻
男 中国 ⼤学院 明海⼤学⼤学院 応⽤⾔語学研究科
男 中国 ⼤学院 千葉⼯業⼤学⼤学院 先端⼯学研究科 知能メディア⼯学専攻
男 中国 ⼤学院 ⾼千穂⼤学⼤学院 経営学研究科
⼥ 中国 ⼤学院 ⾼崎経済⼤学 経済学部
⼥ 中国 ⼤学院 東京⾳楽⼤学⼤学院 ⾳楽研究科 ⾳楽⽂化研究学専攻 多⽂化⾳楽研究領域
⼥ 中国 ⼤学院 東京造形⼤学⼤学院 美術研究領域
⼥ 中国 ⼤学院 京都造形⼤学⼤学院 芸術研究科 芸術専攻
⼥ 中国 ⼤学院 多摩美術⼤学⼤学院 美術研究科 絵画専攻 版画
⼥ 台湾 ⼤学院 多摩美術⼤学⼤学院 美術研究科 絵画専攻 油画
⼥ 台湾 ⼤学院 ⼥⼦美術⼤学⼤学院 美術研究家 美術専攻 洋画
⼥ 中国 ⼤学院 ⼥⼦美術⼤学⼤学院 美術研究家 美術専攻 版画
⼥ 中国 ⼤学院 神⼾芸術⼯科⼤学⼤学院 芸術⼯学研究科 総合アート＆デザイン専攻
男 中国 ⼤学 早稲⽥⼤学 先進理⼯学部 化学⽣命化学科
男 中国 ⼤学 上智⼤学 理⼯学部 情報理⼯学科



⼥ 中国 ⼤学 東京理科⼤学 理⼯学部 応⽤⽣物学科
男 中国 ⼤学 東京理科⼤学 理⼯学部 建築学科
男 中国 ⼤学 東京理科⼤学 理学部第⼀部 物理学科
男 中国 ⼤学 東京⼯業⼤学 環境・社会理⼯学院 融合理⼯学系
⼥ 中国 ⼤学 明治⼤学 理⼯学部 数学科
⼥ 中国 ⼤学 明治⼤学 ⽂学部 ⽂学科 ⽇本⽂学専攻
男 中国 ⼤学 明治⼤学 政治経済学部 経済学科
男 中国 ⼤学 明治⼤学 国際⽇本学部 国際⽇本学科
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
男 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 国際経営学部 国際経営学科
⼥ 中国 ⼤学 法政⼤学 経済学部 現代ビジネス学科
⼥ 中国 ⼤学 法政⼤学 理⼯学部 応⽤情報⼯学科
男 中国 ⼤学 法政⼤学 ⽂学部 ⽇本⽂学科
⼥ 中国 ⼤学 法政⼤学 国際⽂化学部 国際⽂化学科
男 中国 ⼤学 法政⼤学 ⼈間環境学部 ⼈間環境学科
⼥ 中国 ⼤学 法政⼤学 社会学部 社会学科
⼥ 中国 ⼤学 ⻘⼭学院⼤学 ⽂学部 フランス⽂学科
男 中国 ⼤学 ⻘⼭学院⼤学 経営学部 経営学科
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 関⻄学院⼤学 経済学部
⼥ 中国 ⼤学 関⻄学院⼤学 ⽂学部 ⽂化歴史学科 ⻄洋史学専攻
男 中国 ⼤学 関⻄学院⼤学 理⼯学部 情報科学学科
男 中国 ⼤学 関⻄学院⼤学 社会学部 社会学科
⼥ 中国 ⼤学 関⻄学院⼤学 経済学部
男 中国 ⼤学 同志社⼤学 グローバルコミュニケーション学部 グローバルコミュニケーション学科 ⽇本語コース
⼥ 中国 ⼤学 同志社⼤学 ⼼理学部 ⼼理学科
男 中国 ⼤学 ⽴命館⼤学 理⼯学部 ロボティクス学科
⼥ 中国 ⼤学 ⽴命館⼤学 ⾷マネジメント学部 ⾷マネジメント学科
⼥ 中国 ⼤学 ⽴命館⼤学 理⼯学部 数理科学科 データサイエンスコース



⼥ 中国 ⼤学 ⽴命館⼤学 ⽣命科学部 ⽣物⼯学科
⼥ 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 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 ⽂理学部 ⼼理学科
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 社会学部 メディアコミュニケーション学科
男 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 東洋⼤学 経営学部 第1部経営学科
⼥ 中国 ⼤学 東洋⼤学 経営学部 第1部経営学科
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 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 経済学部 経済学科
⼥ 中国 ⼤学 東洋⼤学 社会学部 社会学科
男 中国 ⼤学 駒澤⼤学 経営学部 市場戦略学科
男 中国 ⼤学 駒澤⼤学 経営学部 経営学科
男 中国 ⼤学 駒澤⼤学 経営学部 市場戦略学科
男 中国 ⼤学 専修⼤学 商学部 マーケティング学科
⼥ 中国 ⼤学 専修⼤学 ⽂学部 ジャーナリズム学科
男 中国 ⼤学 専修⼤学 ⽂学部 歴史学科
⼥ 中国 ⼤学 昭和⼥⼦⼤学 ⼈間社会学部 現代教養学科
男 中国 ⼤学 沖縄⼤学 福祉⽂化学科 福祉専攻
男 中国 ⼤学 近畿⼤学 経営学部 商学科
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 東海⼤学 ⼯学部 建築学科
男 中国 ⼤学 東京経済⼤学 経営学部
男 中国 ⼤学 東京農業⼤学 地球環境科学部 森林総合学科
男 中国 ⼤学 帝京⼤学 ⽂学部 社会学科
⼥ 中国 ⼤学 帝京⼤学 経済学部 経営学科
男 中国 ⼤学 帝京⼤学 ⽂学部 社会学科



男 中国 ⼤学 国⼠館⼤学 政経学部 経済学科
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 京都外国語⼤学 国際貢献学部 グローバル観光学科
男 中国 ⼤学 神奈川⼤学 経営学部 国際経営学科
男 中国 ⼤学 神奈川⼤学 経済学部 経済学科 現代経済専攻
⼥ 中国 ⼤学 ⼆松学舎⼤学 国際政治経済学部 国際経営学科
⼥ 中国 ⼤学 ⼆松学舎⼤学 ⽂学部 都市⽂化デザイン学科
男 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
男 中国 ⼤学 甲南⼤学 経営学部 経営学科
⼥ 中国 ⼤学 武蔵野⼤学 経営学部　経営学科
⼥ 中国 ⼤学 武蔵野⼤学 ⼯学部 環境システム学科
⼥ 中国 ⼤学 桜美林⼤学 芸術⽂化学群 演劇・ダンス専修（演劇）
⼥ 中国 ⼤学 桜美林⼤学 リベラルアーツ学群
⼥ ベトナム ⼤学 亜細亜⼤学 国際関係学部 国際関係学科
男 中国 ⼤学 亜細亜⼤学 経営学部 経営学科
男 中国 ⼤学 城⻄⼤学 経営学部 マネジメント総合学科
男 中国 ⼤学 城⻄⼤学 経済学部 経済学科
男 中国 ⼤学 拓殖⼤学 政経学部 経済学科
男 ベトナム ⼤学 拓殖⼤学 ⼯学部 電⼦システム⼯学科
⼥ 中国 ⼤学 拓殖⼤学 政経学部 経済学科
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 商学部 経営学科
⼥ 中国 ⼤学 拓殖⼤学 政経学部 経済学科
男 中国 ⼤学 拓殖⼤学 商学部 経営学科
男 中国 ⼤学 流通経済⼤学 社会学部 国際観光学科
⼥ 中国 ⼤学 順天堂⼤学 医学部
男 中国 ⼤学 ⼤東⽂化⼤学 ⽂学部 歴史⽂化学科
⼥ 中国 ⼤学 駿河台⼤学 経済経営学部
⼥ 中国 ⼤学 駿河台⼤学 経済経営学部
男 中国 ⼤学 駿河台⼤学 ⼼理学部



男 中国 ⼤学 駿河台⼤学 経済経営学部
男 中国 ⼤学 明海⼤学 経済学部 経済学科
男 中国 ⼤学 明海⼤学 経済学部 経済学科
男 中国 ⼤学 明海⼤学 経済学部 経済学科
男 中国 ⼤学 明海⼤学 経済学部 経済学科
男 中国 ⼤学 関東学院⼤学 ⼈間共⽣学部 コミュニケーション学科
⼥ 中国 ⼤学 尚美学園⼤学 芸術情報学部 舞台表現学科 演劇
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 宝塚⼤学 東京メディア芸術学部 メディア芸術学科
男 中国 ⼤学 敬愛⼤学 経済学部　経営学科
男 中国 ⼤学 敬愛⼤学 経済学部
男 中国 ⼤学 聖学院⼤学 政治経済学部 政治経済学科
男 中国 ⼤学 国際武道⼤学 体育学部 武道学科
男 中国 ⼤学 東京情報⼤学 総合情報学部 総合情報学科
男 中国 ⼤学 東京情報⼤学 綜合情報学部 総合情報学科
⼥ ベトナム ⼤学 筑波学院⼤学 経営情報学部 ビジネスデザイン学科
⼥ ベトナム ⼤学 筑波学院⼤学 経営情報学部 ビジネスデザイン学科
男 中国 ⼤学 筑波学院⼤学 経営情報学部 ビジネスデザイン学科
男 中国 ⼤学 埼⽟⼯業⼤学 機械⼯学科 機械⼯学専攻
⼥ 中国 ⼤学 第⼀⼯業⼤学 ⼯学部
男 中国 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 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 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 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 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 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 第⼀⼯業⼤学 ⼯学部 情報電⼦システム⼯学科
⼥ 中国 ⼤学 第⼀⼯業⼤学 ⼯学部 情報電⼦システム⼯学科
男 バングラデシュ ⼤学 ⾜利⼤学 ⼯学部　創⽣⼯学科（機械分野）　機械⼯学コース
⼥ 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
男 中国 ⼤学 ⽇本経済⼤学 経営学部　経営学科
男 ウズベキスタン ⼤学 ⽇本経済⼤学 経営学部　経営学科
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 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
⼥ 中国 ⼤学 新潟産業⼤学 経済学部 経済経営学科
⼥ ベトナム ⼤学 ⾄誠館⼤学 ライフデザイン学部 ライフデザイン学科
男 中国 ⼤学 東京福祉⼤学 教育学部 教育学科 国際教育専攻 国際教育コース
⼥ 中国 ⼤学 東京福祉⼤学 社会福祉学部 社会福祉学科 社会福祉専攻
男 中国 ⼤学 拓殖⼤学北海道短期⼤学 農学ビジネス学科 地域振興ビジネスコース
男 中国 ⼤学 拓殖⼤学北海道短期⼤学 農学ビジネス学科 地域振興ビジネスコース
男 中国 ⼤学 拓殖⼤学北海道短期⼤学 農学ビジネス学科 地域振興ビジネスコース
男 スリランカ ⼤学 新潟⼯業短期⼤学 ⾃動⾞⼯業科
⼥ 中国 ⼤学 武蔵野美術⼤学 造形学部 彫刻学科
⼥ 中国 ⼤学 多摩美術⼤学 美術学部 彫刻学科
⼥ 中国 ⼤学 ⼥⼦美術⼤学 芸術学部 芸術学科 アート専攻
⼥ 中国 ⼤学 ⼥⼦美術⼤学短期⼤学部 造形学科
⼥ 中国 専⾨学校 東京モード学園 モード基礎学科、メイク・ネイル学科
⼥ ベトナム 専⾨学校 東京ビジュアルアーツ 写真学科 クリエイティブフォト専攻
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 国際ITキャリア学科　ITビジネスコース
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 国際ITキャリア学科　ITビジネスコース
男 中国 専⾨学校 ⼭⼿調理製菓専⾨学校 製菓衛⽣師科／調理師科
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 国際ITキャリア学科　ITビジネスコース
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　ビジネスマネジメントコース
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　ビジネスマネジメントコース
男 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
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 ⾃動⾞整備科　国際⾃動⾞整備コース
男 スリランカ 専⾨学校 アーツカレッジヨコハマ 国際情報ビジネス学科　ITコース
⼥ ベトナム 専⾨学校 東京福祉保育専⾨学校 国際ビジネス学科



⼥ ベトナム 専⾨学校 東京福祉保育専⾨学校 国際ビジネス学科
⼥ ネパール 専⾨学校 東京グローバルビジネス専⾨学校 国際ビジネス科
⼥ ネパール 専⾨学校 東京グローバルビジネス専⾨学校 国際ビジネス科
⼥ ネパール 専⾨学校 東京グローバルビジネス専⾨学校 国際ビジネス科
⼥ ミャンマー 専⾨学校 グレッグ外語専⾨学校 外国語学科
⼥ ミャンマー 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 ⽇本外国語専⾨学校 ⽇中通訳翻訳科
⼥ ベトナム 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　⽇越ビジネス通訳翻訳コース
⼥ 中国 専⾨学校 東京ビジュアルアーツ 映像学科　動画クリエイター専攻CM・MVコース
⼥ 中国 専⾨学校 中野スクールオブビジネス 経営ビジネス科
⼥ 中国 専⾨学校 中野スクールオブビジネス 経済・会計ビジネス科
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
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　ビジネスマネジメントコース
男 バングラデシュ 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マネジメントコース
男 バングラデシュ 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マネジメントコース
男 ギニア 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 ミャンマー 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 バングラデシュ 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 バングラデシュ 専⾨学校 関東⼯業⾃動⾞⼤学校 ⼆級⾃動⾞整備科留学⽣コース
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
男 バングラデシュ 専⾨学校 CAD製図専⾨学校 CAD　IT科
男 スリランカ 専⾨学校 CAD製図専⾨学校 CAD　IT科
⼥ バングラデシュ 専⾨学校 CAD製図専⾨学校 CAD　ビジネス科
⼥ ベトナム 専⾨学校 CAD製図専⾨学校 CAD　ビジネス科
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
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
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
男 ベトナム 専⾨学校 CAD製図専⾨学校 CAD　デザイン科
男 ベトナム 専⾨学校 CAD製図専⾨学校 CAD　デザイン科
男 スリランカ 専⾨学校 東京⼯科⾃動⾞⼤学校 エンジン・メンテナンス科



男 スリランカ 専⾨学校 東京⼯科⾃動⾞⼤学校 ⾃動⾞整備科
男 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 早稲⽥美容専⾨学校 トータルビューティ科
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
⼥ ミャンマー 専⾨学校 ⼤原簿記学校 経理ビジネスコース
男 ミャンマー 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 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 ESPエンタテイメント東京 ⾳楽アーティスト科　ギターコース
男 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 中国 専⾨学校 ⼤原簿記学校 流通・マーケティングビジネス
⼥ ミャンマー 専⾨学校 専⾨学校 東京国際ビジネスカレッジ 国際経営学科　国際貿易コース
⼥ ミャンマー 専⾨学校 グレッグ外語専⾨学校 国際ビジネス学科
⼥ ミャンマー 専⾨学校 グレッグ外語専⾨学校 外国語学科
⼥ 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 ミャンマー 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 グローバル・エグゼクティブ・マネジメントコース
男 ミャンマー 専⾨学校 ⽇本医療ビジネス⼤学校 国際情報ビジネス科
⼥ ベトナム 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　⽇越ビジネス通訳翻訳コース
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 ミャンマー 専⾨学校 ヤマトファッションビジネス専⾨学校 ファッションビジネス科
⼥ スリランカ 専⾨学校 ⽇本⾃動⾞⼤学校 モータースポーツ科
⼥ ベトナム 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 スリランカ 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 ⽂化服装学院 ファッション流通専⾨課程 ファッション流通科
男 中国 専⾨学校 ⽇本⼯学院⼋王⼦専⾨学校 マンガ・アニメーション科
男 ミャンマー 専⾨学校 東京福祉保育専⾨学校 国際ビジネス学科
男 スリランカ 専⾨学校 古河テクノビジネス専⾨学校 ビジネスIT学科
男 スリランカ 専⾨学校 古河テクノビジネス専⾨学校 ビジネスIT学科
男 スリランカ 専⾨学校 東京⽇建⼯科専⾨学校 建築CADビジネス科
⼥ 中国 専⾨学校 東京スクール・オブ・ビジネス オフィスビジネス学科　ビジネスライセンス専攻
⼥ 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 映像⾳楽専攻



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 エコ・コミュニケーション科 ⽔族館・アクアリスト専攻
⼥ 中国 専⾨学校 東京モード学園
男 中国 専⾨学校 ⽇本医学柔整鍼灸専⾨学校 鍼灸学科 昼間部
⼥ 中国 専⾨学校 ⽇本写真芸術専⾨学校 写真科3年制　総合写真研究ゼミ
男 バングラデシュ 専⾨学校 関東⼯業⾃動⾞⼤学校 ⼆級⾃動⾞整備科留学⽣コース
男 スリランカ 専⾨学校 千葉情報経理専⾨学校 WEBエキスパート科
⼥ ベトナム 専⾨学校 渋⾕外国語専⾨学校 国際ビジネス学科
⼥ ミャンマー 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
男 ミャンマー 専⾨学校 早稲⽥⽂理専⾨学校 営業マネジメント学科
男 スリランカ 専⾨学校 YMCA健康福祉専⾨学校 介護福祉科
男 ウズベキスタン 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 中国 専⾨学校 代々⽊アニメーション学院 クリエイター学部　イラスト科
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
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
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 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 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 ネパール 専⾨学校 トヨタ神⼾⾃動⾞⼤学校 国際⾃動⾞整備科
男 ミャンマー 専⾨学校 東京アニメーションカレッジ専⾨学校 総合学科　アニメプロデュースコース
男 ミャンマー 専⾨学校 東京アニメーションカレッジ専⾨学校 総合学科　アニメプロデュースコース
男 中国 専⾨学校 ⽇本⼯学院⼋王⼦専⾨学校 情報科学専⾨課程 パソコン・ネットワーク科
⼥ 中国 専⾨学校 HAL東京
⼥ 中国 専⾨学校 東京福祉保育専⾨学校 経営福祉学科
男 ミャンマー 専⾨学校 新宿情報ビジネス専⾨学校 情報ビジネス専⾨課程 情報システム専攻／国際情報ビジネス専攻
⼥ 中国 専⾨学校 ⽂化服装学院 服飾専⾨課程　服装科
男 スリランカ 専⾨学校 新宿情報ビジネス専⾨学校 情報ビジネス専⾨課程 情報システム専攻
⼥ 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学科　グラフィックデザイン専攻
男 ミャンマー 専⾨学校 トヨタ神⼾⾃動⾞⼤学校 国際⾃動⾞整備科
⼥ ミャンマー 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　総合アニメーション専攻
⼥ 中国 専⾨学校 東京モード学園 グラフィック学科　グラフィックデザイナー専攻



男 中国 専⾨学校 HAL⼤阪 デジタル専⾨課程　ゲーム4年制学科
男 中国 専⾨学校 ⽇本電⼦専⾨学校 コンピュータグラフィックス科
⼥ ベトナム 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 ⽇本⼯学院専⾨学校 情報処理科
⼥ 中国 専⾨学校 東京福祉保育専⾨学校 国際福祉ビジネス科
男 中国 専⾨学校 ⽇本⼯学院専⾨学校 芸術専⾨課程 マンガ・アニメーション科
⼥ 中国 専⾨学校 ⽇本⼯学院⼋王⼦専⾨学校 教育・社会福祉専⾨課程 こども学科 保育⼠コース
⼥ 中国 専⾨学校 専⾨学校 東京アナウンス学院 ⽂化教養専⾨課程〈⽂化・教養〉 放送声優学科
⼥ 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 中国 専⾨学校 東放学園⾳響専⾨学校 ⼯業専⾨課程〈⼯業〉 ⾳響芸術科
⼥ 中国 専⾨学校 東放学園⾳響専⾨学校 芸術専⾨課程〈⽂化・教養〉 映画制作科
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学科 グラフィックデザイン専攻
⼥ 中国 専⾨学校 東京綜合写真専⾨学校 写真芸術第1学科 BASIC
男 中国 専⾨学校 秀林外語専⾨学校 ⽇中通訳・翻訳学科
⼥ 中国 専⾨学校 駿台法律経済＆ビジネス専⾨学校 法律実務学科 国際経営ビジネスコース ⼤学進学
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
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 東京綜合写真専⾨学校 写真芸術第1学科 BASIC
男 中国 専⾨学校 ⽂化服装学院 ファッション⾼度専⾨⼠科
男 中国 専⾨学校 HAL東京
男 中国 専⾨学校 専⾨学校 東京経理綜合学院 メディア・情報・経理本科
⼥ 中国 専⾨学校 東京アニメ・声優専⾨学校 アニメ総合制作科 アニメグッズ＆デザイン専攻
⼥ 中国 専⾨学校 中央⼯学校 ⽂化・教養専⾨課程 リベラルアーツ科
男 中国 専⾨学校 東京観光専⾨学校 旅⾏学科 ビジットジャパン専攻
男 中国 専⾨学校 東京映画・俳優＆放送芸術専⾨学校 映画制作科 映画監督専攻
⼥ 中国 専⾨学校 桑沢デザイン研究所 デザイン専攻科
男 中国 専⾨学校 尚美ミュージックカレッジ専⾨学校 ⾳楽総合アカデミー学科 アレンジ・作曲コース アレンジ・作曲専攻
男 中国 専⾨学校 専⾨学校 東京国際ビジネスカレッジ 経営学研究科 Business Managementコース
⼥ 中国 専⾨学校 東京ファッション専⾨学校 ファッションデザイン科 デザインコース
男 中国 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 グローバル・エグゼクティブ・マネジメントコース



男 中国 専⾨学校 専修学校 中央ゼミナール ⼈⽂系 進学総合学科
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学科 イラストレーション専攻


