
期間
（学期）

国籍 性別 業種 職種
School

Term
Nationality Gender

Category of

Industry/Business
Job Title/Job Type

台　湾 女 コンサルティング コンサルタント Taiwan f consulting consultant

台　湾 女 リフォーム 営業 Taiwan f reform sales staff

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

台　湾 男 通信 営業 Taiwan m telecommunication sales staff

中　国 女 デジタルマーケティング ウエブデザイナー China f defital marketing web designer

中　国 女 マーケティング ウエブデザイナー China f marketing web designer

中　国 女 タイヤ製造 法務 China f tire manufacturer legal staff

アメリカ 男 広告代理店 プログラム開発 America m advertising agency program development

中　国 女 衣料企画・製造・ 輸入 総合 China f

apparel - planning/

manufacturing/

imports

comprehensive

台　湾 女 携帯ゲーム配信 カスタマーサポート Taiwan f mobile game delivery customer support

ベトナム 女 新聞販売 経理 Vietnam f newspaper marketing accounting

韓　国 男 ＩＴ エンジニア Korea m IT engineer

韓　国 男 産業用真空システム エンジニア Korea f
industrial vacuum

system
engineer

韓　国 男 ＩＴ エンジニア Korea m IT engineer

学校法人長沼スクール

2017年度　内定実績

4～6月（春学期）： 14件　／　7～9月（夏学期）： 13件　／　10～12月（秋学期）： 17件　／　2018年1月～3月（冬学期）： 34件

合計内定件数：78　（含　卒業生　1件）　（2018年5月現在）

4～6月

（春学期）

Apr. - Jun.

(Spring Term)
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期間
（学期）

国籍 性別 業種 職種
School

Term
Nationality Gender

Category of

Industry/Business
Job Title/Job Type

台　湾 女 ゲーム運用 カスタマーサポート・翻訳 Taiwan f game application
customer support,

translation

韓　国 男 ＩＴ エンジニア Korea m IT engineer

台　湾 女 ＩＴ WEBマーケティング Taiwan f IT web marketing

台　湾 女 人材サービス 営業 Taiwan f recruitment agency sales staff

韓　国 男 ＩＴ(携帯ゲーム) 顧客対応、翻訳 Korea m IT/mobile game
customer support,

translation

台　湾 男 ＩＴ(携帯ゲーム) 顧客対応、翻訳 Taiwan m IT/mobile game
customer support,

translation

ベトナム 女 外食産業 店舗運営 Vietnam f food service industry shop management

韓　国 女 ＩＴ(携帯ゲーム) 顧客対応、翻訳 Korea f IT/mobile game
customer support,

translation

韓　国 女 外食産業 店舗運営 Korea f food service industry shop management

中　国 女 外食産業 店舗運営 China f food service industry shop management

台　湾 女 半導体専門商社 営業事務 Taiwan f
semiconductor trading

firm
sales staff

イギリス 女 教育 英語教師 Britain f education English teacher

ベトナム 女 ゲーム 人事採用 Vietnam f game recruitment staff

7～9月

（夏学期）

Jul. - Sep.

(Summer Term)
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期間
（学期）

国籍 性別 業種 職種
School

Term
Nationality Gender

Category of

Industry/Business
Job Title/Job Type

台　湾 女 商社
（化粧品・電子部品）

海外営業 Taiwan f

trading firm

(cosmetics, electronics

parts)

international sales

香　港 女 化粧品 コールセンター Hong Kong f cosmetics call center

ベトナム 女 海外送金サービス 接客・通訳 Vietnam f
overseas remittance

service
reception, interpretation

台　湾 女 人材サービス 営業 Taiwan f human resource service sales staff

ベトナム 女 ホテル フロント Vietnam f hotel front staff

台　湾 男
超音波溶着器

真空パックメーカー
海外業務 Taiwan m

ultrasonic welding device

vacuum pack manufacturer
international operation

台　湾 女 化粧品 海外営業 Taiwan f cosmetics international sales

ベトナム 女 ホテル フロント Vietnam f hotel front staff

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

ベトナム 男 人材サービス
一般事務、通訳

（実習生受入業務）
Vietnam m human resource service

general clerical operation,

interpretation

 (reception of trainees)

ベトナム 女 海外送金サービス 接客・通訳 Vietnam f overseas remittance service reception, interpretation

韓　国 女
人材紹介

オフィス通販
代理店など

空港貨物の管理・記録 Korea f
recruitment, e-commerce

agency of office supplies, etc.

management of

airport cargo

中　国 女
オーガニック農産品

製造販売
営業・通訳・翻訳 China f

manufacturing and marketing

of organic agricultural

products

sales, interpretation,

translation

台　湾 女 人材サービス 販売 Taiwan f human resource service sales staff

台　湾 女 人材サービス 販売 Taiwan f human resource service sales staff

香　港 男 ゲーム・webサービス カスタマーサポート Hong Kong m game and web service customer support

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

10～12月

（秋学期）

Oct. - Dec.

 

(Autumn Term)
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期間
（学期）

国籍 性別 業種 職種
School

Term
Nationality Gender

Category of

Industry/Business
Job Title/Job Type

台　湾 女 IT webデザイン Taiwan f IT web designer

ベトナム 男 IT エンジニア Vietnam m IT engineer

台　湾 女 ＩＴ web広告マーケティング Taiwan f IT web ad marketing staff

台　湾 女 IT 海外営業 Taiwan f IT overseas sales staff

中　国 女 IT webプランニング China f IT web planning staff

台　湾 男 IT ブリッジエンジニア Taiwan m IT bridge engineer

台　湾 女 IT 編集 Taiwan f IT editing staff

台　湾 男 IT 開発エンジニア Taiwan m IT development engineer

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

台　湾 女 アニメーションスタジオ アニメーター Taiwan f animation studio animator

台　湾 女 イベント企画
イベントディレクター

アシスタント
Taiwan f event planning

event director

assistant

台　湾 女 イベント企画
イベントディレクター

アシスタント
Taiwan f event planning

event director

assistant

台　湾 女 インバウンドサービス 企画・営業 Taiwan f inbound services planning & sales staff

韓　国 男
インプラント
製造販売

営業 Korea m
inplant manufacturer

& distributor
sales staff

韓　国 男
エレベータ
製造販売

営業 Korea m
elevator manufacturer

& distributor
sales staff

韓　国 男
ゲーム・

webサービス
カスタマーサポート Korea m games web services customer support staff

台　湾 女
セラミックス
製造販売

事務・通訳翻訳 Taiwan f
ceramics manufacturer

& distributor

clerical/translation/

interpretation staff

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

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

ポルトガル 女 ホテル フロント Portugal f hotel front staff

台　湾 女
リビング用品

製造販売
総合職 Taiwan f

interior products

manufacturer &
general clerical staff

韓　国 男
音楽・

エンターテインメント
営業 Korea m music/entertainment sales staff

台　湾 女 化学品製造販売 海外営業 Taiwan f
chemical products

manufacturer &
overseas sales staff

韓　国 男 放送 営業 Korea m broadcasting sales staff

Jan. - Mar.

(Winter Term)

1～3月

（冬学期）
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期間
（学期）

国籍 性別 業種 職種
School

Term
Nationality Gender

Category of

Industry/Business
Job Title/Job Type

香港 女 玩具製造販売 デザイナー Hong Kong f
toy manufacturer

& distributor
designer

ベトナム 男 建設 建築設計 Vietnam m construction architectural designer

タイ 男
建設機械
製造販売

SE Thailand m

construction machinery

manufactuer &

distributor

SE

香港 女 建築 設計事務 Hong Kong f construction designing clerical staff

中　国 女 人材エージェント コーディネーター China f human resource agent coordinator

台　湾 女 人材エージェント 営業 Taiwan f human resource agent sales staff

台　湾 女 半導体専門商社 海外営業 Taiwan f semiconductor trading overseas sales staff

台　湾 女 物流 一般事務 Taiwan f logistics clerical staff

台　湾 男 企画販売部 事務職 Taiwan m planning/marketing clerical staff

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

Jan. - Mar.

(Winter Term)

1～3月

（冬学期）
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