
 

進学先の⼀例（2019〜2022） ⽇本の⼤学院⼤学専⾨学校では、多種多様な学科で勉強できます。 
 

・⼤学院 
東京⼤学⼤学院 ⼤気海洋研究所  

神⼾⼤学⼤学院 法学研究科 研究者養成プログラム 
上智⼤学 博⼠前期課程グローバル・スタディーズ研究科 グローバル社会専攻  地 域⽴脚型グローバル社会研究コース 

⽴命館⼤学⼤学院 

経営研究科 企業経営専攻 
法学研究科 法学専攻 法政リサーチ・コース 
⾔語教育情報研究科 ⾔語教育情報専攻 
情報理⼯研究科 情報理⼯学専攻 

同志社⼤学⼤学院 ⽂化情報学研究科 ⽂化情報学専攻 

関⻄学院⼤学⼤学院 
社会学研究科 社会学専攻 
理⼯学部研究科 先進エネルギーナノ⼯学専攻 

関⻄学院⼤学専⾨職⼤学院 経営戦略研究科  

⼤阪市⽴⼤学⼤学院 
経済学研究科 現代経済専攻 
⽂学研究科 ⾔語⽂化学専攻 

近畿⼤学⼤学院 総合⽂化研究科 ⽂化・社会学専攻 
和歌⼭⼤学⼤学院 観光学研究科  

同志社⼥⼦⼤学⼤学院 国際社会システム研究科 国際社会システム専攻 
甲南⼤学⼤学院 フロンティアサイエンス研究科 ⽣命化学専攻 
⽇本⼤学⼤学院 商学研究科 商学専攻 

桃⼭学院⼤学⼤学院 

経済学研究科 応⽤経済学専攻 
経営学研究科 経営学専攻 
社会学研究科 応⽤社会学専攻 
⽂学研究科 ⾔語・⽂化専攻 

⼤⼿前⼤学⼤学院 ⽐較⽂化研究科  

京都情報⼤学院⼤学 応⽤情報技術研究科 ウェブビジネス技術専攻 

⿓⾕⼤学⼤学院 
社会学研究科 社会福祉学専攻 
社会学研究科 社会学専攻 

 
・⼤学 
豊橋技術科学⼤学 グローバル技術科学 アーキテクト養成コース 

同志社⼤学 
⽂学部 英⽂学科 
政策学部 政策学科 
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 

関⻄学院⼤学 

理⼯学部 環境・応⽤化学科 
理⼯学部 ⽣命科学科 
理⼯学部 ⼈間システム⼯学科 
⽣命環境学部 環境応⽤化学科 

⽴命館アジア太平洋⼤学 国際経営学部  

⽴命館⼤学 ⽂学部 ⼈⽂学科 ⾔語コミュニケーション学域 

関⻄⼤学 

環境都市⼯学部 エネルギー・環境⼯学科 
環境都市⼯学部 建築学科 
化学⽣命⼯学部 物質⼯学科 
システム理⼯学部 機械⼯学科 
経済学部 経済学科 
商学部 商学科 
⽂学部 総合⼈⽂学科 

芝浦⼯業⼤学 INNOVATIVE GLOBAL PROGRAM COLLEGE OF ENGINEERING  

⼤阪教育⼤学 
教育協働学科 教育⼼理科学 
教育協働学科 理数情報・数理情報専攻 

群⾺⼤学 理⼯学部  

兵庫県⽴⼤学 国際商経学部 経済学コース・経営学コース 
同志社⼥⼦⼤学 ⽣活科学部 ⾷物栄養科学科 ⾷物科学専攻 

甲南⼤学 
理⼯学部 機能分⼦化学科 
知能情報学部 知能情報学科 

京都産業⼤学 

⽣命科学部 先端⽣命科学科 
国際関係学部 国際関係学科 
経済学部 経済学科 
経営学部 マネジメント学科 
情報理⼯学部 情報理⼯学科 
現代社会学部 現代社会学科 

⼤阪経済⼤学 ⼈間科学部 ⼈間科学科 

追⼿⾨学院⼤学 
経済学部 経済学科 
国際教養学部 国際⽇本学科 
国際学科 グローバルスタティーズ専攻 

⿓⾕⼤学 

社会学部 社会学科 
社会学部 現代福祉学科 
政策学部 政策学科 
先端理⼯学部 知能情報メディア課程 
経済学部  

神奈川⼤学 
⼯学部 機械⼯学科 
経済学部 経済学科 現代経済専攻 



摂南⼤学 

経営学部 経営情報学科 
経営学部 経営学科 
理⼯学部 ⽣命科学 
理⼯学部 建築学科 
理⼯学部 電気電⼦⼯学科 
理⼯学部 都市環境⼯学科 

⼤阪⼯業⼤学 

⼯学部 環境⼯学科 
⼯学部 ⽣命⼯学科 
⼯学部 機械⼯学科 
⼯学部 応⽤化学科 
⼯学部 電⼦情報システム⼯学科 
⼯学部 電気電⼦システム⼯学科 
情報科学部 情報知能学科 
情報科学部 情報システム学科 
情報科学部 データサイエンス学科 
ロボティクス＆デザイン⼯学部 ロボット⼯学科 
ロボティクス＆デザイン⼯学部 システムデザイン⼯学科 

デジタルハリウッド⼤学 デジタルコミュニケーション学部 デジタルコンテンツ学科 

東海⼤学 

⼯学部 航空宇宙学科 航空宇宙学専攻 
⼯学部 電気電⼦⼯学科 
⼯学部 機械⼯学科 
情報理⼯学部 コンピュータ応⽤⼯学科 

帝京⼤学 経済学部 経営学科 

⼤阪経済法科⼤学 
経済学部 経済学科 
経営学部 経営学科 
国際学部 国際学科 

松⼭⼤学 ⼈⽂学部 社会学科 

桃⼭学院⼤学 

経済学部 経済学科 
経営学部 経営学科 
社会学部 社会福祉学科 
国際教養学部 英語・国際⽂化学科 

⼤阪学院⼤学 

情報学部 情報科学 
経済学部 経済学科 
経営学部 経営学科 
商学部 商学科 

帝塚⼭⼤学 経済経営学部 経済経営学科 
崇城⼤学 ⼯学部 宇宙航空システム⼯学科  宇 宙航空システム専攻 

⼤阪産業⼤学 

国際学部 国際学科 
経営学部 経営学科 
経営学部 商学科 
経済学部  
⼯学部 電⼦情報通信⼯学科 

⼤⼿前⼤学 現代社会学部  

⼤阪商業⼤学 経営学科  

阪南⼤学 国際観光学部 国際観光学科 
宝塚医療⼤学 介護福祉別科  

⼤阪芸術⼤学短期⼤学部 デザイン美術学科  

福井⼯業⼤学 
⼯学部 原⼦⼒技術応⽤⼯学科 
⼯学部 電気電⼦⼯学科 
環境情報学部 デザイン学科 

明海⼤学 ホスピタリティ・ツーリズム学部 ホスピタリティ・ツーリズム学科 

流通科学⼤学 

商学部 経営学科 
商学部 マーケティング学科 
経済学部 経済情報学科 
経済学部 経済学科 
⼈間社会学部 ⼈間社会学科 
⼈間社会学部 観光学科 

京都芸術⼤学 芸術学部 空間演出デザイン学科 
⽂化学園⼤学 造形学部 建築・インテリア学科 
⻑浜バイオ⼤学 バイオサイエンス学部 フロンティアバイオサイエンス学科 
東京⼯芸⼤学 芸術学部 アニメーション学科 
⼤阪観光⼤学 観光学部 観光学科 

東京国際⼤学 
English Track Undergraduate Degree Program International Relations Major 
English Track Undergraduate Degree Program Business Economics Major 

神⼾芸術⼯科⼤学 芸術⼯学部 環境デザイン学科 
神⼾学院⼤学 栄養学部 栄養学科 管理栄養学専攻 

京都先端科学⼤学 
バイオ環境学部 ⾷農学科 
バイオ環境学部 バイオサイエンス学科 

太成学院⼤学 
経営学部 現代ビジネス学科 
⼈間学部 ⼼理カウンセリング学科 

⽻⾐国際⼤学 

現代社会学部 現代社会学科 観光コース 
現代社会学部 現代社会学科 経済・経営コース 
現代社会学部 放送・メディア映像学科  情 報システムコース 
現代社会学部 放送・メディア映像学科  映 像コンテンツコース 
⼈間⽣活学部 ⼈間⽣活学科  住 空間デザインコース 

京都ノートルダム⼥⼦⼤学 国際⾔語⽂化学部 国際⽇本⽂化学科 



京都光華⼥⼦⼤学 キャリア形成学部 キャリア形成学科 

京都精華⼤学 

デザイン学部 プロダクトデザイン学科  フ ァッションコース 
デザイン学部 プロダクトデザイン学科  プ ロダクトコミュニケーションコース 
デザイン学部 建築学科 建築コース 
芸術学部 造形学科 

神⼾医療福祉⼤学 社会福祉学部 経営福祉ビジネス学科 

⼤和⼤学 
社会学部 社会学科 
理⼯学部 理⼯学科 電気電⼦⼯学科専攻 

⼤阪経済⼤学 ⼈間科学部 ⼈間科学科 

⼤阪樟蔭⼥⼦⼤学 
健康栄養学科 ⾷物栄養専攻 
国際英語学科  

関⻄国際⼤学 
社会学部  

国際コミュニケーション学部  

 
・専⾨学校 

⼤阪総合デザイン専⾨学校 

デザイン専⾨課程 クリエイティブ学科  デ ジタルクリエイティブコース 
デザイン専⾨課程 クリエイティブ学科 ゲームコース 
デザイン専⾨課程 クリエイティブ学科  コ ミ ッ ク ア ー ト コース 
デザイン専⾨課程 クリエイティブ学科  フ ィギュア造形コース 
デザイン専⾨課程 デザイン学科  コ ミュニケーションデザインコース 
デザイン専⾨課程 デザイン学科  イ ンテリアデザインコース 
デザイン専⾨課程 漫画・アニメーション学科 漫画コース 
デザイン専⾨課程 漫画・アニメーション学科 アニメーションコース 

辻調理師専⾨学校 

⽇本料理本科  

調理技術マネジメント学科  

⽇本料理クリエイティブ経営学科  

調理師本科  

辻製菓専⾨学校 製菓衛⽣師本科  

 製菓技術マネジメント学科  

修成建設専⾨学校 
⼯業専⾨課程 建築学科 
⼯業専⾨課程 建設学科 
⼯業専⾨課程 空間デザイン学科 

⾏岡医学技術専⾨学校 ⻭科衛⽣科  

ECCコンピュータ専⾨学校 

⾼度情報処理研究学科 IT開発エキスパートコース 
⾼度情報処理研究学科 ゲーム開発エキスパートコース  ゲ ームプログラム専攻 
マルチメディア研究学科 CGデザインコース   3DCG専攻 
マルチメディア研究学科 CGデザインコース ゲームキャラクター専攻 
マルチメディア研究学科 IT開発研究コース 
マルチメディア研究学科 Ｗebデザインコース 
マルチメディア研究学科 ゲームプログラム開発コース 
マルチメディア研究学科 システムエンジニアコース  シ ステムエンジニア専攻 
マルチメディア研究学科 システムエンジニアコース  国 際エンジニア専攻 

ECC国際外語専⾨学校 

国際ビジネス学科 国際ビジネスコース  ⽇ 本観光ビジネス専攻 
国際ビジネス学科 国際ビジネスコース  Business&Management専攻 
国際ビジネス学科 国際ビジネスコース  ⽇ 本ビジネス専攻 
国際ビジネス学科 国際ビジネスコース 国際貿易専攻 
国際コミュニケーション学科 ⼤学院進学コース 

HAL⼤阪 

デジタル専⾨課程 CGデザイン学科 
デジタル専⾨課程 ゲーム4年制学科 ゲーム制作コース 
デジタル専⾨課程 ゲーム4年制学科 ゲームデザインコース 
アニメ・イラスト学科  

IT学部⾼度情報学科  

⽇産京都⾃動⾞⼤学校 
⾃動⾞整備科  

⼀級⾃動⾞⼯学科  

ホンダテクニカルカレッジ関⻄ ⼯業専⾨課程 ⾃動⾞整備科 
専⾨学校ヒコ・みづのジュエリーカレッジ⼤阪 ジュエリープロダクトコース  

京都コンピュータ学院 
ネットワーク学科  

メディア情報学科  

⼤阪ビジネスカレッジ専⾨学校 
総合ビジネス学科 貿易・経営ビジネス専攻 
総合ビジネス学科 グローバルビジネス専攻 

⼤阪観光専⾨学校 観光ビジネス学科 観光ビジネス専攻 

⼤阪観光ビジネス学院 
外国語学科 ⽇中・⽇越通訳翻訳コース 
観光ビジネス学科 観光ホスピタリティコース 

CAD製図専⾨学校 CADデザイン科  

ビジュアルアーツ専⾨学校 放送・映画学科 動画クリエイター専攻  VFX・3DCG 
愛甲農業科学専⾨学校 システム栽培学科  

国際観光専⾨学校名古屋校 ホテル・ブライダル学科  

⼤原医療福祉製菓専⾨学校梅⽥校 教育社会福祉専⾨課程 介護福祉学科 介護福祉⼠コース 
⼤阪アニメ・声優＆eスポーツ専⾨学校 クリエーティブデザイン科 アニメーション制作コース 
⼤阪電⼦専⾨学校 昼間部⼯業専⾨課程 情報エンジニア科 
⼤阪動植物海洋専⾨学校 ⽔⽣⽣物学科 ⽔産増殖コース 
中村調理製菓専⾨学校 調理師科１年コース  

東京アニメーションカレッジ専⾨学校 総合学科 総合コミックコース 
東京国際ビジネスカレッジ神⼾校 ⽂化教養専⾨課程 国際コミュニケーション学科  キ ャリアデザイン⽇本語コース 
柏⽊実業専⾨学校 情報ビジネス科  



放送芸術学院専⾨学校 
メディアクリエイト科 TV番組制作コース 
メディアクリエイト科 テレビ舞台美術コース 

OCA⼤阪デザイン＆ITテクノロジー専⾨学校 ゲーム・CGクリエーター専科 E-SPORTS プロゲーマー専攻 
⼤阪スクールオブミュージック専⾨学校 プロミュージシャン科 ヴォーカルプロフェッショナルコース 
トヨタ神⼾⾃動⾞⼤学校 ⾃動⾞整備科  

⼤阪ホテル専⾨学校 昼間部ホテル学科 ホテル科 
⼤阪外語専⾨学校 総合英語科  

⼤阪美術専⾨学校 コミック・アート学科 アニメコース 
⽇本コンピュータ専⾨学校 デジタルクリエイター科 3DCGゲームデザインコース 
⽇本モータースポーツ専⾨学校⼤阪校 モーター総合学科  

⽇本⼯科⼤学校 国際⾃動⾞⼯学科 2級整備コース 
北⼤阪福祉専⾨学校 福祉専⾨課程 介護福祉学科 
⼤阪調理製菓専⾨学校 調理師科  
上⽥安⼦服飾専⾨学校 ファッション専⾨課程 ファッションクリエイターコース 
関東⼯業⾃動⾞⼤学校 国際サービスエンジニア科  
⼤阪⽂化服装学院 ファッション・クリエイター学科  

 
・就職 
Baseconnect 株式会社 株式会社 サンシステム 株式会社ワンストップ・イノベーションHR 
FALCOM株式会社 株式会社 ホリスティック ⿊⽊⻭科医院 
GYOSEI INTERNATIONAL SCHOOL 株式会社 ミックウェア 社会福祉法⼈ 茶の花福祉会 
Jardin Francais 株式会社  ワ ールドストアパートナーズ 情報セキュリティ株式会社 
てくのハウス株式会社 株式会社 宏順 村上精機株式会社 
ニプロ株式会社 株式会社 ⽔登社 柳⽣設備 株式会社 
ブルーコンシャス株式会社 株式会社 泰邦 悠和テック 
ライブテック株式会社 株式会社 ⼤和産業開発 株式会社エスディーメディカル 
株式会社 CHAMPION CORPORATION 株式会社 東横イン 株式会社モントルー 
株式会社 アグリノベーション 株式会社 汎建製作所 株式会社  グ ッド・サンホールディングス 
株式会社  ア ジアンレジャーサービス 株式会社CHAMPION CORPORATION 株式会社 エミー 
株式会社 コマイ プレイネクストラボ株式会社 RIMOWA JAPAN株式会社 
医療法⼈さわらび会   

 
 


