
  

【2016 年度進路実績】 

 アークアカデミーでは学生の修了後の進路支援にも力を入れています。 

進学や就職に関する情報収集、事前準備、試験対策など、各種セミナーや個別カウンセリングを通じて

サポートを行い、毎年多くの学生が日本で進学または就職をしています。 

 

１．就職内定実績 

 会社名 

1 有限会社コーヨウ建商 

2 ボン・イマージュ株式会社 

3 ロバートウォルターズ 

4 株式会社プルータス・コンサルティング 

5 株式会社ヨシタケ 

6 株式会社夢テクノロジー 

7 株式会社デスティネーション・アジア・ジャパン 

8 Japan Limit Finance 

9 株式会社エムエスジャパン 

10 エキゾトラベルジャパン株式会社 

11 ベリーベスト法律事務所 

12 株式会社法学館 

13 山本工機株式会社 

14 スマートハウス株式会社 

15 日本オートマチックマシン株式会社 

16 特定非営利活動法人こげら会 

17 株式会社エン 



  

18 株式会社センチュリーアンドカンパニー 

19 物語コーポレーション 

20 株式会社オーエス 

21 カーべチュアジャパン合同会社 

22 株式会社エスエスシー 

23 株式会社三共冷熱 

24 東洋システム株式会社 

25 株式会社ニチネン 

26 アリオン株式会社 

 

２．大学院合格実績 

 大学院 研究科 

1 東京大学大学院 医学系研究科 

2 東京大学大学院 工学系研究科 

3 東京大学大学院 新領域創成科学研究科 

4 東京藝術大学大学院 美術研究科 

5 京都大学大学院 経営管理研究科 

6 一橋大学大学院 経済学研究科 

7 一橋大学大学院 経済学研究科 

8 一橋大学大学院 経済学研究科 

9 一橋大学大学院 社会学研究科 

10 筑波大学大学院 人間総合科学研究科 

11 筑波大学大学院 人間総合科学研究科 

12 横浜国立大学大学院 国際社会科学府 

13 横浜国立大学大学院 国際社会科学府 



  

14 北海道大学大学院 国際広報・メディア観光学院 

15 東北大学大学院 中国文学研究科 

16 和歌山大学 観光学部 

17 広島大学大学院 教育学研究科 

18 北陸先端科学技術大学院大学 先端科学技術研究科 

19 首都大学東京大学院 人文科学研究科 

20 首都大学東京大学院 システムデザイン研究科 

21 京都市立芸術大学大学院 美術研究科 

22 慶應義塾大学大学院 医学研究科 

23 慶応義塾大学大学院 医学研究科 

24 慶応義塾大学大学院 法学研究科 

25 早稲田大学大学院 経済学研究科 

26 早稲田大学大学院 経済学研究科 

27 早稲田大学大学院 経済学研究科 

28 早稲田大学大学院 人間科学研究科 

29 早稲田大学大学院 人間科学研究科 

30 早稲田大学大学院 社会科学研究科 

31 早稲田大学大学院 社会科学研究科 

32 早稲田大学大学院 商学研究科 

33 早稲田大学大学院 アジア太平洋研究科 

34 上智大学大学院 地球環境学研究科 

35 青山学院大学大学院 国際マネジメント研究科 

36 青山学院大学大学院 国際マネジメント研究科 

37 青山学院大学大学院 国際政治経済研究科 

38 立教大学大学院 ビジネスデザイン研究科 



  

39 立教大学大学院 ビジネスデザイン研究科 

40 立教大学大学院 経営学研究科 

41 立教大学大学院 異文化コミュニケーション研究科 

42 明治大学大学院 政治経済学研究科 

43 法政大学大学院 経済学研究科 

44 法政大学大学院 国際文化研究科 

45 法政大学大学院 文学研究科 

46 法政大学大学院 公共政策研究科 

47 立命館大学大学院 言語教育情報研究科 

48 立命館大学大学院 言語教育情報研究科 

49 立命館大学大学院 言語教育情報研究科 

50 立命館大学大学院 言語教育情報研究科 

51 中央大学大学院 法学研究科 

52 日本大学大学院 新聞学研究科 

53 東洋大学大学院 文学研究科 

54 駒沢大学大学院 グローバル・メディア研究科 

55 駒澤大学大学院 商学研究科 

56 桜美林大学大学院 経営学研究科 

57 國學院大学大学院 文学研究科 

58 拓殖大学大学院 言語教育研究科 

59 帝京大学大学院 経済学研究科 

60 明海大学大学院 不動産学研究科 博士前期課程 

61 東京造形大学 デザイン研究領域 

62 日本経済大学大学院 経営学研究科 

63 洗足学園音楽大学大学院 音楽研究科 



  

64 埼玉工業大学大学院 人間社会研究科 

65 大阪芸術大学大学院 芸術制作専攻 

 

 

３．大学合格実績 

 
大学 学部 学科 

1 首都大学東京 都市教養学部 都市教養学科 

2 茨城大学 理学部 理学科 

3 慶応義塾大学 文学部  

4 早稲田大学 教育学部 教育学科 

5 早稲田大学 基幹理工学部 学系Ⅱ 

6 青山学院大学 理工学部 化学・生命科学科 

7 立教大学 経済学部 経済政策学科 

8 立教大学 異文化コミュニケーション学

部 

異文化コミュニケーション学

科 
9 明治大学 情報コミュニケーション学部 情報コミュニケーション学科 

10 明治大学 情報コミュニケーション学部 情報コミュニケーション学科 

11 明治大学 情報コミュニケーション学部 情報コミュニケーション学科 

12 明治大学 経営学部  

13 明治大学 商学部 商学科 

14 学習院大学 文学部 哲学科 

15 法政大学 現代福祉学部 臨床心理学科 

16 法政大学 人間環境学部 人間環境学科 

17 法政大学 法学部 政治学科 

18 中央大学 商学部 経営学科 

19 中央大学 総合政策学部 政策科学科 



  

20 中央大学 経済学部 国際経済学科 

21 日本大学 法学部 公共政策学科 

22 日本大学 芸術学部 デザイン学科 

23 日本大学 経済学部 産業経営学科 

24 東洋大学 情報連携学部 情報連携学科 

25 東洋大学 情報連携学部 情報連携学科 

26 東洋大学 経営学部 マーケティング学科 

27 東洋大学 経済学部 総合政策学科 

28 東洋大学 国際観光学部 国際観光学科 

29 東洋大学  社会学部 社会心理学科 

30 東海大学 教養学部 国際学科 

31 東海大学 工学部 建築学科 

32 東海大学 工学部 土木工学科 

33 神奈川大学 経済学部 経済学科 

34 桜美林大学 ビジネスマネジメント学群  

35 桜美林大学 ビジネスマネジメント学群  

36 拓殖大学 政経学部 経済学科 

37 拓殖大学 政経学部 経済学科 

38 拓殖大学 政経学部 経済学科 

39 拓殖大学 商学部 経営学科 

40 駒沢女子大学 人文学部 住空間デザイン学科 

41 武蔵野美術大学 造形学部 空間演出デザイン学科 

42 女子美術大学 芸術学部 デザイン・工芸学科  

43 女子美術大学 芸術学部 デザイン・工芸学科 

44 女子美術大学 芸術学部 アート・デザイン表現学科 



  

45 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 
46 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 
47 東京工科大学 メディア学部 メディア学科 

48 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 

49 帝京大学 経済学部 経営学科 

50 帝京大学 経済学部 経済学科 

51 明海大学 ホスピタリティーツーリズム ホスピタリティーツーリズム 

52 文教大学 国際学部 国際理解学科 

53 文京学院大学 経営学部 経営コミュニケーション学科 

54 駿河台大学 メディア情報学部 メディア情報学科 

55 駿河台大学 メディア情報学部 メディア情報学科 

56 駿河台大学 経済経営学部 
 

57 東京電機大学 システムデザイン工学部 デザイン工学科 

58 東京電機大学 理工学部 理工学科 

59 東京福祉大学 社会福祉学部 社会福祉学科 

60 東京福祉大学 社会福祉学部 社会福祉学科 

61 東京福祉大学 社会福祉学部 社会福祉学科 

62 東京福祉大学 社会福祉学部 社会福祉学科 

63 東京福祉大学 社会福祉学部 社会福祉学科 

64 東京国際大学 商学部 経営学科 

65 東京工芸大学 マンガ学部 キャラクターイラスト学科 

66 日本経済大学 経営学部 経営学科 

67 日本経済大学 経営学部 経営学科 

68 日本経済大学 経営学部 経営学科 

69 日本経済大学 経営学部 経営学科 



  

70 日本経済大学 経営学部 経営学科 

71 日本経済大学 経営学部 経営学科 

72 流通経済大学 社会学部 社会学科 

73 至誠館大学 ライフデザイン学部 ライフデザイン学科 

74 聖学院大学 政治経済学部 政治経済学科 

75 嘉悦大学 ビジネス創造学部  

76 二松学舎大学 国際経済学部 国際政治経済学科 

77 東洋学園大学 現代経営学部 現代経営学科 

78 浦和大学 総合福祉学部 総合福祉学科 

79 横浜商科大学 商学部 商学科 

80 横浜美術大学 美術学部 美術・デザイン学科 

81 湘南工科大学 工学部 機械工学科 

82 足利工業大学 工学部 創生工学科（機械分野） 

83 京都精華大学  アニメーション学科 

84 関西大学 総合情報学部 総合情報学科 

85 第一工業大学 工学部 情報電子システム工学科 

86 敬和学園大学 人文学部 国際文化学科 

87 愛知大学 国際コミュニケーション学部 比較文化学科 

88 長崎国際大学 人間社会学部 国際観光学科 

89 開智国際大学 国際教養学部 国際教養学科 

 

 

 

 

 

  



  

 ４．専門学校合格実績 

  

1 

 
バンタンデザイン研究所 ファッションデザイン学科（3 年制） 

2 東京スクールオブミュージック専門学校渋谷 音楽クリエーターワールド 

3 専門学校東京スクール・オブ・ビジネス ペットビジネス学科 

4 専門学校読売自動車大学校 自動車整備学科 

5 専門学校読売自動車大学校 自動車整備学科 

6 東京観光専門学校 観光ビジネス 

7 外語ビジネス専門学校 国際 ICT・観光学科 

8 辻調理師専門学校 調理技術マネジメント学科 

9 服部栄養専門学校 調理ハイテクニカル経営学科 

10 専門学校 HAL 東京 CG 学科 

11 専門学校 HAL 東京 カーデザイン学科 

12 専門学校 HAL 東京 ゲームデザイン学科 

13 専門学校 HAL 東京 CG 学科 

14 首都医校 介護福祉学科 

15 浦和専門学校 情報 IT 科 

16 東京 IT 会計専門学校 情報メディア学科 

17 東京 IT 会計法律専門学校 IT ビジネス学科 

18 尚美ミュージカルアカデミー プロミュージシャン学科 

19 東京モード学園 ファッションビジネス学科 

20 東京モード学園 メイク・ネイル学科 

21 東京国際福祉専門学校 介護福祉科 

22 文化服装学院  ファッション流通科 

23 文化服装学院 ファッション工科基礎科 



  

24 文化服装学院 ファッション工科基礎科 

25 文化服装学院 ファッション工科基礎科 

26 文化服装学院 服装科 

27 駿台外語＆ビジネス専門学校 国際語学学科 

28 駿台外語＆ビジネス専門学校 国際語学学科 

29 駿台外語＆ビジネス専門学校 国際語学学科 

30 駿台トラベル＆ホテル専門学校 国際観光専科 

31 上野法科ビジネス専門学校 情報ビジネス学科 

32 専門学校東京テクニカルカレッジ WEB 動画クリエイター科 

33 東京国際ビジネスカレッジ 国際経営学科 

34 東京国際ビジネスカレッジ 国際経営学科 

35 東京国際ビジネスカレッジ 国際経営学科 

36 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 

37 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 

38 新宿情報ビジネス専門学校 情報ビジネス学科 

39 中央工学校 情報ビジネス科 

40 中央工学校 国際コミュニケーション科 

41 中央情報専門学校 IT・Web 学科 

42 お茶の水スクール・オブ・ビジネス ビジネス学科 1 年課程 

43 東京マルチメディア専門学校 情報処理科 

44 専門学校ヒコ・みづのジュエリーカレッジ 
 

45 CAD 製図専門学校 CAD ビジネス科 

46 東京フード製菓中医薬専門学校 健康中医薬業科 

47 東京国際福祉専門学校 国際福祉ビジネス学科 

48 日本工学院専門学校 音響芸術家 



  

49 東京フィルムセンター映画・俳優専門学校 映画制作科 

50 日本電子専門学校 ゲーム制作科 

51 東放学園映画専門学校 映画制作科 

52 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 

53 文化外国語専門学校 日本語科 1 年課程 

54 早稲田国際ビジネスカレッジ 国際教養科 

55 早稲田国際ビジネスカレッジ 国際教養科 

56 早稲田国際ビジネスカレッジ 国際教養科 

57 早稲田国際ビジネスカレッジ 国際教養科 

58 早稲田国際ビジネスカレッジ 国際教養科 

59 武蔵野学芸専門学校 国際コミュニケーション学科 

60 宮崎情報ビジネス専門学校 総合ビジネス学科 

61 学校法人大原学園 大原簿記学校 経理本科 2 年 

62 日本工学院専門学校 音響芸術科 

63 日本工学院専門学校 CG 映像科 

64 東京国際福祉専門学校 国際ビジネス科 

65 東京外語専門学校 通訳翻訳科 

66 東放学園専門学校 放送芸術科 

67 東放学園音響専門学校 音響芸術科 

68 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 

69 日本健康医療専門学校 ライフデザイン学科 

70 日本外国語専門学校 日越通訳翻訳科 

71 東京デザイン専門学校 インテリアデザイン科 

72 東京ベルエポック製菓調理専門学校 カフェビジネス科 

73 東京ベルエポック調理製菓専門学校 調理師科 



  

74 東京福祉保育専門学校 国際ビジネス学科 

75 東京商科・法科学院専門学校 国際経営学科 

76 東京商科・法科学院専門学校 国際経営学科 

77 東京商科・法科学院専門学校 国際経営学科 

78 東京商科・法科学院専門学校 国際経営学科 

79 東京商科・法科学院専門学校 国際経営学科 

80 東京ビジュアルアーツ 写真学科 

 


