
分類 NO 国籍 イニシャル 学校名 学部・専攻

1 中国 Z・RX

東北大学大学院

京都大学大学院

早稲田大学大学院　決定

経済学研究科

2 中国 L・JT
早稲田大学大学院（2014年4月）進学

東京大学大学院（2014年9月）進学

創造理工研究科建築専攻

工学研究科建築専攻

3 中国 X・BQ 神戸大学大学院 経営研究科

4 中国 Z・X 熊本大学大学院 教育学研究科

5 中国 J・K 秋田大学大学院 資源学研究科

6 中国 Y・PP 北海道大学大学院 文学研究科

7 中国 C・AQ
早稲田大学大学院　決定

立教大学大学院

国際コミュニケーション研究科

異文化コミュニケーション研究科

8 中国 L・XD 早稲田大学大学院 スポーツ科学研究科

9 中国 Y・Y 立命館大学大学院 文学研究科

10 中国 Y・JX
明治大学大学院　決定

早稲田大学大学院
商学研究科　

11 中国 F・R 東洋大学大学院 経営研究科

12 中国 S・YC 同志社大学大学院 総合政策科学研究科

13 中国 Z・TJ デジタルハリウッド大学大学院 デジタルコンテンツ研究科

14 中国 C・FL 成蹊大学大学院 国際教育センター

15 中国 Y・Ｙ 慶応義塾大学 文学研究科

16 中国 H・ZM 学習院大学大学院 人文科学研究科

17 中国 W・KJ 青山大学大学院 法学研究科

18 中国 Z・YJ
東北大学　決定

高崎経済大学
経済学部

19 中国 Y・S お茶の水女子大学 生活科学部人間生活学科
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20 中国 M・LX 神田外語大学 外国語学部

21 中国 L・YW 学習院大学 法学部法学科

22 中国 C・XB 青山学院大学 教育人間科学部心理学科

23 中国 M・JZ
慶応義塾大学　決定

早稲田大学
法学部

24 中国 L・LL 東洋大学　決定 国士舘大学 経営学ビジネス会計科 経営学

25 中国 Q・JB 中央大学 商学研究科

26 中国 W・XX 大東文化大学　進学決定 国士舘大学 文学部日本文学科 文学部

27 中国 Z・SC 国士舘大学 文学部文学科

28 中国 C・YH 日本経済大学 経済学部

29 中国 Z・ZX 日本電子専門学校 情報システム開発科

30 中国 Y・MT 早稲田文理専門学校 中英通訳・ガイド学科

31 中国 L・MF 早稲田文理専門学校 日中英通訳・ガイド学科

32 中国 W・ZH 早稲田文理専門学校 日中英通訳・ガイド学科

33 中国 H・QJ 村山福祉専門学校

34 中国 Z・X 村山福祉専門学校

35 中国 Z・ZH 日本健康医療専門学校 ライフケア学科

36 中国 C・YF 日本医療ビジネス大学校 国際情報ビジネス科

37 中国 L・QY 日本医療ビジネス大学校 国際情報ビジネス科

38 中国 Q・JP 日本医療ビジネス大学校 国際情報ビジネス科

39 中国 D・B 日本医療ビジネス大学校 国際情報ビジネス科

40 中国 L・QQ 日本医療ビジネス大学校 国際情報ビジネス科

41 中国 W・T 日本医療ビジネス大学校 国際情報ビジネス科

42 中国 W・ZL 中野スクールオブビジネス専門学校 英語ビジネス科

43 中国 M・XB 東京マルチメディア専門学校 情報ビジネス科

44 中国 L・XL 東京福祉保育専門学校 国際ビジネス学科

45 中国 C・DA 東京福祉保育専門学校 国際ビジネス学科

46 中国 L・KZ 東京福祉保育専門学校 国際ビジネス学科
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47 インド M・S 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

48 インド B・H CAD製図専門学校 CG科

49 中国 W・Y TES東京英語専門学校

50 中国 W・YH 千葉日建工科専門学校 建築CAD技術科

51 中国 W・WZ 専門学校ISB 経済・経営コース

52 中国 W・FF 専門学校ISB ビジネス日本語コース

53 中国 G・SP 専門学校ISB ビジネス日本語コース

54 中国 Z・FF 専門学校ISB ビジネス日本語コース

55 中国 L・XF 専門学校ISB ビジネス日本語コース

56 中国 L・WC 専門学校ISB ビジネス日本語コース

57 中国 W・PQ 駿台トラベル＆ホテル専門学校 国際観光専科トラベルコース

58 中国 L・HH 川口文化服装専門学校 専門課程服装科

59 中国 H・KL 王子経理専門学校 情報処理学科

60 中国 L・YY 王子経理専門学校 情報処理学科

61 中国 Z・FZ 鶴見ファッション・ビジネス専門学校

62 中国 W・Q 鶴見ファッション・ビジネス専門学校
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