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台　湾 女 飲食 スタッフ Taiwan f restaurant business staff

ドイツ 女 アパレルメーカー PR、マーケティング Germany f apparel company PR、marketing

台　湾 女 モバイルゲーム事業 人事 Taiwan f mobile game personnel

台　湾 女 民泊事業 カスタマーサービス Taiwan f vacation rental service customer support

台　湾 女 携帯販売 販売 Taiwan f cell phone marketing sales

台　湾 女 海外貿易 商品管理 Taiwan f trading firm
merchandise
management

台　湾 男 IT エンジニア Taiwan m IT engineer

台　湾 女
工作機械・電子部

品輸出販売
購買 Taiwan f

export and marketing of
machine tools and

electronic components
purchasing staff

台　湾 男 物流 事務 Taiwan m logistics clerical staff

台　湾 男 製紙 技術系総合職 Taiwan m paper manufacturing technical generalist

台　湾 男 製紙 研究開発 Taiwan m paper manufacturing
research and
development

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

ポルトガル 女 携帯電話販売 販売 Portugal f cell phone marketing sales

台　湾 男 植物工場 生産管理 Taiwan m plant factory product management

台　湾 男 農ビジネス 生産管理 Taiwan m agricultural business product management

台　湾 女 IT ゲーム運営 Taiwan f IT game application

台　湾 男 ホテル フロント Taiwan m hotel front desk staff

台　湾 男 化学メーカー 技術営業 Taiwan m chemical manufacturer sales engineer

中　国 女 IT(ソフトウェア) 海外営業(補佐) China f IT(software) international sales

中国(香港) 男 情報通信技術業 マーケティング Hong Kong m ITC marketing

イギリス 男 ネット民泊 Britain m net vacation rental service

タイ 女 レストラン事業 経理・総務全般 Thailand f restaurant business
accounting/general

affairs staff

台　湾 女 広告代理店 営業職 Taiwan f advertising agency sales

台　湾 女 ホテル アシスタントマネージャー Taiwan f hotel assistant manager

学校法人長沼スクール

2019年度　内定実績

4～6月（春学期）： 27件／7月～9月（夏学期）：14件／10月～12月（秋学期）：16件／2020年1月～3月（冬学期）：12件

合計内定件数：69　（2020年3月現在）

4～6月
（春学期）

Apr. - Jun.
(Spring Term)

4～6月
（春学期）

Apr. - Jun.
(Spring
Term)
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ベトナム 男 人材派遣・請負 翻訳・実習生管理 Vietnam m staffing/contractor service
translation/management

of interns

台湾 女 中古車販売 営業 Taiwan f distributor of used cars sales

台湾 男 メディアソリューション事業 エンジニア Taiwan m media solution business engineer

台　湾 女 IT 営業サポート Taiwan f IT sales assistant

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

台　湾 女 金融 海外送金担当 Taiwan f finance overseas remittance

台　湾 女
ブライダルジュエ

リー専門店
販売・商品管理 Taiwan f bridal jewelry

sales/merchandise
management

台　湾 女 商社 営業 Taiwan f trade sales

台　湾 男 ホテル フロント Taiwan m hotel front desk staff

台　湾 女 ファッション 販売・マーケティング Taiwan f fashion sales・marketing

台　湾 女 人材紹介 営業 Taiwan f recruitment sales

スイス 女 IT テストエンジニア Switzerland f IT test engineer

台　湾 男 ゲーム ゲームデザイナー Taiwan m game game designer

台　湾 女 アパレル 販売 Taiwan f apparel sales

台　湾 男 携帯販売 販売 Taiwan m cell phone marketing sales

韓　国 女 装飾品 アクセサリーデザイナー Korea f ornaments jewelry designer

モンゴル 男 技術系 エンジニア Mongolia m technology engineer

台　湾 男 コンサルティング コンサルタント Taiwan m consulting consultant

台　湾 男 ＩＴ 営業 Taiwan m IT sales

台　湾 男 警報機器製造販売 サービスエンジニア Taiwan m
alarm system manufacturing

and sales company service engineer

台　湾 男 商社 翻訳・通訳 Taiwan m trading company translating/interpreting

韓　国 女 ゲーム 翻訳 Korea f game translating

中国(香港) 女 ゲーム 翻訳 Hong Kong f game translating

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

台　湾 女 法律事務所 翻訳・通訳 Taiwan f law firm translating/interpreting

台　湾 女 アパレル・雑貨 販売 Taiwan f
apparel company/

variety goods marketing
sales

台　湾 男 建材卸売 営業 Taiwan m wholesaler of building materials sales

グアテマラ 女 不動産 グローバル管理 Guatemala f real-estate company global management 

台　湾 女 人材紹介・派遣 販売 Taiwan f recruitment sales

イギリス 男 マスコミ 営業 Britain m mass media sales

10月～12月
（秋学期）

Oct - Dec.
(Autumn

term)

7～9月
（夏学期）

Jul. - Sep.
(Summer

term)
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イギリス 男 マスコミ CMプロダクションマネージャー Britain m mass media CM production manager

台　湾 男 人材・通信 総合職 Taiwan m recruitment agency general clerical staff

韓　国 男 IT オンサイト技術支援 Korea m IT on-site technical support staff

韓　国 女 空港サービス サービススタッフ Korea f airport service staff

韓　国 男 IT プログラマー Korea m IT programmer

韓　国 男 半導体メーカー エンジニア Korea m semiconductor manufacturer engineer

台　湾 男 コンサルティング アナリスト Taiwan m consulting analyst

台　湾 男 IT エンジニア Taiwan m IT engineer

台　湾 女 人材紹介 コンサルタント Taiwan f recruitment consultant

台　湾 男 ゲーム ローカライズ・カスタマーサポート Taiwan m game customer support

台　湾 男 水産商社 海外営業 Taiwan m fishery international sales

台　湾 男 医療系IT プログラマー Taiwan m medical IT programmer

英国（香港） 男 ゲーム開発 海外営業 Hong Kong m game international sales

ベトナム 男 ホテル･宿泊 フロント Vietnam m hotel front desk staff

モンゴル 男 アパレル 販売 Mongolia m apparel company sales

1月～3月
（冬学期）

Jun. - Mar.,
(Winter
term)
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