
学期 国籍 性別 会社名(業種) 職種 Term Nationality Gender Type of organization Details

アメリカ 男 英会話スクール 英語講師 U.S.A. m
English Conversation

School
English teacher

エクアドル 男 免税品・中古車販売 中古車販売営業 Equador m
distributor of duty-free
goods and used cars

used car sales

エクアドル 男 国際物流 営業 Equador m international logistics sales

台湾 女 旅行業・不動産業
不動産管理、
営業、経理

Taiwan f
travel & real estate

agent
real estate management,

sales and accounting

韓国 男 ビル制御システム
建設施工管理

プロジェクトマネージャー
Korea m building control system

project manager of
building construction

controlling

イタリア 女 建築設計 設計　キャド Italy f achitectural designing designing, CAD

香港 女 リサーチ　市場調査 データ分析 Hong Kong f marketing research data analysis

ロシア 男
エネルギー開発、
設備メンテナンス

経営管理
システム管理 Russia m

energy development,
facilities maintenace,
management control

system control

台湾 女 ホテル フロント Taiwan f hotel front desk staff

台湾 女 民泊運営代行 営業 Taiwan f
vacation rentals

operation
sales

香港 女
インターナショナル

スクール
英語教師 Hong Kong f international school English teacher

フランス 男 メーカー ヨーロッパ担当営業 France m manufacturer
sales in charge of

Europe

台湾 女 WEBメディア運営 編集・ライター Taiwan f
web media

management
editing/writing

台湾 女 ホテル フロント Taiwan f hotel front desk staff

学校法人長沼スクール

２０１６年度　内定実績

春学期：14名　/　夏学期：4名  /　　秋学期：5名　/　冬学期：18名     

合計41名

春 Spring
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台湾 女
流体食品

プラントメーカー
研修後に決定 Taiwan f

plant manufacturer for
fluid food products

(to be assigned after training)

台湾 男 印刷業 貿易事務 Taiwan m printing industry trading operation

台湾 女
人材育成

コンサルティング
営業補助 Taiwan f

consulting for human
resources

development
sales assistant

台湾 女
携帯ゲーム

コンテンツ配信
カスタマーサポート Taiwan f

provider of portable
game content

customer support

台湾 女 広告代理店 広告ディレクター Taiwan f advertising agency advertisement director

台湾 女 旅行代理店 観光ガイド、事務 Taiwan f travel agency tourist guide, clerical staff

中国 女 貿易会社
日本のドラマ・

アニメを中国へ輸出
China f trading firm

staff, export of Japanese
drama/anime to China

台湾 男 液晶パネルメーカー 技術営業 Taiwan m
manufacturer of liquid

crystal panels
sales engineer

韓国 女 ホテル フロント Korea f hotel front desk staff

ベトナム 女 建築設計 施工管理 Vietnam f
architectual design

office
contruction managing

台湾 男 貿易 宝石輸出 Taiwan m trading firm jewelry export

中国 女 建築設計 建築 China f architectual designing contruction

韓国 女 旅行代理店 企画、事務 Korea f travel agency
planning, clerical

support

ＩＴ ＳＥ IT SE

ＩＴ ＳＥ IT SE

ベトナム 女 朝日新聞小売り 会計 Vietnam f newspaper retailer accounting

台湾 男 通信 営業 Taiwan m telecommunication sales

フランス 男 証券 トレーダー France m securities company trader

m台湾 男 Taiwan
冬 Winter

秋 Autumn

夏 Summer
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ドイツ 女 和食料理教室 運営事務 Germany f
Japanese cooking

class
management  clerical

support

台湾 男 システム開発 ＳＥ Taiwan m system development SE

ベトナム 男 オフィス設計 営業 Vietnam m office designing sales

中国 男 電力 建築 China m electricity related architecture

台湾 女 アプリ開発 グラフィックデザイン Taiwan f
application

development
graphic design

香港 女 情報機器商社 マーケティング Hong Kong f information equipment
trading firm

marketing

台湾 男
ミスターミニット

店舗経営
営業 Taiwan m

Mister Minit
shop management

sales

台湾 女 デザイン 中国・台湾プロジェクト Taiwan f designing China/Taiwan project

台湾 女 喫茶店経営 中・英・日　翻訳 Taiwan f
coffee shop

management
translator

冬 Winter
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