
国立大学：44
北海道大学 獨協大学 デジタルハリウッド大学
室蘭工業大学 淑徳大学 中京大学
北見工業大学 フェリス女学院大学 南山大学
弘前大学 文教大学 福井工業大学
岩手大学 中央学院大学 同志社大学
秋田大学 東京工芸大学 立命館大学
山形大学 足利大学 龍谷大学
福島大学 洗足学園音楽大学 関西大学
茨城大学 明海大学 近畿大学
宇都宮大学 松本歯科大学 関西学院大学
群馬大学 関東学園大学 大阪産業大学
千葉大学 埼玉工業大学 大阪経済法科大学
横浜国立大学 新潟薬科大学 京都精華大学
山梨大学 国際大学 大阪観光大学
信州大学 駿河台大学 神戸医療福祉大学
新潟大学 神田外語大学
筑波大学 帝京平成大学 短期大学：3
お茶の水女子大学 聖学院大学 新潟工業短期大学
電気通信大学 愛国学園大学 埼玉女子短期大学
東京大学 西武文理大学 中日本自動車短期大学
東京学芸大学 尚美学園大学
東京工業大学 高崎健康福祉大学 高等専門学校：１
東京農工大学 共栄大学 国立高等専門学校機構
一橋大学 新潟医療福祉大学
東京海洋大学 千葉科学大学 専門学校：40
富山大学 事業創造大学院大学 宮城調理製菓専門学校
金沢大学 日本映画大学 東日本情報専門学校
静岡大学 新潟食料農業大学 群馬自動車大学校
名古屋大学 青山学院大学 千葉県自動車整備大学校
名古屋工業大学 亜細亜大学 新潟コンピュータ専門学校
豊橋技術科学大学 学習院大学 新潟医療福祉カレッジ
北陸先端科学技術大学院大学 工学院大学 国際こども・福祉カレッジ
滋賀大学 国際基督教大学 東京外語専門学校
京都大学 国士舘大学 東京工科自動車大学校
大阪大学 駒澤大学 東放学園専門学校
大阪教育大学 上智大学 日本デザイン福祉専門学校
神戸大学 昭和女子大学 日本工学院専門学校
奈良女子大学 女子美術大学 専門学校日本デザイナー学院
島根大学 聖心女子大学 専門学校ヒコ・みづのジュエリーカレッジ

徳島大学 専修大学 文化服装学院
九州工業大学 大東文化大学 東京モード学園
熊本大学 拓殖大学 目白ファッション＆アートカレッジ

大分大学 多摩美術大学 文化外国語専門学校
鹿屋体育大学 中央大学 ファッションビジネスカレッジ東京

津田塾大学 学校法人読売理工学院
公立大学：13 東海大学 ホスピタリティツーリズム専門学校

会津大学 東京経済大学 新東京歯科技工士学校
高崎経済大学 東京電機大学 東京アニメーションカレッジ専門学校

横浜市立大学 東京理科大学 日本工学院八王子専門学校
山梨県立大学 東洋大学 国際製菓専門学校
新潟県立大学 日本大学 東京福祉専門学校
長野県立大学 日本女子大学 専門学校東京自動車大学校
首都大学東京 法政大学 秀林外語専門学校
福井県立大学 武蔵野美術大学 東京すし和食調理専門学校
神戸市外国語大学 明治大学 専門学校東京経理綜合学院
県立広島大学 明治学院大学 金沢福祉専門学校
鳥取環境大学 立教大学 保育・介護・ビジネス名古屋専門学校

福岡女子大学 立正大学 京都理容美容専修学校
名桜大学 文化学園大学 大阪総合デザイン専門学校

武蔵野大学 ECC国際外語専門学校
私立大学：83 帝京大学 辻調理師専門学校
青森大学 東京工科大学 リハビリテーションカレッジ島根
神奈川大学 学習院女子大学 穴吹カレッジ
関東学院大学 東京富士大学 中村調理製菓専門学校
湘南工科大学 滋慶学園COMグループ

(2019年6月10日現在）

2019年度外国人学生のための進学説明会（東京会場）参加機関一覧

参加機関数184機関
（大学・短期大学143機関、高等専門学校1機関、専門学校40機関）



国立大学：40
北海道大学 滋賀県立大学 追手門学院大学
弘前大学 兵庫県立大学 園田学園女子大学
岩手大学 下関市立大学 奈良大学
秋田大学 県立広島大学 大阪経済法科大学
横浜国立大学 福山市立大学 摂南大学
信州大学 鳥取環境大学 京都精華大学
新潟大学 福岡女子大学 大阪国際大学
筑波大学 名桜大学 流通科学大学
電気通信大学 京都造形芸術大学
東京工業大学 私立大学：52 成安造形大学
東京農工大学 足利大学 大阪観光大学
一橋大学 松本歯科大学 神戸医療福祉大学
富山大学 駿河台大学 羽衣国際大学
金沢大学 新潟医療福祉大学 大阪成蹊大学
福井大学 新潟食料農業大学 大阪女学院大学
静岡大学 上智大学
名古屋大学 中央大学 短期大学：2
名古屋工業大学 東海大学 中日本自動車短期大学
豊橋技術科学大学 東京電機大学 徳島工業短期大学
北陸先端科学技術大学院大学 東京理科大学
滋賀大学 日本大学 専門学校：25
京都大学 法政大学 東放学園専門学校
大阪大学 明治大学 専門学校ヒコ・みづのジュエリーカレッジ大阪・東京校

大阪教育大学 立教大学 文化服装学院
神戸大学 デジタルハリウッド大学 目白ファッション＆アートカレッジ

奈良女子大学 愛知大学 ファッションビジネスカレッジ東京

鳥取大学 名古屋商科大学 東京すし和食調理専門学校
島根大学 南山大学 金沢福祉専門学校
岡山大学 福井工業大学 日産京都自動車大学校
広島大学 同志社大学 大阪総合デザイン専門学校
徳島大学 京都ノートルダム女子大学 修成建設専門学校
香川大学 立命館大学 駿台観光＆外語ビジネス専門学校

愛媛大学 龍谷大学 大阪YMCA国際専門学校
高知大学 大阪学院大学 エール学園
鳴門教育大学 大阪経済大学 ECC国際外語専門学校
九州大学 大阪工業大学 大阪情報コンピュータ専門学校
九州工業大学 大阪商業大学 ＥＣＣコンピュータ専門学校
鹿児島大学 関西大学 大阪アニメーションカレッジ専門学校

琉球大学 近畿大学 専門学校ESPエンタテインメント大阪

鹿屋体育大学 相愛大学 辻調理師専門学校
桃山学院大学 神戸電子専門学校

公立大学：13 関西学院大学 専門学校　トヨタ神戸自動車大学校

山梨県立大学 武庫川女子大学 リハビリテーションカレッジ島根
福井県立大学 天理大学 穴吹カレッジ
大阪市立大学 京都産業大学 中村調理製菓専門学校
大阪府立大学 大阪産業大学 滋慶学園COMグループ
神戸市外国語大学 帝塚山大学

(2019年6月10日現在）

2019年度外国人学生のための進学説明会（大阪会場）参加機関一覧

参加機関数132機関

（大学・短期大学107機関、専門学校25機関）


