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№ 国籍・地域 種別 種別 学校名称 学部/学科 学科/専攻 № 国籍・地域 学校名称 学科/専攻 専攻/コース

1 中国 院（修士） 国 茨城大学大学院 理工学研究科 電気電子ｼｽﾃﾑ工学専攻 1 台湾 (専)ICSｶﾚｯｼﾞｵﾌﾞｱｰﾂ ｲﾝﾃﾘｱﾃﾞｺﾚｰｼｮﾝ科

2 中国 院（修士） 国 岩手大学大学院　 総合科学研究科 地域創生専攻地域産業ｺｰｽ 2 韓国 (専)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

3 中国 院（修士） 国 熊本大学大学院 自然科学教育部研究科 機械数理工学専攻 3 ﾍﾞﾄﾅﾑ (専)ﾃﾞｼﾞﾀﾙｱｰﾂ東京 国際情報ﾋﾞｼﾞﾈｽ学科

4 中国 院（修士） 国 神戸大学大学院 経営学研究科 4 ﾍﾞﾄﾅﾑ (専)ﾃﾞｼﾞﾀﾙｱｰﾂ東京 国際情報ﾋﾞｼﾞﾈｽ学科

5 中国 院（修士） 国 大阪大学大学院 法学研究科 法学･政治学専攻 総合法政ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 5 韓国 (専)ﾋｺ･みずのｼﾞｭｴﾘｰｶﾚｯｼﾞ 宝石専門課程 ｼﾞｭｴﾘｰｸﾘｴｰﾀｰｺｰｽ

6 台湾 院（修士） 国 名古屋大学大学院 人文学研究科 6 台湾 (専)ﾐｭｰｼﾞｼｬﾝｽﾞｲﾝｽﾃｨﾃｭｰﾄ東京 ﾐｭｰｼﾞｯｸｱｰﾃｨｽﾄ科 ｷﾞﾀｰｺｰｽ
7 中国 院（修士） 国 筑波大学大学院 理工情報生命学術院 ｼｽﾃﾑ情報工学研究群 7 台湾 (専)京都伝統工芸大学校 伝統工芸学科高度専門課程 工芸ｺｰｽ木彫刻専攻

8 中国 院（研究） 国 埼玉大学大学院 理工学研究科 8 ﾍﾞﾄﾅﾑ (専)東京ｽｸｰﾙ･ｵﾌﾞ･ﾋﾞｼﾞﾈｽ 経営学科 ﾋﾞｼﾞﾈｽﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ専攻

9 中国 院（研究） 国 東京藝術大学大学院 映像研究科 9 韓国 (専)東京ｽｸｰﾙ･ｵﾌﾞ･ﾋﾞｼﾞﾈｽ 経営学科ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾋﾞｼﾞﾈｽ専攻 国際ﾋﾞｼﾞﾈｽｷｬﾘｱｺｰｽ

10 中国 院（修士） 私 慶応義塾大学大学院 政策・メディア研究科 10 韓国 (専)東京ﾃｸﾆｶﾙｶﾚｯｼﾞ 情報処理科
11 中国 院（修士） 私 国学院大学大学院 文学研究科 文学専攻 11 韓国 (専)東京ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ学院 ｺﾐｯｸｲﾗｽﾄ学科
12 中国 院（修士） 私 城西国際大学大学院 福祉総合研究科　 社会福祉専攻 12 ﾍﾞﾄﾅﾑ (専)東京ﾋﾞｼﾞﾈｽ外語ｶﾚｯｼﾞ ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾋﾞｼﾞﾈｽ学科 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾋﾞｼﾞﾈｽｺｰｽ

13 中国 院（修士） 私 青山学院大学大学院 会計プロフェッション研究科 会計ﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾝ専攻 13 台湾 (専)東京ﾋﾞｼﾞﾈｽ外語ｶﾚｯｼﾞ 国際ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ学科 日中医療通訳ｺｰｽ

14 中国 院（修士） 私 青山学院大学大学院 経済学研究科 経済学専攻 14 韓国 (専)東京経理綜合学院 ﾒﾃﾞｨｱ･情報･経理本科 経理ｺｰｽ
15 台湾 院（修士） 私 早稲田大学大学院 創造理工学研究科 総合機械工学専攻 15 韓国 (専)東京工科自動車大学世田谷校 自動車整備科
16 中国 院（修士） 私 早稲田大学大学院 日本語教育研究科 16 ﾍﾞﾄﾅﾑ (専)東京国際ﾋﾞｼﾞﾈｽｶﾚｯｼﾞ 国際経営学科 国際貿易ｺｰｽ 2部
17 中国 院（修士） 私 拓殖大学大学院 経営学研究科 国際経済専攻 17 ﾍﾞﾄﾅﾑ (専)東京国際ﾋﾞｼﾞﾈｽｶﾚｯｼﾞ 国際経営学科 国際貿易ｺｰｽ 2部
18 台湾 院（修士） 私 拓殖大学大学院 言語教育研究科 日本語教育専攻 18 ﾍﾞﾄﾅﾑ (専)東京国際ﾋﾞｼﾞﾈｽｶﾚｯｼﾞ 国際経営学科 国際貿易ｺｰｽ2部
19 中国 院（修士） 私 東洋大学大学院 国際学研究科 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ学専攻 19 韓国 (専)東京国際ﾋﾞｼﾞﾈｽｶﾚｯｼﾞ 国際経営学科 国際貿易ｺｰｽ2部
20 中国 院（修士） 私 武蔵野大学大学院 教育学研究科 教育学専攻 20 ﾍﾞﾄﾅﾑ (専)東京国際ﾋﾞｼﾞﾈｽｶﾚｯｼﾞ 国際言語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ学科 日越ﾋﾞｼﾞﾈｽ通訳翻訳ｺｰｽ

21 中国 院（修士） 私 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 ﾌｧｯｼｮﾝｸﾘｴｲｼｮﾝ専攻 21 ﾍﾞﾄﾅﾑ ｴｰﾙ学園 国際ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ学科 ｻｰﾋﾞｽ･通訳ｺｰｽ
22 中国 院（修士） 私 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 ﾌｧｯｼｮﾝｸﾘｴｲｼｮﾝ専攻 22 中国 ﾌｧｯｼｮﾝﾋﾞｼﾞﾈｽｶﾚｯｼﾞ東京

23 中国 院（修士） 私 明治大学大学院 グローバル・ビジネス研究科 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾋﾞｼﾞﾈｽｺｰｽ 23 中国 ﾌｧｯｼｮﾝﾋﾞｼﾞﾈｽｶﾚｯｼﾞ東京 ﾌｧｯｼｮﾝｸﾘｴｰﾄｱｰﾄ科

24 中国 院（修士） 私 明治大学大学院 政治経済学研究科 経済学専攻 24 ﾍﾞﾄﾅﾑ 関東工業自動車大学校 国際ｻｰﾋﾞｽｴﾝｼﾞﾆｱ科

25 中国 院（修士） 私 立教大学大学院 法学研究科 法学政治学専攻 25 韓国 国際航空(専) 航空整備科
26 台湾 院（修士） 私 立正大学大学院 心理学研究科 対人･社会心理学専攻 26 ﾍﾞﾄﾅﾑ 駿台外語&ﾋﾞｼﾞﾈｽ(専) 国際語学学科 国際貿易ｺｰｽ 
27 中国 院（修士） 私 中部大学大学院 国際人間学研究科 国際関係学専攻 27 ﾍﾞﾄﾅﾑ 駿台外語&ﾋﾞｼﾞﾈｽ(専) 国際語学学科 日英ｺｰｽ 
28 中国 院（修士） 私 名古屋造形大学大学院 造形研究科 造形表現構想視覚伝達ﾃﾞｻﾞｲﾝ専攻 28 ﾍﾞﾄﾅﾑ 駿台外語&ﾋﾞｼﾞﾈｽ(専) 国際語学学科 国際貿易ｺｰｽ 
29 中国 院（修士） 私 関西大学大学院 総合情報学研究科 知識情報学専攻 29 ﾍﾞﾄﾅﾑ 駿台外語&ﾋﾞｼﾞﾈｽ(専) 国際語学学科 国際貿易ｺｰｽ
30 中国 院（修士） 私 京都芸術大学院大学 芸術研究科 芸術専攻 30 ﾍﾞﾄﾅﾑ 駿台電子情報&ﾋﾞｼﾞﾈｽ(専) ITｴｷｽﾊﾟｰﾄ科
31 中国 院（修士） 私 京都情報大学院大学 応用情報技術研究科 ｳｪﾌﾞﾋﾞｼﾞﾈｽ技術専攻 31 中国 専修学校中央ｾﾞﾐﾅｰﾙ 人文系進学総合学科

32 中国 院（修士） 私 京都情報大学院大学 応用情報技術研究科 ｳｪﾌﾞﾋﾞｼﾞﾈｽ技術専攻 32 ﾍﾞﾄﾅﾑ 早稲田文理(専) 営業ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ学科

33 中国 院（修士） 私 京都情報大学院大学 応用情報技術研究科 ｳｪﾌﾞﾋﾞｼﾞﾈｽ技術専攻 33 ﾍﾞﾄﾅﾑ 中央情報(専) ﾋﾞｼﾞﾈｽﾃﾞｻﾞｲﾝ学科

34 中国 院（修士） 私 京都情報大学院大学 応用情報技術研究科 ｳｪﾌﾞﾋﾞｼﾞﾈｽ技術専攻 34 台湾 中部楽器技術(専) 管楽器ﾘﾍﾟｱ科
35 中国 院（修士） 私 京都情報大学院大学 応用情報技術研究科 ｳｪﾌﾞﾋﾞｼﾞﾈｽ技術専攻 35 中(香) 辻製菓(専) 製菓技術ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ学科

36 中国 院（修士） 私 阪南大学大学院 企業情報研究科 36 韓国 辻調理師(専) 調理技術ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ学科

37 中国 院（修士） 私 同志社大学大学院 商学研究科 商学専攻 37 韓国 辻調理師(専) 調理技術ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ学科

38 中国 院（修士） 私 同志社大学大学院 文化情報学研究科 文化情報学専攻 38 ﾍﾞﾄﾅﾑ 東京ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾋﾞｼﾞﾈｽ(専) 国際ﾋﾞｼﾞﾈｽ科 国際ﾋﾞｼﾞﾈｽｺｰｽ
39 中国 院（修士） 私 立命館大学大学院 経営管理研究科 経営管理専攻 39 ﾍﾞﾄﾅﾑ 東京ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾋﾞｼﾞﾈｽ(専) 国際ﾋﾞｼﾞﾈｽ科 国際ﾋﾞｼﾞﾈｽｺｰｽ
40 中国 院（修士） 私 立命館大学大学院 国際関係研究科 国際関係学専攻 40 韓国 東京ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾋﾞｼﾞﾈｽ(専) 国際ﾋﾞｼﾞﾈｽ科 国際ﾋﾞｼﾞﾈｽｺｰｽ
41 台湾 院（科目） 私 早稲田大学大学院 社会科学研究科 41 韓国 東京すし和食調理(専) 調理文化専門課程 和食調理科
42 台湾 院（研究） 私 慶応義塾大学大学院 理工学研究科 42 韓国 東京ﾃﾞｻﾞｲﾝ(専) ｲﾝﾃﾘｱﾃﾞｻﾞｲﾝ科

43 中(香) 東京ﾃﾞｻﾞｲﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰｾﾝﾀｰ(専) IT･ﾃﾞｻﾞｲﾝ科 ｹﾞｰﾑ企画･ｼﾅﾘｵ

1 中国 大学 国 東北大学 教育学部 44 中(香) 東京ﾃﾞｻﾞｲﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰｾﾝﾀｰ(専) ｽｰﾊﾟｰIT科 ｽｰﾊﾟｰｹﾞｰﾑｸﾘｴｲﾀｰ

2 中国 大学 国 北海道大学 水産学部 45 台湾 東京ﾓｰﾄﾞ学園 綜合基礎学科 ﾒｲｸ･ﾈｲﾙ学科
3 中国 大学（研究） 国 茨城大学 人文社会科学部 46 韓国 東京観光(専) ﾎﾃﾙ学科 ﾎﾃﾙ専攻
4 中(香) 大学 私 学習院大学 文学部 史学科 47 ﾍﾞﾄﾅﾑ 東京商科･法科学院(専) 国際経営ﾋﾞｼﾞﾈｽ学科 国際経営ｺｰｽ
5 中国 大学 私 京都芸術大学 芸術学部 美術工芸学科 油画ｺｰｽ 48 韓国 東京製菓学校 洋菓子本科
6 中国 大学 私 京都芸術大学 芸術学部 美術工芸学科 写真･映像ｺｰｽ 49 韓国 東京製菓学校 洋菓子本科
7 中国 大学 私 京都精華大学 マンガ学部 ﾏﾝｶﾞ学科 新世代ﾏﾝｶﾞｺｰｽ 50 韓国 東京製菓学校 洋菓子本科
8 ﾍﾞﾄﾅﾑ 大学 私 恵泉大学 人間社会学部　 国際社会学科 51 中(香) 東放学園(専) 放送音響科
9 韓国 大学 私 高崎経済大学 地域政策学部 52 台湾 東放学園映画(専) ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ映像科
10 中国 大学 私 国際基督教大学 教養学部 ｱｰﾂ･ｻｲｴﾝｽ学科 53 中国 日本ﾌﾟﾘﾝﾃｨﾝｸﾞｱｶﾃﾞﾐｰ 専門課程ﾒﾃﾞｨｱ･ｺﾝﾃﾝﾂ学科

11 中(香) 大学 私 国士舘大学 経営学部 経営学科 54 中国 日本外国語(専) 大学･大学院進学科 応用日本語ｺｰｽ
12 中国 大学 私 国士舘大学 経営学部 経営学科 55 中(香) 日本外国語(専) 大学･大学院進学科 応用日本語ｺｰｽ
13 ﾍﾞﾄﾅﾑ 大学 私 秀明大学 観光ビジネス学部 56 ﾍﾞﾄﾅﾑ 日本外国語(専) 大学･大学院進学科 応用日本語ｺｰｽ
14 ﾍﾞﾄﾅﾑ 大学 私 城西国際大学 国際人文学部　 国際交流学科 57 ﾍﾞﾄﾅﾑ 日本健康医療(専) ﾗｲﾌﾃﾞｻﾞｲﾝ学科 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｷｬﾘｱｺｰｽ
15 ﾍﾞﾄﾅﾑ 大学 私 聖学院大学 政治経済学部 政治経済学科 58 台湾 日本工学院八王子(専) AIｼｽﾃﾑ科
16 ﾍﾞﾄﾅﾑ 大学 私 西武文理大学 サービス経営学部 59 中国 日本電子(専) AIｼｽﾃﾑ科
17 ﾍﾞﾄﾅﾑ 大学 私 西武文理大学 サービス経営学部 60 中国 日本電子(専) ｹﾞｰﾑ制作研究科
18 台湾 大学 私 青山学院大学 理工学部 経営ｼｽﾃﾑ工学科 61 中国 武蔵野学芸(専) 国際ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ学科

19 台湾 大学 私 専修大学 経済学部 現代経済学科 62 韓国 武蔵野調理師(専) 調理師科 
20 ﾍﾞﾄﾅﾑ 大学 私 足利大学 工学部 創生工学科機械分野 63 韓国 服部栄養(専) 調理ﾊｲﾃｸﾆｶﾙ経営学科 調理師本科昼間部二年制

21 台湾 大学 私 大東文化大学 外国語学部 日本語学科 64 台湾 文化外国語(専) 日本語通訳ﾋﾞｼﾞﾈｽ科

22 中国 大学 私 大東文化大学 外国語学部 日本語学科 65 韓国 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
23 ﾍﾞﾄﾅﾑ 大学 私 大東文化大学 外国語学部　 英語学科 66 韓国 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
24 ﾍﾞﾄﾅﾑ 大学 私 帝京大学 外国語学部 外国語学科 英語ｺｰｽ 67 台湾 文化服装学院 服装科
25 ﾍﾞﾄﾅﾑ 大学 私 帝京大学 外国語学部 外国語学科 英語ｺｰｽ

26 ﾍﾞﾄﾅﾑ 大学 私 帝京大学 経済学部 経営学科
27 ﾍﾞﾄﾅﾑ 大学 私 帝京大学 経済学部 経営学科
28 中(香) 大学 私 東京工科大学 メディア学部 ﾒﾃﾞｨｱ学科
29 中国 大学 私 東京工芸大学 芸術学部 ｱﾆﾒｰｼｮﾝ学科
30 台湾 大学 私 東洋大学 総合情報学部 総合情報学科
31 台湾 大学 私 日本映画大学 映画学部　 映画学科
32 中国 大学 私 日本大学 生産工学部 ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ工学科
33 中国 大学 私 日本大学 法学部 法律学科
34 中国 大学 私 福岡女子大学 国際文理学部 国際教養学科
35 中国 大学 私 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

36 中(香) 大学 私 法政大学 文学部 日本文学科
37 ﾍﾞﾄﾅﾑ 大学 私 北京語言大学東京校 中国語学科
38 中国 大学 私 立命館大学 理工学部 機械工学科
39 中国 大学 私 流通経済大学 流通情報学部 流通情報学科
40 中国 大学 私 和光大学 経済経営学部　 経営学科
41 中国 大学（研究） 私 東京工芸大学 芸術学部 映像学科
42 中国 大学（研究） 私 東京理科大学 工学部 情報工学科
43 中国 大学（研究） 私 日本大学 文理学部　

大学院（国公立→私立） 専門学校

大学学部（国公立→私立）


