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国際交流データファイル2020

国名 修士 博士 政経学部 体育学部 理工学部 法学部 文学部 21世紀
アジア学部 経営学部 合計

中国 92 4 61 1 37 12 14 198 57 476
韓国 1 2 6 16 7 32
台湾 4 4 1 4 13
インドネシア 4 2 6
べトナム 2 1 1 1 5
モンゴル 3 3
マレーシア 1 1 2
タイ 1 1 2
ケニア 2 2
キルギス 1 1
ハンガリー 1 1
ブルガリア 1 1
マリ共和国 1 1
合　計 106 7 64 3 49 12 15 220 69 545

出身国（地域）別留学生数

海外協定校·機関　23カ国1地域／53大学·機関

地域 所在地 大学名

アメリカ
ニューヨーク セント·ジョンズ大学◆
カリフォルニア デイビス カリフォルニア大学デイビス校◆
カリフォルニア サンフランシスコ サンフランシスコ州立大学

カナダ クランブルック カレッジ·オブ·ザ·ロッキーズ◆
バンクーバー サイモン·フレーザー大学

オーストラリア ブリスベン グリフィス大学◆
クレイトン モナッシュ大学

韓国

ソウル 漢陽大学校
山 東義大学校◆

慶尚北道 国立安東大学校
ソウル 高麗大学校
光州 国立全南大学校

中国

北京市 北京師範大学
北京市 北京工業大学◆
山西省 山西大学
江蘇省 蘇州大学
黒龍江省 黒龍江大学
上海市 上海対外経貿大学
湖北省 武漢大学
吉林省 吉林大学
遼寧省 大連外国語大学
遼寧省 大連東軟信息学院
広東省 深圳職業技術学院
山東省 青島大学

台湾 
台北市 中国文化大学
高雄市 国立中山大学

地域 所在地 大学名

モンゴル ウランバートル モンゴル国立大学
フィリピン マニラ デ·ラ·サール大学
ベトナム ホーチミン ベトナム国家社会人文科学大学（USSH）

インドネシア ジョグジャカルタ ガジャマダ大学
ソロ セブラスマル大学

タイ
バンコク チュラロンコン大学
バンコク タイ国立救急医療センター
バンコク ナワミンタラティラード大学

ミャンマー ヤンゴン ヤンゴン大学
ハンガリー ブダペスト センメルヴァイス大学

ドイツ ミュンヘン ミュンヘン大学
コブレンツ コブレンツ·ランダオ大学

ロシア ウラジオストク 極東連邦大学

ウズベキスタン 
サマルカンド 国立サマルカンド外国語大学
タシケント 世界経済外交大学

キルギス ビシュケク キルギス国立民族大学
カザフスタン アルマトイ アル·ファラビカザフ民族大学
エチオピア アディス·アベバ アディス·アベバ大学
イラク バグダッド イラク国考古遺産庁

ヨルダン イルビド ヤルムーク大学
アンマン ヨルダン考古庁

ブルガリア ソフィア 国立スポーツアカデミー
ヴェルコ·タルノボ ヴェルコ·タルノボ大学

トルコ バン ユズンジュ·ユル大学
アンカラ ハジェットテッペ大学

スウェーデン ルレオ ルレオ工科大学

＊正規課程在籍留学生数

◆海外研修校

（単位：人）
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就職実績データファイル2020

主な就職先 （2019年度）

全学部 業種別就職割合 （2019年度）

イオンフィナンシャルサービス（株）
岡三証券（株）
兼松コミュニケーションズ（株）
（株）サイサン
（株）じぶん銀行
（株）昭栄美術
城南信用金庫
ジョルジオアルマーニジャパン（株）
大成建設（株）
大日本印刷（株）
（株）大和地所
東海東京フィナンシャル・ホールディングス（株）
東急リバブル（株）
日本電気（株）
富士ソフト（株）
ＨＯＹＡ（株）
（株）ホテルオークラ東京ベイ
（株）マキタ
（株）三井住友銀行
都道府県市区町村公務員

経営学部

アイリスオーヤマ（株）
（株）飯田産業
イオンリテール（株）
（株）エービーシー商会
（株）京葉銀行
（株）資生堂
（株）ＪＴＢ
（株）ＪＡＬグランドサービス
積水ハウス（株）
第一生命保険（株）
日本サムスン（株）
日本郵政（株）
（株）日本旅行
水戸証券（株）
横浜冷凍（株）
（株）ヨドバシカメラ
リゾートトラスト（株）
都道府県市区町村公務員
警視庁ほか警察
東京消防庁ほか消防
公立私立学校教員

アシックスジャパン（株）
イオンリテール（株）
コナミホールディングス（株）
（株）ジャクパ
積水ハウス（株）
セコム（株）
（株）セルリアンタワー東急ホテル
綜合警備保障（株）
高梨乳業（株）
東芝テック（株）
日本赤十字社
日本中央競馬会
日本通運（株）
東日本旅客鉄道（株）
（株）日立ビルシステム
（株）ホテルグランドパレス
三井住友海上火災保険（株）
三菱ＵＦＪ不動産販売（株）
警視庁ほか警察
東京消防庁ほか消防
公立私立学校教員
都道府県市区町村公務員

（株）アルプスツール
ＳＣＳＫ（株）
（株）オリエンタルランド
かながわ信用金庫
（株）きんでん
シャープ（株）
ダイダン（株）
大和ハウス工業（株）
（株）中電工
東急電鉄（株）
（株）ニトリ
日本トムソン（株）
（株）長谷工コーポレーション
（株）日立ビルシステム
（株）フジタ
（株）富士通エフサス
富士通特機システム（株）
マイクロンメモリジャパン合同会社
リゾートトラスト（株）
都道府県市区町村公務員
警視庁ほか警察
公立私立学校教員

政経学部 体育学部 理工学部

アサヒ飲料（株）
（株）飯田産業
小田急電鉄（株）
鹿島建物総合管理（株）
（株）静岡銀行
（株）ＪＡＬグランドサービス
セコム（株）
積水ハウス（株）
世田谷信用金庫
大和ハウス工業（株）
東急電鉄（株）
日本貨物鉄道（株）
日本郵政（株）
羽田空港サービス（株）
（株）ペッパーフードサービス
ボルボ・カー・ジャパン（株）
（株）ヨドバシカメラ
警視庁ほか警察
東京消防庁ほか消防
都道府県市区町村公務員
私立学校教員

（株）ＡＯＫＩ
アジア航測（株）
アパホテル（株）
（株）鹿児島銀行
（株）京葉銀行
コストコホールセールジャパン（株）
積水ハウス（株）
セントラルスポーツ（株）
綜合警備保障（株）
（株）総合資格
ダイキンエアテクノ（株）
東急リバブル（株）
（株）ニトリ
日本郵政（株）
北海道旅客鉄道（株）
（株）ヨドバシカメラ
リゾートトラスト（株）
（株）ルミネ
都道府県市区町村公務員
公立私立学校教員

Apple Japan合同会社
ＡＮＡ福岡空港（株）
（株）ウェザーニューズ
コーチ・ジャパン合同会社
大和ハウス工業（株）
（株）千葉ロッテマリーンズ
（株）西鉄ホテルズ
日本製鉄（株）
日本郵政（株）
（株）バッファロー
羽田空港サービス（株）
（株）日立ビルシステム
富士通（株）
本田技研工業（株）
（株）マイナビ
（株）ユニクロ
リゾートトラスト（株）
都道府県市区町村公務員
警視庁ほか警察
公立私立学校教員

法学部 文学部 21世紀アジア学部

全学部

建設業 5.6%その他 1.0%

医療·福祉業 2.6% 不動産業 7.2%

教育·学習支援業 8.5%

サービス業 22.0%

公務 13.4% 製造業 5.6%

金融·保険業 4.2%

情報通信業 9.0%

運輸業·郵便業 2.8%

卸売·小売業 18.1%


