
대학명 전공(학부/학과)

明海大学 메이카이대학 歯学科 치학과

千葉科学大学 치바과학대학 薬学科 약학과

昭和薬科大学 쇼와학과대학 약학연구과

麻布大学大学院 아자부대학대학원 獣医学専攻 수의학전공

産業医科大学 산업의과대학

Overseas Research Fellow in

Occupational Medicine

산업의학해외연구원



대학명 전공(학부/학과)

京都大学 교토대학 電気電子工学科 전기전자공학과

北海道大学 홋카이도대학 現代日本プログラム 현대일본프로그램

横浜国立大学 요코하마국립대학 都市社会共生学科 도시사회공생학과

広島大学 히로시마대학 国際共創学科 국제공창학과

埼玉大学 사이타마대학 教養学科 교양학과

長岡技術科学大学 나가오카기술과학대학 生物機能工学課程 생물기능공학과정

商学 상학

物理学科 물리학과

慶応義塾大学 게이오기주쿠대학 情報工学科 정보공학과

経営学科 경영학과

教育学科 교육학과

経営学科 경영학과

建築学科 건축학과

建築学科 건축학과

国際経済学科 국제경제학과

経営学科 경영학과

国際政治学科 국제정치학과

法律学科 법률학과

社会学科 사회학과

法律学科 법률학과

生命・生物工学科 생명/생물공학과

化学物質工学科 화학물질공학과

国際経済コース 국제경제코스

商学科 상학과

医情報学科 의정보학과

グローバル教養学部 글로벌교양학부

経営学科 경영학과

国際関係学科 국제관계학과

食マネジメント学科 식매니지먼트학과

法律学科 법률학과

立命館アジア太平洋大学 리츠메이칸아시아태평양대학 国際経営学科 국제경영학과

経済学科 경제학과

国際教養学科 국제교양학과

機械工学科 기계공학과

応用分子化学科 응용분자화학과

物質応用化学科 물질응용화학과

物質応用化学科 물질응용화학과

早稲田大学 와세다대학

上智大学 조치대학

東京理科大学 도쿄이과대학

中央大学 추오대학

法政大学 호세이대학

関西学院大学 칸세이가쿠인대학

関西大学 칸사이대학

同志社大学 도시샤대학

立命館大学 리츠메이칸대학

日本大学 니혼대학



国際経済学科 국제경제학과

社会学科 사회학과

法律学科 법률학과

建築学科 건축학과

経済学科 경제학과

経営学科 경영학과

国際経済学科 국제경제학과

近畿大学 긴키대학 経営学科 경영학과

龍谷大学 류코쿠대학 法律学科 법률학과

芝浦工業大学 시바우라공업대학 生命科学科 생명과학과

東京農業大学 도쿄농업대학 バイオサイエンス学科 바이오사이언스학과

学習院女子大学 가쿠슈인여자대학 国際コミュニケーション学科 국제커뮤니케이션학과

工学院大学 공학원대학 数理学科 수리학과

昭和女子大学 쇼와여자대학 心理学科 심리학과

駒沢女子大学 고마자와여자대학 心理学類 심리학류

順天堂大学 준텐도대학 国際教養学科 국제교양학과

機械工学科 기계공학과

動力機械工学 동력기계공학

生命化学科 생명화학과

帝京大学 테이쿄대학 国際経済学科 국제경제학과

経営学科 경영학과

経済学科 경제학과

経済学科 경제학과

国際学科 국제학과

経済学科 경제학과

経済学科 경제학과

麗澤大学 레이타쿠대학 スポーツ経済学科 스포츠경제학과

京都ノートルダム女子大学 교토노틀담여자대학 心理学科 심리학과

東京電機大学 도쿄전기대학 先端機械工学 첨단기계공학

ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ学科 글로벌커뮤니케이션학과

経済学科 경제학과

経済学科 경제학과

埼玉工業大学 사이타마공업대학 情報システム学科IT専攻 정보시스템학과IT전공

山梨学院大学 야마나시가쿠인대학 法学科 법학과

応用バイオ学科 응용바이오학과

電気電子情報工学科 전기전자정보공학과

メディア学部 미디어학부

経済経営学部 経済と社会コース 경제경영학부 경제와사회코스

帝京平成大学 테이쿄헤이세이대학 経営学科 경영학과

東京工科大学 도쿄공과대학 電気電子工学科 전기전자공학과

日本工業大学 일본공업대학 機械工学科 기계공학과

二松学舎大学 니쇼가쿠샤대학 国際政治経済学科 국제정치경제학과

文化学園大学 문화학원대학 国際文化観光学科 국제문화관광학과

横浜商科大学 요코하마상과대학 商学科 상학과

新潟産業大学 니가타산업대학 経済学科 경제학과

大阪経済法科大学 오사카경제법과대학 国際学科 국제학과

熊本学園大学 구마모토가쿠엔대학 商学科 상학과

メディアデザイン学部 미디어디자인학부

経営情報学部 경영정보학부

千葉科学大学 치바과학대학 危機管理学科 위기관리학과

北海道科学大学 홋카이도과학대학 電気電子工学科 전기전자공학과

現代社会学科 현대사회학과

現代社会学科 현대사회학과

東京福祉大学 도쿄복지대학 社会福祉学部 사회복지학부

専修大学 센슈대학

東洋大学 토요대학

筑波学院大学 츠쿠바학원대학

至誠館大学 시세이칸대학

東海大学 토카이대학

国士舘大学 고쿠시칸대학

拓殖大学 다쿠쇼쿠대학

武蔵野大学 무사시노대학

神奈川工科大学 가나가와공과대학

駿河台大学 스루가다이대학



대학원명 전공(학부/학과)

東京工業大学大学院 도쿄공업대학대학원 材料系 (물질이공학)재료계

東北大学大学院 도호쿠대학대학원 会計専門職専攻公認会計士コース 회계전문직전공공인회계사코스

名古屋大学大学院 나고야대학대학원 知能システム学専攻知能システムコース 지능시스템학전공지능시스템코스

システム情報工学研究群知能機能システム学位プログラム 시스템정보공학연구군지능기능시스템학위프로그램

生命地球科学研究群 생명지구과학연구군

横浜国立大学大学院 요코하마국립대학대학원 経営学 경영학

千葉大学大学院 치바대학대학원 公共社会科学専攻 공공사회과학전공

埼玉大学大学院 사이타마대학대학원 物理機能系（機能材料工学コース）물리기능계(기능재료공학코스)

滋賀大学大学院 시가대학대학원 経営学専攻 경영학전공

高知大学大学院 고치대학대학원 人文社会科学専攻　社会科学研究コース　企業経営領域 인문사회과학전공 사회과학연구코스 기업경영영역

兵庫教育大学大学院 호교교육대학대학원 教育学 교육학

知識情報処理 지식정보처리

電子情報システム 전자정보시스템

社会科学研究科 사회과학연구과

商学研究科 상학연구과

情報生産システム研究科 정보생산시스템연구과

創造理工学研究科 창조이공학연구과

心理学コース 심리학코스

会計研究科 회계연구과

教養デザイン専攻 교양디자인전공

機械工学専攻 기계공학전공

明治大学専門職学位課程 메이지대학전문직학위과정 グローバル・ビジネス専攻 글로벌비즈니스전공

明治大学専門職大学院 메이지대학전문직대학원 会計専門職研究科 회계전문직연구과

経営学専攻 경영학전공

会計監査プログラム専攻専門職学位課程 회계감사프로그램전공전문직학위과정

中央大学大学院 추오대학대학원 経営システム工学専攻 경영시스템공학전공

日本文学専攻 일본문학전공

日本文学専攻文芸創作プログラム 일본문학전공문예창작프로그램

法政大学専門職大学院 호세이대학전문직대학원 GMBAコース GMBA코스

経営学専攻 경영학전공

経営学専攻 경영학전공

食マネジメント専攻 식매니지먼트전공

経営学 경영학

経営学 경영학

グローバル共生社会分野 글로벌공생사회분야

グローバル共生社会分野 글로벌공생사회분야

明治学院大学大学院 메이지학원대학대학원 経営学専攻 경영학전공

西南学院大学 세이난가쿠인대학 経営学専攻 경영학전공

近畿大学大学院 긴키대학대학원 経営学専攻 경영학전공

商学専攻 상학전공

インダストリアルデザイン分野 인더스트리얼디자인분야

商学専攻 상학전공

社会学専攻 사회학전공

大東文化大学大学院 다이토문화대학대학원 教育学専攻ポリシー 교육학전공폴리시

亜細亜大学大学院 아시아대학대학원 アジア・国際経営戦略 아시아국제경영전략

政治学専攻 정치학전공

総合知的財産法学専攻 종합지적재산법학전공

拓殖大学大学院 다쿠쇼쿠대학 商学研究科 상학연구과

東京工科大学大学院 도쿄공과대학대학원 メディアサイエンス専攻 미디어사이언스전공

日本経済大学大学院 일본경제대학대학원 経営学 경영학

国士舘大学大学院 고쿠시칸대학대학원

筑波大学大学院 츠쿠바대학대학원

東京都立大学大学院 도쿄도립대학대학원

早稲田大学大学院 와세다대학대학원

明治大学大学院 메이지대학대학원

青山学院大学大学院 아오야마학원대학대학원

法政大学大学院 호세이대학대학원

立命館大学大学院 리츠메이칸대학대학원

学習院大学大学院 가쿠슈인대학대학원

東京女子大学大学院 도쿄여자대학대학원

日本大学大学院 일본대학대학원

専修大学大学院 센슈대학대학원



대학명 전공(학부/학과)

多摩美術大学 타마미술대학 絵画学科版画専攻 회화학과판화전공

油絵学科版画専攻 유화학과판화전공

クリエイティブイノベーション学科 크리에이티브이노베이션학과

プロダクトデザイン学科 프로덕트디자인학과

プロダクトデザイン学科 프로덕트디자인학과

マンガ・キャラクターデザイン 만화캐릭터디자인

イラストコース 일러스트코스

マンガ学科 만화학과

マンガ学科 만화학과

メディア表現学科 미디어표현학과

メディア表現学科 미디어표현학과

造形学科 조형학과

京都芸術大学 교토예술대학 油絵 유화전공

ゲーム学科 게임학과

デザイン学科 디자인학과

日本映画大学 일본영화대학 映画学科技術系撮影照明コース 영화학과기술계촬영조명코스

美術デザイン学科 미술디자인학과

美術ﾃﾞｻﾞｲﾝ学科 미술디자인학과

神戸芸術工科大学 고베예술공과대학 まんが表現学科ストーリーまんがコース 만화표현학과스토리만화코스

芸術-ｲﾗｽﾄﾚｰｼｮﾝ-ｱﾆﾒｰｼｮﾝ 예술일러스트레이션

芸術-ｲﾗｽﾄﾚｰｼｮﾝ-ﾏﾝｶﾞ絵本 예술일러스트레이션만화그림책

メディア映像学科 미디어영상학과

メディア映像学科 미디어영상학과

デザイン芸術学科 디자인예술학과

ファッションクリエイション学科 패션크리에이션학과

ファッションクリエーション学科 패션크리에이션학과

テンプル大学ジャパンキャンパス 템플대학재팬캠퍼스 学部課程 학부과정

池坊短期大学 이케노보단기대학 いけばな・花デザインコース꽃꽂이꽃디자인코스

文化学園大学 문화학원대학

武蔵野美術大学  무사시노미술대학

京都精華大学 교토세이카대학

東京工芸大学 도쿄공예대학

横浜美術大学 요코하마미술대학

成安造形大学 세이안조형대학

倉敷芸術科学大学 구라시키예술과학대학



대학원명 전공(학부/학과)

デザイン専攻総合デザイン 디자인전공종합디자인

ﾃﾞｻﾞｲﾝ専攻 情報ﾃﾞｻﾞｲﾝ研究領域 디자인전공정보디자인연구영역

デザイン専攻グラフィックデザイン研究領域　 디자인전공그래픽디자인연구영역

絵画専攻油画 유화전공유화

デザイン専攻グラフィックデザイン 디자인전공그래픽디자인

武蔵野美術大学大学院 무사시노미술대학대학원 デザイン専攻工芸工業デザインコース 디자인전공공예공업디자인코스

京都芸術大学大学院 교토예술대학대학원 ゲームデザイン分野 게임디자인분야

東京工芸大学大学院 도쿄공예대학대학원 デザイン領域 디자인영역

東京造形大学大学院 도쿄조형대학대학원 デザイン研究領域 디자인연구영역

尚美学園大学大学院 쇼비가쿠엔대학대학원 ジャズ＆コンテンポラリー専攻 재즈&컨템퍼러리 전공

神戸芸術工科大学大学院 고베예술공과대학대학원 総合アート＆デザイン専攻 종합아트&디자인전공

大阪芸術大学大学院 오사카예술대학대학원 (芸術制作専攻)デザイン研究領域 (예술제작전공)디자인연구영역

文星芸術大学大学院 분세이예술대학대학원 美術専攻 미술전공

日本映画大学大学院 일본영화대학대학원 映画表現 영화표현

洗足学園音楽大学大学院 센조쿠가쿠엔음악대학 音楽教育学専攻 음악교육학전공

武蔵野音楽大学大学院 무사시노음악대학대학원 音楽教育専攻 음악교육전공

文化ファッション大学大学院 문화패션대학대학원 ファッションデザインコース 패션디자인코스

宝塚大学大学院 다카라즈카대학대학원 メディア研究科 미디어연구과

愛知県立芸術大学大学院 아이치현립예술대학대학원 美術専攻日本画領域 미술전공일본화영역

静岡文化芸術大学大学院 시즈오카문화예술대학대학원 デザイン研究科 디자인연구과

広島市立大学大学院 히로시마시립대학대학원 造形芸術専攻（油絵）조형예술전공(유화)

愛知産業大学大学院 아이치산업대학대학원 デザイン研究科 디자인연구과

多摩美術大学大学院 타마미술대학대학원



대학원명 (연구생) 전공(학부/학과)

上越教育大学 조에쓰교육대학대학원 教育 예술교육

京都市立芸術大学大学院 교토시립예술대학대학원 デザイン専攻環境デザイン 디자인전공환경디자인

東京理科大学 도쿄이과대학대학원 生命システム工学科 생명시스템공학과

法政大学大学院 호세이대학대학원 法律学専攻 법률학전공

神戸工科芸術大学 고베공과예술대학대학원 研究生 연구생

文化学園大学大学院 문화학원대학대학원 研究生 연구생

早稲田大学大学院 와세다대학대학원 一般科目等履修生 일반과목등이수생

お茶の水女子大学 오차노미즈여자대학 文教育学部研究生 문교육학부연구생

九州大学 큐슈대학 農学部研究生 농학부연구생


