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ⅩⅡ. 派遣交換留学生 留学体験記

最後の韓国語授業にてクラスメイトと 梨大を象徴する建物、ECC

留学期間

履修科目数 (各学期 )

大野　圭代
法学部政治学科 （2013年 3月卒業）

┃

┃

2011年 9月～ 2012年 6月
秋学期 5科目、春学期 3科目

梨花女子大学（韓国）

就職活動を行い、サムスン電子ジャパンに内定しました。

留学生と梨大生のフィールドトリップにて

はい。法学部には 1年留学しても 4年で卒業できる制度（前期もしくは後期に 30単位以上取得すれば進
級できる制度）があるので、それを利用しました。卒業を延ばして親に負担を掛けたくなかったためです。

もともと漠然と大学入学直後から韓国に留学したいという希望はありました。大学の語学授業を受け
ていても物足りない、自分が将来したい仕事のためには留学して語学力を高めたいという思いが大き
くなり、留学への意思を固めました。また、日本の大学の授業を受けているとどうしても受動的になっ
てしまう自分がいて、留学中くらいはしっかりと自分のしたい勉強を積極的にしたいという思いもあ
りました。

帰国後の進路

遡及進級しましたか？

どのように留学先を
選びましたか？

　梨花女子大学は、本気で勉強に打ち込みつつ、友達との交遊も深められる 2 つの環境を合わせ持っている
大学でした。週 10 時間ある韓国語の授業は、交換留学生なら併設の語学堂と同じ内容のものを無料で受け
られます（後で知ったのですが、他の交換留学先の大学では韓国語の授業は自分でお金を払う所が多いよう
です）。梨大の韓国語授業にはライティング、リーディング、スピーキング、リスニングの 4 分野をバラン
スよく学べるという定評があります。級が上がるにつれ、プレゼンやエッセイの課題が増えて辛い時もあり
ましたが、今ではあの時歯を食いしばって頑張っておいて良かったと思います。
　また、交換留学生は特に科目の履修制限は無く、英語開講と韓国語開講の授業どちらも取ることができま
す。英語では人文科学系から理系の授業まで幅広く開講されており、英語の習得にも役立ちます。韓国語で
授業を受けるほどの語学力は無い場合は、日本で専攻してきた分野の科目を英語で受けるのも良いと思いま
す。授業では、発言を求められることが多く、グループワークやプレゼンテーションなどの課題も多かった
ですが、やり終えた後の達成感と授業を通して得たものは大きいです。
　さて、梨大は女子大ですが、交換留学生の約 3 割程度は男子学生でした。交流会やクラスなどで性別関係
なく友達ができますし、私の周りの男子学生はみな、楽しく過ごしていました。
　最後になりますが、留学を通じて、自分が成長したことは、数えきれないほどあります。留学に迷ってい
る方がいたら、留学することを心からお勧めします。心配事や不安は、杞憂に過ぎないことも多いですし、
留学するメリットの方がデメリットより大きいと感じています。皆さんが実りの大きい留学生活を送られる
ことを願っています。
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就職活動中

遡及進級はしていません。遡及進級した場合、帰国後に他の就活生よりかなり遅い時期から、就職活
動を始めなくてはならず、不安があったこと、そして所属している研究会等での学習を 2年間行いた
いと考えたからです。

提携している各大学のホームページを見て、希望する大学を選びました。

帰国後の進路

遡及進級しましたか？

どのように留学先を
選びましたか？

留学期間

履修科目数 (各学期 )

坂本　亮
経済学部（派遣時 3年、現在 4年）

┃

┃

2011年 8月～ 2012年 5月
春・秋学期：各 4科目、
5月学期：1科目

イリノイ・ウェズリアン大学（米国）

サッカーの試合後の集合写真

　イリノイ・ウェズリアン大学は、田舎の、小規模な、リベラルアーツの大学です。大規模で、都会に位置
する慶應義塾大学とは、全く環境が違い、私はそこに魅力を感じていました。まず、非常に小規模な大学で
あり、一つの授業に学生が、最大でも 25 人程度しかいません。そのため、教授との距離が近く、コミュニケー
ションの取りやすい環境で、仲のいい教授が何人もできました。また、少人数であるため、ディスカッショ
ン形式の授業が多く、英語を話す機会をたくさん得られます。図書館も深夜 1 時まで開いているなど、勉強
する環境が良く整っており、望んでいたかどうかは別として、たっぷり勉強できました。また、リベラルアー
ツの大学なので、様々な分野の勉強にチャレンジできました。大学には、美術や音楽の学部もあるため、履
修できる分野も実に多様です。私も専門の経済学だけでなく、社会学、心理学、美術などの授業を履修しま
した。
　大学は田舎にありますが、週末には、近くのバーに行ったり、友人の開くホームパーティーにお邪魔した
りと、退屈することはありませんでした。また、友人のサッカーチームに入り、地域の大会に出場しました。
ちなみに、私はサッカーの経験が全くなく、足を引っ張っていました。そして、おそらく大学で一番盛り上
がるイベントは、ハロウィンです。１週間前くらいから、学生はみんなそわそわし始め、こそこそと衣装を
準備します。当日は、ほとんどの人が変装しており、さすがアメリカという感じでした。私もモロッコ人の
相棒と変装し、現地の学生と一緒にハロウィンを楽しみました。
　私は１年間の留学を通し、恵まれた環境の中で多くを学び、そして現地の友人たちと楽しい思い出をつく
ることができ、貴重な体験ができたと感じています。

ハロウィン 雪に覆われるキャンパス。冬は寒い！
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スイス、カナダ、台湾人と大学の寮でチーズフォンデュ 夏の語学研修クラスのメンバーと

　フランス語の留学といえば、フランスを真っ先に思い浮かべると思います。でも、カナダやスイスにもフ
ランス語を公用語とする地域があるのです。そこで、私のスイス留学について少しご紹介したいと思います。
スイスは、現在のドイツ、フランス、イタリア等から州が独立し、同盟を結ぶ形でできた国です。その名残
で公用語も州によって異なり、ロマンシュ語を加えた４カ国語が公用語となっています。ジュネーブ州はフ
ランス語が公用語ですが、国際機関が存在することもあり、街を歩けば５カ国語以上が常に聞こえてきます。
興味深いと思ったことのひとつに、大学の図書館にフランス語、ドイツ語、英語の本が分野別に並べられ、
一冊の中に仏語独語英語の論文が入った本があったことが挙げられます。日本ならば英語の本コーナーが設
置されるので、スイスに生きる人たちにとって、言語の壁は本当に低いのだ、という当たり前のことに気付
かされます。
　留学した一年、ゼミのグループワークやプレゼンテーション、その他の交流を通じて、多くの価値観や考
え方に触れることができました。ジュネーブには、現地のスイス人のみならず、アメリカやフランス、スイ
スのドイツ語圏、さらにはインドやセネガルから来ている留学生や国連のインターン生等、本当に様々な背
景を持つ人がいます。４カ国語程度は自由に操れる人がたくさんいますし、何よりみんな自分の意見をしっ
かり持っています。そんな学生と意見を交わすのは、留学したからこそできる貴重な体験だったと思います。
実際のところ、日本にいても語学は勉強できますし、話せるようになるでしょう。留学でしか得られない経
験は、異文化に「浸かる」こと、それを通じて自分や社会を見つめなおすこと等、語学力以外のところにあ
ると思います。留学するかを迷うなら、ぜひ「行く」ととりあえず決めてみてください。世界はうんと広が
ります。

留学期間

履修科目数 (各学期 )

田中　みなみ
文学部仏文学専攻（派遣時 3年、現在４年）

┃

┃

2011年 8月～ 2012年 6月
4科目

ジュネーブ大学（スイス）

友人の寮のキッチンで食事会

就職活動中

卒業後の進路は就職と決めていたので、遡及進級して夏採用で就活をしました。卒業に必要な単位は
満たしていましたし、内定も頂きましたが、自分の進路をしっかり見極めるべくもう一年就職活動を
しています。

大学二年になる春、専攻選びに悩みながら大学生の目標を考えました。私にとってはそれが「第二外
国語を身につける」「様々な経験をする」ことだったので自然と留学を考えるようになりました。留学
先としては、交換留学提携大学の中で、治安が良く、勉強に集中できる環境で、国際機関関連の方に
出会えることを期待してジュネーブを選びました。

帰国後の進路

遡及進級しましたか？

どのように留学先を
選びましたか？
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就職活動中

就職活動のため遡及進級しませんでした。

どうせ行くのなら、人と違うところに行きたい。そう思い、留学冊子をパラパラめくっていてトルコ
が目に入りました。「これだ！ここしかない」と思ったのがきっかけです。もともと、地域研究や宗教、
文化などに興味があり、ボアジチ大学は文系では政治・社会学が有名な大学だったので、ぴったりで
した。

帰国後の進路

遡及進級しましたか？

どのように留学先を
選びましたか？

留学期間

履修科目数 (各学期 )

西　健太郎
法学部政治学科　（派遣時 3年、現在 4年）

┃

┃

2011年 9月～ 2012年 7月
4科目

ボアジチ大学（トルコ）

仲良くなったお店のおじさんたちと

　大学の授業は大変質が高く、教授陣は欧米の有名大学で教鞭をとられていた人ばかりで、皆流暢な英語を
話し、とても刺激的な授業でした。ただ、課される課題の量は膨大で、平日はいつも夜中まで勉強をしたり、
友人と泊まり込みで議論をしたり、論文を書いたりもしました。
　留学中は、勉強量だけにしても、日本にいる時の何倍も勉強しましたし、世界中から集まる優秀な学生た
ちと日夜議論に明け暮れました。ちょうどアラブの春が起きたばかりで、隣国シリアは内戦状態、イランは
核問題を抱えているなど、まさに中東の激動を肌で感じることができ、それだけに学生たちとの議論は尽き
ることがありませんでした。中東のダイナミズムのなかに身を投じたかのような感覚はトルコでないと味わ
えなかったと思います。
　もっとも、学問の面での学びは留学全体の学びの一部分でしかありません。僕は、留学の本当の意味、そ
れは普段出会わない「人との出会い」だと思います。大学で学んだことの何十倍ものことを僕は留学先で出
会った友人との関わりのなかで学びました。夜遅くまでありとあらゆることを語り明かし、一緒に旅行に行
き、徹夜で勉強しました。留学を終えてふと振り返ると僕の頭のなかにはそんな情景ばかりが思い出されま
す。トルコのイスタンブールという土地柄故、人々は多様性に富み、魅力的な「人」が集まってきていたの
だと感じました。
　また、勉強の合間には、イスタンブールの街を歩き街中に響き渡るアザーンを聞きながら、チャイを飲み、
夕焼けに映し出される尖塔を眺めたり、時には水煙草を吹かし、ハマムに行くなど、トルコならではの過ご
し方を楽しみました。
　交換留学を考えている人は、トルコに飛び込んでみてください。留学の目的は人それぞれですが、イスタ
ンブールはなんらかの形で「答え」を与えてくれるでしょう。そしてその経験があなたの血となり肉となる
ことでしょう。 

町のいたるところにあるモスク 大学のキャンパスの芝生で
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ⅩⅢ. 派遣交換留学生 就職活動記

韓国で延世大学の先生とのウェルカムディナー 延世大学の学園祭にて米国の学生と

＜就職活動と交換留学＞　交換留学をする以前は、就職活動を理由に半年間も決断できずにいました。しか
し、あるスイス─東京便の飛行機で出会った海外で活躍する俳優の方に、「これから日本を引っ張っていく
であろう慶應の学生が外に出なくてどうする？出なさい。私はあなたの健闘を祈ります」と言われたことで、
最後の決断をし、TOEFL の勉強を死に物狂いでしたのを今でも覚えています。
　世界を見渡してみれば日本の状況は大きく変化しています。日本の企業が海外進出を加速し、「日本人」
の採用を減らしている状況を鑑みれば、「日本人」というステータスはもはや通用せず、世界で優勢に戦っ
ていける人材が必要とされていることがわかります。また今後、人種や国籍を超えて人材が流動的になれば、
その傾向はますます強まるでしょう。これから留学を考えている学生の皆さんには、目先の小さな就職活動
や友人関係などの問題ではなく、世界を俯瞰しながらより高い目線で留学を検討してもらえればと思います。
　今このガイドブックを読みながら就職活動を理由に交換留学を悩んでいるのならば、私は自信を持って「交
換留学を選択しなさい」と言います。留学までのプロセスや留学の経験、そして留学による成長は自分の生
き方に変化を及ぼしますし、就職活動でも役立つでしょう。皆さんが素晴らしい留学生活を送られ、後悔の
ない就職活動をされることを願っております。

しませんでした。就職活動とゼミにしっかりと取り組みたかったためです。

帰国後 2度目の 3年生の秋の 2011年 9月頃です。

2012年 4月

留学したから就職先が決まったわけではありませんが、強みになったと思います。特に 3キャンパス
プログラムならではの交換留学であることと、付随する NPOでのインターンは大きな影響を与えたと
思います。

留学前から商社マンになりたいと思っており、海外での経験が多くない私にとって留学は必須であると
考えました。留学中は、海外の三田会の方にお伺いしたり、現地の学生と話すことで多様な就職の選択
肢を検討することができました。また就職活動では、留学の経験、それ自体も評価されますし、そこで
身に着けた語学力、コミュニケーション能力、また交換留学という大きな決断をし、努力すること、前
に進む力が評価されたと思います。

まったくありません。むしろボストンキャリアフォーラムなどにも行けますし、そこで普通の就職活
動生より早く内定を取ることも可能です（企業によります）。

遡及進級しましたか？

就職活動の開始時期は？

内定はいつ頃もらいましたか？

留学が進路・就職先等に与え
た影響はありますか？

留学はどのように就職
に役立ちましたか？

留学が就職に不利に働い
たと思ったことはありま
すか？また、それをどの
ように克服しましたか？

留学期間

留学先大学

履修科目数 (各学期 )

神部　邦明
法学部法律学科　（派遣時 3年、2013年 3月卒業）

┃

┃

┃

2011年 1月～ 2011年 8月
3キャンパス合同東アジア研究プログラム（韓国・中国）
慶應：3科目、延世：5科目、香港：2科目

三菱商事株式会社

マカオで香港大学の学生と
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11月に行ったラスベガスにて 留学プログラム終了後の 3カ月間、インターンをしていたバークレー市議会にて

　「勇気を出して一歩を踏み出せば、自分も、世界も変わっていく」
　これが私が留学生活を通して学んだことです。
　留学をしていなければ、世界各国の友人を作り価値観や文化の違いを超えて分かり合うことも、興味があっ
た途上国の世界に足を踏み入れることも、勇気を出してザンビアやスリランカを訪れることも、チャレンジ
しながら夢を追い求める楽しさを知ることも全てなかったと思うと、私の人生は留学を通してなんて豊かに
なったのだろう、と日々感じます。
　人生は一度きりです。せっかく目の前にあるチャンスを色々な理由をつけて（例えば就職活動とか）逃す
のではなく、自分の心の声に従い、勇気を出してチャレンジしてみてください。きっと何かが変わっていく
はずです。
　交換留学の選考に始まり、留学中にやったことや感じたこと、就職活動時とその後の状況等に関してはブ
ログに詳しく書いていますので、是非ご覧ください！
http://ameblo.jp/saori-mamma-mia/

しました。その方がどの様な状況になっても柔軟に対応できると判断したためです。

留学終了後 3カ月バークレーにてインターンに従事し、帰国後 9月より始めました。

2012年 4月下旬です。

留学中に外国人・日本人問わず多くの人と出会い、コミュニケーションを取り合い、夢を語り合った
こと、そして目先の就職に固執するのではなく、自分自身と向き合ったことで、「途上国に住む人々や
社会に向けて、ビジネス（ソーシャルビジネス）を通して貢献したい」という人生を通じての夢が明
確になりました。その実現のためのファーストステップとして、マーケティングのプロフェッショナ
ルなスキルを磨くための部門別採用を行い、またＣＥＯが外国人で外国人従業員が多く、日系企業で
ありながらも実力主義の外資系企業の雰囲気が漂う、今の内定先に進むことを決めました。

内定先には、留学先で培った外国人とのコミュニケーション能力、具体的には価値観の相違や文化の
違いを理解しながらやりとりし、かつ自分の言いたいことを明確に伝える能力と、留学先の市議会で
のインターンやボランティア、学生団体の活動に積極的に従事したチャレンジ精神を評価して頂いた
と思います。しかし、そのような目先の事よりも、やはり自分の人生に明確な夢や目標を持つことが
出来たことが一番の収穫でした。
不利に思ったことは全くありません。むしろこれからの時代、外国人とのコミュニケーションが取れ
ない、取り方が分からないということの方がよほどリスキーであると思います。それを克服するため
なら１年間留学することに不安を感じる必要はありません。
友人で留学か就活かで悩んだ結果、就活を選び、結局上手くいかず後悔するという人が何人かいました。
それも一つの人生かもしれませんが、すごくもったいないと感じました。

遡及進級しましたか？

就職活動の開始時期は？

内定はいつ頃もらいましたか？

留学が進路・就職先等に与え
た影響はありますか？

留学はどのように就職
に役立ちましたか？

留学が就職に不利に働い
たと思ったことはありま
すか？また、それをどの
ように克服しましたか？

留学期間

留学先大学

履修科目数 (各学期 )

松岡　沙織
法学部政治学科　（派遣時 3年、2012年 9月卒業）

┃

┃

┃

2010年 9月～ 2011年 6月
カリフォルニア大学サンディエゴ校　(米国 )

3科目

日産自動車　マーケティング＆セールス部門

一番仲良しのフランス人の友人と
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ⅩⅣ. 派遣交換留学生 海外大学院進学記

　私が今の進路を選んだ理由のひとつは、一年生の夏に参加したオックスフォード大学での短期海外研修が
楽しかったからです。現地の学生、そして一緒に参加した塾生の熱心な姿を見て、自分も同じように議論で
きるようになりたいと思うようになりました。さらに、夏季研修中にプログラムコーディネーターのマクリ
ン先生が紹介してくださった開発経済学の先生との出会いも転機になりました。このときの経験なくして今
の自分の進路はなかったと思います。
　最終的に道を広げるのは天の意思と信じていますが、義塾のプログラムはそのための良いきっかけを与え
てくれます。何が待っているかは行くまで予期できませんが、まずは外に出る第一歩のいいきっかけになっ
たと思います。一方で、留学したからといって自動的に何かが得られるわけではなく、自分で積極的に行動
をおこすことが大事です。
　外に出ることは、異なる視点から物事を見るのにも役立ちます。留学中のディスカションでコンゴ出身の
学生が「国際機関はアフリカに教育と健康をと言っているが、不平等な貿易条件や労働条件などもっと肝心
な問題から話を逸らしているだけだ」と意見するのを聞いたとき、目から鱗が落ちる思いをし、自分と異な
る意見にもっと触れなければと思いました。自分の育った環境と距離を置いて自国のことを学ぶ機会を得ら
れたことで、現在自分が置かれた環境や立場が、ものの見方に無意識に大きく影響していることに気づかさ
れました。

3年生から 4年生に進級しました。大学院進学希望だったので原級に留まる必要がありませんでした。

義塾の短期海外研修と長期派遣留学の二つを利用し、どちらも進路に良い影響を及ぼしました（詳細
は下記）。

英国で世界中から集まった先生方や友人たちに出会えたことは、多角的な視野の必要性を感じると同時
に、これまで学んできたことや当然視してきたことが必ずしも正しくないことに気づく良いきっかけと
なりました。
具体的には、読んだ論文や本を書いた先生の話を直接聴くために、英国内の他大学を積極的に訪れました。
そこで将来つきたい先生何人かに出会い、帰国後、実際にそれらの先生のいる大学院に出願しました。

遡及進級しましたか？

留学が進路・就職先等に与え
た影響はありますか？

留学は大学院に進学す
るにあたりどのように
役立ちましたか？　

留学期間

留学先大学

履修科目数 (各学期 )

小式澤　祥
総合政策学部　（派遣時 3年、2012年 9月卒業）

┃

┃

┃

2010年 9月～ 2011年 7月
ロンドン大学東洋アフリカ学院（英国）
4科目

オックスフォード大学大学院

所属カレッジの図書館 休日に訪れたロンドンのコートールド美術館

新入生の宣誓式後、友人と
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2009 ～ 2011 年度　塾派遣交換留学生　卒業後進路一覧
●就職先

三菱商事	 10名

丸紅	 6 名

JPモルガン証券会社	 5名

みずほフィナンシャルグループ	 5名

伊藤忠商事	 4名

ゴールドマン・サックス証券	 4名

日本アイ・ビー・エム	 4名

日本政策投資銀行	 4名

野村證券	 4名

エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ	 3名

慶應義塾	 3名

東京瓦斯	 3名

三井住友銀行	 3名

三井物産	 3名

三菱ＵＦＪ信託銀行	 3名

三菱東京ＵＦＪ銀行	 3名

旭硝子	 2名

朝日新聞社	 2名

大阪ガス	 2名

外務省	 2名

国際石油開発帝石	 2名

住友商事	 2名

ディー・エヌ・エー	 2名

デロイトトーマツコンサルティング	 2名

東芝	 2 名

ニコン	 2名

日本ＧＥ	 2名

日本経済新聞社	 2名

日本ロレアル	 2名

農林中央金庫	 2名

パナソニック	 2名

日立製作所	 2名

富士通	 2名

ボストン・コンサルティング・グループ	 2名

三井不動産	 2名

メリルリンチ日本証券	 2名

ロクシタンジャポン	 2名

１ｓｔホールディングス	 1名

ＢＡＳＦジャパン	 1名

ＧＣＡホールディングス	 1名

HGSTジャパン	 1名

ＩＨＩ	 1名

ＪＦＥ商事	 1名

ＫＤＤＩ	 1名

ＬＩＸＩＬ	 1名

LVMH	モエ	ヘネシー・ルイ	ヴィトン	グループ	1 名

ＱＵＩＣＫ	 1名

ＵＢＳ証券会社	 1名

アーサー・Ｄ・リトル	 1名

あおぞら銀行	 1名

アクサ生命保険	 1名

アクセンチュア	 1名

曙ブレーキ工業	 1名

亜細亜学園	 1名

アトリエ	ニキティキ	 1名

アビームコンサルティング	 1名

アンダーソン・毛利・友常法律事務所	 1名

飯田電機工業	 1名

イオンリテール	 1名

いすゞ 自動車	 1名

伊藤忠ケミカルフロンティア	 1名

エイチ・アイ・エス	 1名

エヌ・ティ・ティ・ドコモ	 1名

エポック社	 1名

花王	 1 名

カプコン	 1名

軽井沢新聞社・アドエイド	 1名

カルビー	 1名

川崎汽船	 1名

川崎重工業	 1名

九州旅客鉄道	 1名

共同通信社	 1名

麒麟麦酒	 1名

グリー	 1名

ケイプラン	 1名

ケネディクス	 1名

国際協力機構	 1名

国際投信投資顧問	 1名

コニカミノルタビジネステクノロジーズ	 1名

コニカミノルタホールディングス	 1名

サッポロビール	 1名

サムスン電子ジャパン	 1名

三三	 1 名

自衛隊幹部候補生	 1名

シティグループ証券	 1名

シティバンク銀行	 1名

常総学院 ( 中学校・高等学校 )	 1 名

鈴木治作	 1名

スタンレー電気	 1名

住友化学	 1名

全日本空輸	 1名

ソフトバンクグループ	 1名

第一生命保険	 1名

ダイキン工業	 1名

大和証券	 1名

中日新聞社	 1名

テルモ	 1名

テレビ西日本	 1名

電通国際情報サービス	 1名

東急エージェンシー	 1名

東京大学	 1名

東京建物	 1名

東神開発	 1名

トヨタ自動車	 1名

トライバルメディアハウス	 1名

日揮	 1 名

日産自動車	 1名

日本英語検定協会	 1名

日本銀行	 1名

日本サムスン	 1名

日本生活協同組合連合会	 1名

日本精工	 1名

日本電気	 1名

日本放送協会	 1名

日本郵船	 1名

バークレイズ・キャピタル証券	 1名

パナソニックシステムソリューションズジャパン	1 名

ビルコム	 1名

フォルシア	 1名

プライスウォーターハウスクーパース	 1名

プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン	1名

ベネッセコーポレーション	 1名

ホスピタリティ・ネットワーク	 1名

ミキハウス	 1名

ミスミ	 1名

三菱ＵＦＪインフォメーションテクノロジー	 1名

三菱地所	 1名

三菱重工業	 1名

三菱電機	 1名

三菱ふそうトラック・バス	 1名

メーカーズシャツ鎌倉	 1名

ヤマハ	 1名

郵船ロジスティクス	 1名

リコー	 1名

ワークスアプリケーションズ	 1名

国外就職	 4名

	 	

●進学 ･ 留学・その他	 	

大学院（塾内）進学	 40名

大学院（塾外）進学	 16名

他大学進学	 2名

留学	 18名

その他	 31名

注）　調査対象：学生部就職・進路支援担当に平成 25 年 3 月 31 日現在、進路届けを提出した学生。　総計 318 名
　　  平成 25 年 4 月 30 日時点での最終集計結果は、右記 URL にて公開予定。http://www.gakuji.keio.ac.jp/life/shinro/main.html
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