
2017年度（2017年9月、2018年3月）卒業生　進学先一覧 2018/7/13

№ 種別
課程

学校名称 学部/学科 学科/専攻 № 学校名称 学科/専攻/コース

1 院（博後） 岡山大学 自然科学研究科 38 文化服装学院 ﾌｧｯｼｮﾝｸﾞｯｽﾞ基礎科
2 院（修士） 東京大学 新領域創成科学研究科 複雑理工学専攻 39 文化服装学院 ファッション工科基礎科
3 院（修士） 東京大学 公共政策学教育部 経済政策コース 40 文化服装学院 ファッション工科基礎科
4 院（修士） 埼玉大学  理工学研究科 機械科学系 41 文化服装学院 ファッション工科基礎科
5 院（修士） 首都大学東京 人文科学研究科 42 文化服装学院 ファッション高度専門士科
6 院（修士） 九州大学 医療系学府医療経営・管理学 43 文化服装学院 服飾研究科
7 院（修士） 名古屋大学 工学研究科　 宇宙工学専攻 44 文化服装学院 服飾研究科
8 院（修士） 早稲田大学 商学研究科 45 エスモードジャポン東京校 ファッションクリエイティブ学部総合学科
9 院（修士） 上智大学 文化研究科 文化交渉学専攻 46 東京コミュニケーションアート専門学校 クリエイティブデザイン学科コミックイラスト専攻

10 院（修士） 関西大学 外国語教育学研究科 47 東京ネットウエイブ ゲーム総合学科
11 院（修士） 順天堂大学 医学研究科 医学科専攻 48 服部栄養専門学校 調理ハイテクニカル経営学科
12 院（修士） 城西国際大学 国際アドミニストレーション研究科 国際アドミニストレーション専攻 49 服部栄養専門学校 調理ハイテクニカル経営学科
13 院（修士） 多摩美術大学 絵画専攻 版画 50 HAL東京 CG学科
14 院（修士） 東洋大学 社会学研究科 社会学専攻 51 HAL東京 ゲーム科
15 院（修士） 日本大学 芸術学研究科 映像芸術専攻 52 HAL東京 ゲーム学科
16 院（修士） 文化ファッション大学院大学 ファッションビジネス研究科 ファッションマネジメント専攻 53 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

17 院（修士） 立正大学 経営学研究科 経営学専攻 54 NIPPONおもてなし専門学校 おもてなし学科
18 院（修士） 立命館大学 スポーツ健康科学研究科 スポーツ健康科学専攻 55 東京コミュニケーションアート専門学校 クリエーティブデザイン学科マンガ専攻
19 院（研究） 東京大学 理化学研究科 化学専攻 56 エスモードジャポン ファッションクリエイティブ学部総合学科
20 院（研究） 長崎県立大学 国際社会学部国際社会学科 57 グレッグ外語専門学校新宿校 外国語学科
21 院（研究） 東北大学 農学部 58 グレッグ外語専門学校新宿校 国際ビジネス学科
22 院（研究） 北海道大学 水産化学研究院 59 プレスぺラ学院ビジネス専門学校 国際ビジネス科
23 院（研究） 東京藝術大学 美術研究科　 60 プロスペラ学院ビジネス専門学校 国際ビジネス科
24 院（研究） ハリウッド大学院大学 ビューティビジネス研究科 ビューティビジネス専攻 61 プロスペラ学院ビジネス専門学校 国際ビジネス科
25 院（研究） ハリウッド大学院大学 ビューティビジネス研究科 ビューティビジネス専攻 62 ホスピタリティツーリズム専門学校 ホスピタリティサービス学科ホテル科
26 院（研究） 愛国学園大学 人間文化学部・人間文化学科 63 ホスピタリティツーリズム専門学校 エアライン学科・キャビンアテンダント科
27 院（科目） 京都工芸繊維大学 工芸科学部 64 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
28 院（科目） 京都工芸繊維大学 工芸科学部 65 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
29 院（科目） 早稲田大学 商学部 66 浦和専門学校 情報ビジネス科
30 院（科目） 早稲田大学 創造理工学研究科 総合機械工学専攻 67 王子経理専門学校 情報処理学科商業実務専門課程
31 院（科目） 早稲田大学 創造理工学研究科 68 王子経理専門学校 情報処理学科商業実務専門課程
32 院（科目） 早稲田大学 経済学研究科 69 音響芸術専門学校 録音・ＰＡ技術科
33 院（科目） 武蔵大学 経営学部 70 日本外国語専門専門学校 日韓通訳翻訳科

71 鯉淵学園農業栄養専門学校 アグリビジネス科園芸・組合コース

72 国際デュアルビジネス専門学校 国際観光学科
34 大学 東京大学 教養学部 73 札幌スイーツ＆カフェ専門学校 スイーツパティシェ科
35 大学 一橋大学 法学部 74 秀林外語専門学校 日越通訳・翻訳コース
36 大学 名古屋大学 工学部 75 渋谷外国語専門学校 国際ビジネス
37 大学 埼玉工業大学 工学部 76 駿台外語＆ビジネス専門学校 国際語学学科
38 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 77 駿台電子情報＆ビジネス専門学校 ITエキスパート科
39 大学 横浜美術大学 美術学部　 美術・デザイン学科 78 新潟工科専門学校 建築士学科
40 大学 関東学園大学 経済学部 経営学科 79 赤堀製菓専門学校 カフェビジネス科
41 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 80 赤堀製菓専門学校 ｶﾌｪﾋﾞｼﾞﾈｽ科
42 大学 近畿大学 国際学部 国際学科グローバル専攻 81 赤堀製菓専門学校 カフェビジネス科
43 大学 慶應義塾大学 法学部 政治学科 82 赤堀製菓専門学校 スイーツ専科
44 大学 国士館大学 21世紀アジア学部 21世紀アジア学科 83 専修学校中央ゼミナール 大学院入試留学生コース
45 大学 四日市大学 総合政策学部 総合政策学科 84 専門学校東京アナウンス学院 ダンスパフォーマンス科
46 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 85 専門学校桑沢デザイン研究所 総合デザイン科
47 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 86 専門学校ESPエンタテインメント東京 音楽アーティスト科
48 大学 尚美学園大学 芸術情報学部 舞台表現学科 87 専門学校ESPエンタテイメント 楽器技術科
49 大学 尚美学園大学 総合政策学部 総合政策学科 88 HAL東京 ゲームデザイン学科
50 大学 聖学院大学 欧米文化学科 89 専門学校ICSカレッジオプアーツ インテリアアーキテクチャ＆デザイン科
51 大学 西武文理大学 サービス経営学部 学科は２年次進級時選択 90 専門学校ICSｶﾚｯｼﾞｵﾌﾞｱｰﾂ ｲﾝﾃﾘｱｱｰｷﾃｸﾁｭｱ&ﾃﾞｻﾞｲﾝ科
52 大学 拓殖大学 工学部 機械システム工学科 91 専門学校ICSカレッジオブアーツ インテリアアーキテクチュア＆デザイン科
53 大学 中央大学 法学部 法律学科 92 専門学校デジタルアーツ東京 国際情報ビジネス学科
54 大学 帝京大学 経済学部 経営学科 93 専門学校ヒコ・みづのジュエリーカレッジ シューメーカー科シューメーカーコース
55 大学 帝京大学 理工学部　 機械・精密システム工学科 94 専門学校ヒコ・みづのジュエリーカレッジ ジュエリーデザイン科ウォッチメーカーマスターコース

56 大学 東洋大学 経営学部・マーケティング学科 マーケティング学科 95 専門学校ヒコ・みづのジュエリーカレッジ ジュエリーデザイン科ウォッチメーカーマスターコース

57 大学 東洋大学 経営学部 経営学科 96 専門学校ビジネスカレッジ神戸校　 トップレベル大学進学コース　
58 大学 東洋大学 経済学部 国際経済学科 97 専門学校ビジュアルアーツ 音響・コンサート科テクニカル専攻PAレコーディングコース

59 大学 東洋大学 総合情報学部 総合情報学科 98 専門学校早稲田国際ﾋﾞｼﾞﾈｽｶﾚｯｼﾞ 国際教養学科キャリアデザインコース
60 大学 日本経済大学 経営学部 経営学科 99 専門学校早稲田国際ﾋﾞｼﾞﾈｽｶﾚｯｼﾞ
61 大学 日本経済大学 経営学部 経営学科 100 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
62 大学 日本大学 文理学部 教育学科 101 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
63 大学 法政大学 経済学部 現代ビジネス学科 102 専門学校早稲田国際ビジネスカレッジ 国際教養学科
64 大学 北京語言大学東京校 中国語学科 103 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
65 大学 明海大学 経済学部　 経済学科 104 専門学校東京デザイナー学院 グラフィックデザイン科
66 大学 明海大学 不動産学部　 不動産学科 105 専門学校東京デザイナー学院 グラフィックデザイン科雑誌編集デザイン専攻
67 大学 立教大学 文学部 文学科日本文学専修 106 専門学校東京スクールオブビジネス 経営学科ビジネスマネジメント専攻
68 大学 流通経済大学 社会学部 国際観光学科 107 専門学校東京ビジネス外語カレッジ グローバルビジネス学科グローバルビジネスコース

69 大学 ものつくり大学 技能工芸学部　 建設学科 108 専門学校東京ビジネス外語カレッジ グローバルビジネス学科グローバルビジネスコース

70 大学 武蔵野美術大学 造形学部 芸術文化学科 109 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キャリアコース

71 大学（その他） 愛国学園大学 人間文化学部 人間文化学科(研究生) 110 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キャリアコース

72 大学（その他） 東京福祉大学 社会福祉学部 経営福祉専攻(研究生) 111 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大学進学コース
73 大学（その他） 東京福祉大学 社会福祉学部 経営福祉専攻(研究生) 112 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

74 大学（その他） 東京福祉大学 社会福祉学部 経営福祉専攻(研究生) 113 専門学校東京経理綜合学院 メディア・情報・経理本科
75 大学（その他） 東京福祉大学 社会福祉学部 経営福祉専攻(研究生) 114 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
76 大学（編入） 多摩美術大学 美術学部 芸術学科 115 専門学校東京工科自動車大学校 自動車整備科

77 大学(その他) 首都大学東京 システムデザイン学部 インダストリアルアートコース 116 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

117 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

118 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
78 短大 城西短期大学 ビジネス総合学科 119 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

120 専門学校日本ｽｸｰﾙｵﾌﾞﾋﾞｼﾞﾈｽ ﾋﾞｼﾞﾈｽ総合学科国際教養ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｺｰｽ

121 大原情報ﾋﾞｼﾞﾈｽ専門学校 OAﾋﾞｼﾞﾈｽ学科ｵﾌｨｽﾋﾞｼﾞﾈｽ科

1 専門 ハリウッド美容専門学校 トータルビューティー科 美容日本語コース 122 大原簿記学校 経理本科経営企画・マーケティングコース
2 専門 東京観光専門学校 エアラインサービス学科 グランドスタッフコース 123 大原簿記学校 経理本科経理ビジネスコース

3 専門 東京観光専門学校 ホテル学科 ホテル専攻 124 大阪YMCA国際専門学校 進学日本語学科
4 専門 東京観光専門学校 ホテル学科 ホテル専攻 125 大阪ﾓｰﾄﾞ学園 ﾌｧｯｼｮﾝﾃﾞｻﾞｲﾝ学科
5 専門 東京観光専門学校 ホテル学科 バーテンダー専攻 126 中央情報専門学校 ICTマネジメント学科
6 専門 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 127 中央情報専門学校 ICTマネジメント学科
7 専門 東京商科・法科学院専門学校 国際経営ビジネス学科 128 中央情報専門学校 IT・Web学科
8 専門 東京心理音楽療法福祉専門学校 環境福祉ビジネスIT学科 129 中央情報専門学校 IT・Web学科
9 専門 東京製菓学校 洋菓子本科 130 中央情報専門学校 ビジネスデザイン学科

10 専門 東京製菓学校 洋菓子本科 131 中央情報専門学校 ビジネスデザイン学科
11 専門 東京製菓学校 洋菓子本科 132 中央情報専門学校 ビジネスデザイン学科
12 専門 東京製菓学校 洋菓子本科 133 中央情報専門学校 ビジネスデザイン学科
13 専門 東京製菓学校 洋菓子本科 134 東京･iｽﾏｰﾄﾋﾞｼﾞﾈｽ専門学校 ビジネスコミュニケーション学科
14 専門 東京製菓学校 洋菓子本科 135 東京IT会計専門学校 会計学科会計ビジネスコース
15 専門 東京製菓学校 洋菓子本科 136 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
16 専門 東京日建工科専門学校 建築CADビジネス科 137 東京アニメ声優専門学校 パフォーミングアーツ科声優＆ボーカル専攻
17 専門 東洋美術学校 インダストリアルデザイン科 インダストリアルデザインコース 138 東京ｱﾆﾒｰｼｮﾝｶﾚｯｼﾞ専門学校 総合学科アニメプロデュースコース
18 専門 東放学園映画専門学校 ｱﾆﾒｰｼｮﾝ映像科 139 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ーテイメント学科CG＆映像クリエーター専攻

19 専門 東放学園映画専門学校 映画制作科 140 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コンサート企画制作
20 専門 東放学園映画専門学校 映画制作科 141 東京スクールオブミュージック専門学校渋谷 音楽テクノロジー科音楽プロデュースコース
21 専門 東放学園専門学校 ﾃﾚﾋﾞ美術科 142 東京ｽｸｰﾙｵﾌﾞﾐｭｰｼﾞｯｸ&ﾀﾞﾝｽ専門学校 音楽ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ科作曲&ｱﾚﾝｼﾞｬｰﾃﾞﾋﾞｭｰｺｰｽ
22 専門 日本菓子専門学校 製菓技術学科 143 東京ダンス＆アクターズ専門学校 ダンス＆アクターズ科俳優コース
23 専門 日本菓子専門学校 製菓技術学科 144 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

24 専門 日本菓子専門学校 製菓技術学科 145 東京デザイナー学院 ファッションデザイン学科ファッションデザイン専攻

25 専門 日本外国語専門学校 日本語ﾋﾞｼﾞﾈｽ科 146 東京ﾃﾞｻﾞｲﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰｾﾝﾀｰ専門学校 ＩＴ・デザイン科コミックイラスト専攻
26 専門 日本外国語専門学校 日中通訳翻訳科 147 東京ﾃﾞｻﾞｲﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰｾﾝﾀｰ専門学校 スーパーＩＴ科スーパーゲームクリエイター
27 専門 日本外国語専門学校 日本語ビジネス科 148 東京デザイン専門学校 アニメーション科
28 専門 日本危機管理専門学校 昼間部専門課程 国際交流学科 149 東京デザイン専門学校 イラストレーション科
29 専門 日本健康医療専門学校 ライフデザイン学科 名門PM大学進学コース 150 東京デザイン専門学校 グラフィックデザイン科
30 専門 日本工学院専門学校 演劇スタッフ科 151 東京デザイン専門学校 グラフィックデザイン科
31 専門 日本工学院八王子専門学校 CG映像科 152 東京マルチメディア専門学校 情報ビジネス科
32 専門 日本電子専門学校 アニメーション科 153 東京モード学園 ファッションデザイン学科
33 専門 日本電子専門学校 ｹｰﾀｲ･ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ科 154 東京モード学園 ファッションデザイン学科　
34 専門 日本電子専門学校 ゲーム制作科 155 東京モード学園 ファッションビジネス学科
35 専門 日本電子専門学校 ゲーム製作科 156 東京モード学園 モード基礎学科
36 専門 日本電子専門学校 情報処理科 157 東京モード学園 モード基礎学科・ファッションデザイン学科
37 専門 服部栄養専門学校 調理ハイテクニカル経営学科 158 日本外国語専門学校 日韓通訳翻訳科

大学院 専門学校

専門学校

短期大学

４年制大学（学部）


