
学期 国籍 性別 会社名(業種) 職種 Term Nationality Gender Company Details

台湾 女
情報通信機器レンタル・携

帯電話基地局調査
レンタル受付

顧客対応 Taiwan f
IT products

rental/PBS survey
company

rental reception/
customer support

台湾 女

ＳＮＳ日本オフィシャル
パートナー/　中国向けプ
ロモーション　中国向けメ

ディア事業

顧客対応 Taiwan f

SNS official partner in
Japan/China-bound

media promotion
company

customer support

中国 女 観光代理店 通訳／案内 China f travel agent interpreting/guide

中国 男 携帯電話販売 販売／営業 China m
mobile phone

marketing company
sales

台湾 女 飲食チェーン店経営 ホールスタッフ Taiwan f chain restaurant hall staff

アメリカ 男 メディア事業 ディレクター U.S.A. m media related company director

台湾 男 印刷 企画・海外事業 Taiwan m printing company
planning/overseas

marketing staff

台湾 女 印刷 企画・海外事業 Taiwan f printing company
planning/overseas

marketing staff

ＩＴ ＳＥ見習い IT related company sales engineer

携帯ゲーム配信会社 ローカライザー
mobile games delivery

company
localizer

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

ロシア 男 ＩＴ エンジニア Russia m IT related company engineer

ベトナム 男 ＩＴ エンジニア Vietnam m IT related company engineer

台湾 女 留学生支援サービス
翻訳・通訳

イベント運営
Taiwan f

international student
support service

translating/interpreting
/event management

staff

台湾 男 不動産会社 不動産販売業務 Taiwan m real-estate company sales

台湾 女 化学品 研究員 Taiwan f
chemical products

company
researcher

台湾 女 服飾 接客、通訳・翻訳 Taiwan f apparel company
sales/translating/inter

preting

香港 男
携帯ゲームコンテンツ配
信/ソーシャルメディア

カスタマーサポート
ローカライズ Hong Kong m

mobile game content
distributor/ social
media company

customer support

中国 女 会計事務所 翻訳 China f accounting office translating

秋学期 Autumn

夏学期 Summer台湾 男 Taiwan m

学校法人長沼スクール

２０１５年度　内定実績

春学期：４名　/　夏学期：１０名　/　　秋学期：１１名　/　冬学期：-名      

春学期 Spring
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学期 国籍 性別 会社名(業種) 職種 Term Nationality Gender Company Details

台湾 女 商社 販売 Taiwan f trading company sales

台湾 女 人材採用支援 留学支援 スタッフ Taiwan f
employment & study

abroad support agency
staff

台湾 女 会計事務所 会計業務 Taiwan f accounting office accounting

フランス 男 コンサルティング コンサルタント スタッフ France m consulting company consultant　staff

台湾 男 商社 経理 Taiwan m trading company accounting

台湾 女 重工業 プロジェクト管理 Taiwan f
heavy industry related

firm
project management

秋学期 Autumn
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