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カナダ 女 商社 総合職 Canada f trading company general clerical staff

マレーシア 女 人材エージェント コーディネーター Malaysia f human resource agent coordinator

マレーシア 女 不動産 営業 Malaysia f real-estate company sales

台　湾 女 不動産 海外営業 Taiwan f real-estate company international sales

中国(香港) 女 医療機器製造販売 海外営業 Hong Kong f
medical equipment

distibutor
international sales

ベトナム 女 ホテル レストランサービス Vietnam f hotel restaurant service

タイ 男 ホテル フロント Thailand ｍ hotel front desk staff

台　湾 女 情報･広告 翻訳 Taiwan f information & advertisement translating

モンゴル 男 ビルメンテナンス 技術 Mongolia ｍ building maintenance technical staff

日本/タイ 女 アパレル 販売 Japan/Thailand f apparel company sales

台　湾 男 人材エージェント 営業 Taiwan ｍ human resource agent sales

台　湾 女 電機メーカー 営業 Taiwan f
electronics manufacturer

company
sales

台　湾 男 海運 倉庫業務 Taiwan ｍ maritime company warehouse operation

中　国 女 カメラ製造販売 営業 China f
camera manufacturer &

distributor
sales

中国(香港) 男 通信 営業 Hong Kong ｍ telecommunication sales

台　湾 女 デジタルコンテンツ制作 アニメーション制作 Taiwan f
digital contents

production
animation production

学校法人長沼スクール

2018年度　内定実績

4～6月（春学期）： 16件 ／ 7～9月（夏学期）：23件 ／ 10～12月（秋学期）：21件

合計内定件数：60　（含　卒業生　3件）　（2018年12月現在）
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中国 女 インターネット ECサイト運営 China f internet service
e-commerce site

operation

タイ 女 化粧品製造 事務 Thailand f cosmetics manufacturer clerical staff

中国 女 インターネット 総合職 China f internet service general clerical staff

台　湾 女 インターネット 総合職 Taiwan f internet service general clerical staff

韓　国 男 IT 開発 Korea m IT development staff

台　湾 女 海外運送 貿易事務 Taiwan f overseas transportation trading operation staff

韓　国 男 IT エレクトロニクスエンジニア Korea m IT electronics engineer

台　湾 男 小売 販売・通訳 Taiwan m retail sales, interpretation

中　国 女 化粧品製造 海外営業 China f cosmetics manufacturer international sales

中　国 女 頭髪化粧品製造 海外営業 China f
hair-care products

manufacturer
international sales

中国(香港) 女 出版 海外営業・編集 Hong Kong f publisher
international sales,

editing staff

中国(香港) 女 化粧品製造 海外営業 Hong Kong f cosmetics manufacturer international sales

台　湾 女 イベント 開発 Taiwan f event organizer event development staff

中　国 男 電子決済 経理 China m
electronic payment

service
accounting

中　国 女 ホテル フロント・営業 China f hotel front desk staff, sales

中　国 女 人材派遣 販売・通訳 China f human resource service sales, interpretation

韓　国 女 電気機器製造 金型設計 Korea f
electrical equipment

manufacturer
mold designing

韓　国 女 技術者派遣 金型設計 Korea f
temporary engineer

staffing
mold designing

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

ベトナム 女 サービス 通訳・翻訳 Vietnam f service translating, interpreting

台　湾 女 IT SE Taiwan f IT SE

台　湾 女 人材派遣 販売・通訳 Taiwan f human resource service sales, interpretation

マレーシア 女 不動産 営業 Malaysia f real-estate company sales
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（夏学期）

Jul. - Sep.

(Summer

Term)
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日　本 女 教育 日英バイリンガルスタッフ Japan f education
Japanese-English

bilingual staff

台　湾 女 不動産 不動産事務 Taiwan f real-estate company real estate clerical staff

台　湾 女 建設 CAD Taiwan f construction CAD

台　湾 女 留学生支援 寮管理 Taiwan f foreign student support dormitory management

モンゴル 女 飲食 店舗運営 Mongolia f restaurant business shop management

モンゴル 女 ビルメンテナンス 総合職 Mongolia f building maintenance general clerical staff

韓　国 男 韓国エンターテインメント イベント企画運営 Korea m
Korean entertainment

business

event planning

and management

台　湾 女 IT 開発エンジニア Taiwan f IT development engineer

台　湾 男 自動車部品専門商社 海外営業 Taiwan m
automobile parts

trading company
overseas sales staff

台　湾 男 IT 設計エンジニア Taiwan m IT designing engineer

台　湾 女 人材 コーディネーターアシスト Taiwan f human resource service coordinator assist

台　湾 女 人材 一般事務 Taiwan f human resource service clerical staff

台　湾 女 輸出入・輸送 貿易事務 Taiwan f
import/export

and transportation
trading operation

中　国 男 ゲーム 品質管理 China m game quality control

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

台　湾 女 雑貨販売 販売・企画 Taiwan f variety goods marketing sales & planning

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

中　国 女 ホテルマーケティング 総合職 China f hotel marketing general clerical staff

中　国 女 観光案内 総合職 China f tourism related firm general clerical staff

中　国 女 ホテル フロント接客 China f hotel front desk staff

中国(香港) 女 証券 事務 Hong Kong f securities company clerical staff

10～12月
（秋学期）

Oct. - Dec.

(Autumn

Term)
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