
分類 NO 国籍 イニシャル 種別 学校名・研究科・学部・学科名

1 中国 Ｓ・ＺＨ 国立 一橋大学大学院　経済学研究科

2 中国 Ｚ・ＸＺ 私立 国士舘大学大学院　経営学専攻

3 中国 Ｙ・ＫＺ 私立 法政大学大学院　経済学 研究生

4 中国 Ｌ・ＫＬ 私立 慶應義塾大学大学院　メディアデザイン

5 中国 Ｃ・ＸＹ 私立 慶應義塾大学大学院　商学部

6 中国 Ｌ・ＺＭ 私立 慶應義塾大学大学院　商学部

7 中国 Ｆ・ＱＴ 私立 明治学院大学大学院　社会学科

8 中国 Ｘ・Ｑ 私立 一橋大学大学院　経済学研究科

9 中国 Ｙ・ＰＳＳ 私立 東海大学大学院　文化研究　観光

10 中国 Ｐ・Ｙ 国立 金沢大学　理工学域　数物科学類

11 中国 Ｘ・ＹＩ 国立 筑波大学 理工学部物理学類

12 中国 Ｗ・ＪＬ 私立 青山学院大学　社会情報学部

13 中国 Ｙ・ＨＹ 私立 近畿大学　総合社会学部

14 中国 Ｌ・Ｓ 私立 国士舘大学　理工学部　機械工学科

15 中国 Ｓ・ＺＭ 私立 亜細亜大学　経営学部

16 中国 Ｂ・ＦＨ 私立 恵泉女子大学 国際社会学科

17 中国 Ｚ・ＢＹ 私立 東洋大学　経済学部　国際経済学科

18 中国 Ｚ・ＢＬ 私立 関西大学　システム理工学部　機械工学科

19 中国 Ｘ・ＺＱ 私立 日本大学　文理学部　生命科学科

20 中国 Ｚ・Ｑ 私立 日本経済大学　経営学部　経営学科

21 中国 Ｇ・ＸＹ 私立 日本経済大学　経営学部　経営学科

22 中国 H・ＨＬ 私立 東京福祉大学　学部研究生（経営福祉専攻）

23 中国 Ｚ・ＹＨ 私立 慶應義塾大学　法学部

24 中国 H・ＹＭ 私立 早稲田大学　文化構想学部

25 中国 Ｓ・ＨＱ 私立 日本経済大学　経営学部　経営学科

26 中国 Ｃ・ＹＨ 私立 秀明大学　総合経営学部

27 中国 Ｘ・Ｙ 私立 二松学舎大学　国際政治経済学部　国際政治経済学科

28 中国 Ｌ・ＦＦ 私立 神奈川大学　経済学部　経済学科

29 中国 Ｃ・ＭＭ 私立 第一工業大学　工学部

短大 30 中国 Ｗ・ＳＷ 私立 山野美容芸術短期大学　美容総合学科

2016年4月進学・進路実績　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　育秀国際語学院
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31 中国 Ｚ・Ｌ 私立 グレッグ外語専門学校　国際ビジネス学科

32 中国 Ｚ・ＸＭ 私立 国際デュアルビジネス専門学校　国際観光学科

33 中国 Ｄ・ＸＬ 私立 早稲田文理専門学校　日中英通訳・ガイド学科

34 中国 Ｈ・ＴＪ 私立 早稲田文理専門学校　クリエイティブビジネス経営学科

35 中国 Ｈ・ＷＨ 私立 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

36 中国 Ｙ・Ｔ 私立 東京マルチメディア専門学校　情報処理科

37 中国 Ｚ・ＺＫ 私立 日本医療ビジネス大学校　国際情報ビジネス科

38 中国 Ｘ・ＸＰ 私立 日本ウェルネススポーツ専門学校　日本文化・ビジネス専修課程

39 中国 Ｗ・ＣＲ 私立 日本ウェルネススポーツ専門学校　日本文化・ビジネス専修課程

40 モンゴル Ｅ・Ｅ 私立 グレッグ外語専門学校　国際ビジネス学科

41 中国 Ｌ・ＳＨ 私立 中央工学校　国際コミュニケーション科

42 中国 Ｚ・ＬＪ 私立 東京福祉保育専門学校　国際ビジネス学科

43 中国 Ｚ・ＭＱ 私立 ウェルネススポーツ専門学校　日本文化・ビジネス専修課程

44 中国 Ｚ・ＫＸ 私立 日本ウェルネススポーツ専門学校　日本文化・ビジネス専修課程

45 中国 Ｗ・ＷＣ 私立 日本医療ビジネス大学校　国際情報ビジネス科

46 中国 Ｃ・Ｊ 私立 浦和専門学校　情報ビジネス科

47 中国 Ｌ・ＧＯ 私立 日本ウェルネススポーツ専門学校　日本文化・ビジネス専修課程

48 中国 Ｌ・ＺＲ 私立 東京福祉保育専門学校　経営福祉学科

49 モンゴル Ｅ・Ａ 私立 千葉モードビジネス専門学校　国際ビジネス科

50 モンゴル Ａ・Ｂ 私立 読売理工医療福祉専門学校　建築学科

51 モンゴル Ｋ・Ｔ・Ａ 私立 国際トラベル・ホテル・ブライダル専門学校　観光学科

52 インド Ａ・Ｋ・Ｂ 私立 浦和専門学校　情報IT科

53 中国 Ｃ・ＺＱ 私立 専門学校アートカレッジ神戸　国際コミュニケーション学科

54 中国 Ｚ・Ｊ 私立 専門学校アートカレッジ神戸　国際コミュニケーション学科

55 中国 Ｗ・ＣＢ 私立 専門学校デジタルアーツ東京　国際貿易学科

56 中国 Ｌ・ＪＪ 私立 米山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

57 中国 Ｌ・ＸＢ 私立 東京福祉保育専門学校　国際ビジネス学科

58 中国 Ｌ・Ｙ 私立 東京福祉保育専門学校　国際ビジネス学科
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59 中国 Ｃ・Ｘ 私立 東京福祉保育専門学校　国際ビジネス学科

60 中国 Ｌ・ＸＬ 私立 日本医療ビジネス大学校　国際情報ビジネス科

61 中国 Ｃ・ＳＷ 私立 東京福祉保育専門学校　国際ビジネス学科

62 中国 Ｃ・Ｌ 私立 日本デザイナー学院　デザイン専門課程Ⅰ部イラストレーション科

63 中国 Ｚ・ＨＱ 私立 日本健康医療専門学校　ライフケア学科

64 中国 Ｘ・ＺＣ 私立 中央工学校　国際コミュニケーション

65 韓国 Ｇ・ＳＣ 私立 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

66 中国 Ｇ・ＷＫ 私立 日本健康医療専門学校　ライフケア学科
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