
［常磐線］

［総武線］

［東金線］

［外房線］［内房線］

［京葉線］

［北総線］

［成田線］

［京成本線］

［成田スカイアクセス］

［都営新宿線］

［つくばエクスプレス］

［山手線］

徒
歩
２
分

徒
歩
７
分

東京

上野

西船橋

日暮里

秋葉原 浅草橋
新浦安

千葉みなと

船橋

京成
津田沼

京成佐倉

押上

京成船橋

池袋

新宿 京成
上野 成田

佐倉

蘇我

大網
五井

京成成田
京成八幡

本八幡

品川

京成高砂

東松戸

千葉

新松戸

我孫子
南流山

成田湯川印旛日本医大

→つくば

→水戸

八潮

北千住

成
田
空
港

［都営浅草線］

83分

44分

37分

44分

9分

銚子
91分

佐原
29分

成東
58分

八街
44分

9分30分

29分

89分

63分

75分95分
62分

62分

67分75分

52分

64分

青砥
55分

74分

65分

45分

木更津

31分

3分

70分

54分

60分

69分

71分

51分

14分

67分

52分

47分

公津
の杜

［武蔵野線］

★京成上野駅から69 分
　京成本線（特急）［成田空港行き利用］
★東京駅から71分
　JR 総武線（快速）船橋駅乗り換え・京成本線（特急）［成田空港行き利用］
★新宿駅から89 分
　都営地下鉄新宿線本八幡駅乗り換え・京成本線（特急）［成田空港行き利用］

松岸レディスクリニック

（エッソ）
GS

タイヤ館

至成田空港
京成線

至上野 交番

★

イトーヨーカドー
ユアエルム

公津の杜
信号を渡って
右折

京成線「公津の杜」駅から

徒歩3分！

※表示分数は 2017年1月時点のダイヤによるものです。

※表示分数は時間帯により多少所要時間は異なります。

アクセス MAP

近郊 MAP

■キャビンアテンダントコース ■グランドスタッフコース ■エアカーゴコース ■ホテル観光コース

A I R L I N E
B U SI N ESS
COLLEGE OF
NARITA

〒286-0048 千葉県成田市公津の杜2-28-4　
TEL 0476-27-2500  FAX 0476-27-7811 　

学生生活を
更新中！

最新情報を
更新中！

ブログ
公開中！

0120-089-032お問い合わせ先 HP www.abc-narita.ac.jp

SCHOOL GUIDE
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一人ひとりを大切に育てます。
全員がナリビファミリーの一員です。
スタッフや講師は、皆さんのお父さん、お母さん。先輩たちは皆さんのお兄さん、お姉さん。

そして、クラスメートはこれからの人生にとってかけがえのない友…。

ナリビファミリーが、どんな時もあなたを支えます。

学　生

YOU

学校スタッフ

先　輩

講　師

クラスメート

関連企業

夢を実現させる心強い応援団。それがナリビファミリー

ナリビ
ファミリーの
バックアップ

体制

ナリビは人を育てます
航空業界は、お客様の安心・安全を守り、

飛行機を時間どおりに飛ばしながら、

お客様一人ひとりのニーズに応えたサービスを提供する、

ハードだけどチャレンジする仕事。

あなたが、そのチームの一人として羽ばたくように、

一人ひとりをきちんと見て、「温かく」、「しっかりと」育てていきます。

校 長

北村 徹
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　❷安心の2コース選択制
　❸充実の外国人講師
　❹空港でのインターンシップ
　❺しっかり学べる少人数制

巻頭特集

● キャビンアテンダントコース
● グランドスタッフコース
● エアカーゴコース
● ホテル観光コース

学科紹介

■「空の仕事」まるわかりGUIDE

■就職率100％を支える、ナリビ5つの特長

AO入試

やる気支援プログラム

オープンキャンパス

オープンキャンパスに行こう！

ナリビの就職サポートはここが違う！

学生たちの地元紹介

内定者紹介 ～憧れの職業に就いた先輩たち
主な就職先企業一覧

夢をかなえた先輩たち！

サポート体制

■就職サポート

■資格取得サポート

■安心・安全。校舎の上が学生寮！

■ナリビ生の出身地大調査！

多彩なイベントで毎日を充実！

海外研修レポート
年間イベントカレンダー

入学前

ナリビ生と同じように
対応します
入学前から語学力アップや学費の相
談など、全力でバックアップします。

在学中

先輩が最新情報を
伝えます
業界の最新情報を卒業生が来校
して教えてくれます。先輩だか
ら気軽に質問もできます。

就活時

各企業で先輩が
活躍しています
企業から評価の高いナリビの卒業生。
信頼されているからこそ、求人も豊
富です。

卒業後

卒業者も
サポートします
卒業後も語学力アップや再就職など、
一生母校として活用してください。

©Disney



先輩たちの頑張りで、企業からも高い評価！ 視野も広がり進路選択もＷに!

信頼の就職実績！ 安心の2コース選択制！
JBSグループが強力バックアップ

1年次は4コースの中から2コースを選んで学びます。異なる仕事でも関連
する事柄が多く、応用がきくようになると同時に視野も広がるため、進路
選択の幅も大きく広がります。

コース選択は入学後でOK！JBSグループが強力バックアップ 社会人基礎力養成講座や校内での企業説明会にヘアメイク指導など、
講師陣のていねいな指導で、一人ひとりの就職をサポートしていきます。充実の就職サポート体制！

特 長

1
特 長

2

社会人基礎力養成講座

表現力、伝達力、傾聴
力、計画力、対応力など
社会で生きていくため
に必要な人間力を、様々
なケーススタディを通し
て社会人としての力を
高めていきます。

ヘアメイク指導

社会人としてふさわし
いメイクやヘアスタイル
を、現場を経験し、採
用に精通した講師が一
人ひとりていねいに教
えます。

校内で行われる企業説明会

空港・ホテル業界の有
名企業が学内で会社
説明会を実施。採用担
当者から直接会社のこ
と、仕事のことを聞くこ
とができます。

個別カウンセリング

就職活動の際は、一人
ひとりの話をしっかり
聞いて、それぞれが目
指す仕事に就けるよう
きめ細かくバックアップ
します。

2コース選択制のメリット

▲

 他職種の仕事内容も理解できるので、現場での応用がきく。
自分の目標は決まっていても、もう1つコースを選択することで、他職種との関連を知ることができ、広い視野を養います。

▲

 入学後に適性を見極めながら進路選択ができる。
本当にやりたい仕事が決まっている人も、迷っている人も、2つのコースを受講することで自分の性格・適性にあった進路選択が可能になります。

CA GS× 第1希望はCA。関連する接客業としてGSも視野
に入れている方 AC HT× 第1希望はAC。HTで接客業、英会話のレベルアッ

プを目指す方

例1 例2

Voice

在校生の声

なりたい自分が見えてくる、ナリビの2コース制 社会人に必要な知識を、バランスよく吸収！
2コース制の一番のメリットは、授業を通して自分に最適な職業を見つけられ
ることです。「航空系の職業に就きたい」という強い思いがあっても、実際に学
んでみたらイメージと違うと感じたり、自分の性格によりマッチした職業を見つ
けたりすることがあります。でも2コース制なら安心。空港全体に関する知識が
身につくため、選択肢が広がり、臨機応変に進路を変更できます。

私の将来の夢は、空港で働くグランドハンドリングスタッフです。入学前から
航空系の仕事に就きたいと思い、航空業界に注目していましたが、HTコースで

「おもてなしの心」を身に付けて視野が広がりました。空港の知識だけでなく、
社会人として必要な知識をバランスよく吸収し、常に向上心を持ったグランド
ハンドリングスタッフになりたいと思います。

道川 玲子さん 山田 有花さん
CA／GSコース
私立明秀学園日立高等学校出身

AC／HTコース
千葉県立富里高等学校出身

詳しくはP.27をご覧ください

就職率100% 5つの特長！11年連続 を支える、 ナリビの

CA GS× AC HT×
Voice

在校生の声

遠藤 葵さん　春秋航空日本　キャビンアテンダント　内定

GS／ACコース
千葉県立国分高等学校出身

先生が一人ひとりに親身に対応してくれます
高校時、担任の先生に勧められナリビを知り、就職率の高さと少人数制に惹かれて入学しました。
就職サポートでは、先生に何度も相談にのっていただき、親身に対応して下さったことが印象に残っていま
す。もともと別の職種を希望していましたが、途中でキャビンアテンダントへ志望変更しました。その際、私の
話をよく聞いて下さり、就職活動中もさまざまなサポートをしていただけました。そのお陰で無事に内定をい
ただくことができました。同じ夢を持つ仲間たちと学生生活を過ごし、卒業後もずっと付き合っていける大切
な友達にも出会うことができたので、入学して本当に良かったと思っています。
将来は、親しみやすく暖かいキャビンアテンダントになりたいです。

在校生の声
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毎日が　　 留学！ ナリビ生のための

一人ひとりを大切に！

充実の外国人講師 空港でのインターンシップ

しっかり学べる少人数制

JBSグループが強力バックアップ JBSグループが強力バックアップ
経験豊富な外国人講師が複数在籍。企業が求める実際に使える英会話能力を向上させま
す。航空業界からの評判も非常に高く、これまで英語があまり得意でなかった学生も、一人
ひとりのチカラに合わせた授業で楽しんで学べ、即戦力となる実力を身につけます。

「空港に一番近い専門学校」だからこそできる、空港内でのインターンシップ。
早くから空港内の現場での仕事を経験することで、将来の「夢」を確かな「目標」に
変え、しかも必要とされるスキルを一足早く身につけることもできます。

週4日の語学授業！ 将来の夢を再確認し、
スキルをしっかり身につける

特 長

3
特 長

4

特 長

5

Voice Voice

子どもから社会人までを対象とした英会話スクール「イングリッシュハウス」が併設されているので、授業に加えて英会話やTOEICの勉強ができます。 
「イングリッシュハウス」で行われるサマーパーティーなどの行事に参加することで、様々な年齢層の方とのコミュニケーション能力を身につけることも 
できます。また、ナリビへの入学予定者、在校生、そして卒業生も特別料金で受講でき、少ない費用で英語力向上に取り組むことができます。

Rick Wren 先生

Grant Stephens 先生Erik Bentley 先生

To provide our students
with personal yet disciplined education.

温かく、かつ厳しく
指導します。

We do this by evaluating each student’s personality and ability, helping them 
develop a goal and find a program that best suits their personality and 
capabilities, and finally developing them as a person to their fullest capacity.

一人ひとりの個性と能力を見極め、個
別に目標及びプログラムを設定し、それ
ぞれの心と力を最大限に伸ばします。

英会話スクールを併設！

在校生の声 在校生の声在校生の声

浅水 紗綾さん

CA／GSコース
私立八戸聖ウルスラ学院高等学校出身

伊藤 鼓さん

CA／GSコース
私立日本大学豊山高等学校出身

岩堀 奈海さん

GS／ACコース
私立湘南学院高等学校出身

外国人講師のきめ細やかなサポートで、誰でも英語力アップ！
生徒の個性を大切にする校風が、
ナリビの魅力。

自分のペースで勉強できるから、
毎日頑張れます！

外資系企業のCAになった場合、日常会話から機内でのアナウンス、機長との専門的な会話まで、全て英語で
話さなければなりません。でもナリビでは、知識の豊富な外国人講師がおもしろいトークを交えて、丁寧に教え
てくれるから安心！わかりづらい文法も、気軽に質問できます。オーストラリアへの語学研修の前には、ホーム
ステイで困らないよう現地で使える英会話を学び、ホストファミリーとすぐに打ち解けることができました。

少人数制を導入しているため、先生が一人ひとりを
気にかけてくれると聞き、ナリビへの入学を決めまし
た。実際に授業を受けてみると、先生との距離感が
近いだけでなく、人前で発表したり質問に答えたりす
る機会が多く、緊張せずに話せるようになりました。

各クラスのレベルに合わせて授業が展開されるの
で、難しすぎて授業についていけない、ということがあ
りません。自分のペースで勉強を進めながら、テスト
を通じて理解度を測り、「ANAのCAになる」という夢
に日々近づいている実感があります。

プチ

業界知識も
身につきます

■実際の機内で作業するので、機種やフライトスケジュール、航空専門用語、客室用品、客室レイアウトなどの知識を実際に体験しながら		
　覚えることができます。

■役割分担を決めてチームで仕事を行うため、チームワーク力や責任感を養います。

1クラス40名を、担任・副担任
2名で指導。個別面談等を通
じて、一人ひとりをしっかりサ
ポート。また、語学の授業を中
心に、レベル別の少人数制を
採用。それぞれに合った指導
を行います。

TOEICや英会話は、レベル別クラ
スで学ぶので、一人ひとりの実力に
合った内容で授業を受けることが
できます。得意な人はさらに上を目
指し、苦手な人も基礎から着実に身
につくよう指導しますので、無理な
く実力をつけることが可能です。

副担任制による個別指導 習熟度別クラス編成

空港内のインターンシップは、機内クリーニング業務・ラウンジ業務等、普段入れない制限区域内での仕事もあります。さまざまな航空会社の機内
に入ることで、機内の設備の比較や、出発前に必要な準備を体感でき、就職後も「知っていて良かった」と思えること必至です。
ホテル希望者は、空港近隣のホテルでのインターンシップもあります。
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なりたい職業は

キャビンアテンダント
フライト中、より近くでお客様と接し、きめ細かいサービスをご提供する空の旅の演出家。
航空機の知識や接客マナー、サービスマインドはもちろん、語学力も重要なスキルです。

キャビン
アテンダント

C A
コース

なりたい職業は

グランドスタッフ
空港内における離発着に携わる様々な業務やラウンジサービスなど、接客を主とした仕
事。語学力・ビジネスマナーは必須です。

チェックイン
カウンター業務

ラウンジ
サービス業務

インフォメー
ション業務

各種カウンター
サービス業務

免税店
スタッフ など

なりたい職業は

貨物・ハンドリング業務
航空機の仕組みや、貨物の取り扱いに関する様々な法令についての深い知識と技術。そして航
空機の取り扱いを行うグランドハンドリングなど、安全運航には欠かせない重要な業務です。

エアカーゴ
スタッフ 通関業務 機内食

ケータリング マーシャリング トーイング

なりたい職業は

ホテル・観光業務
様々なお客様のおもてなしを行う、ホテル・観光業務です。海外からのお客様への温かい
対応などのビジネスマナーや言葉遣い、さらには語学力が必要です。

GS
コース

AC
コース

HT
コースコンシェルジュ ベルスタッフ

フロント
クラーク

バンケット
サービス

ツアー
プランナー

など

など

P.11へGO!

P.15へGO!

P.19へGO!

P.23へGO!

キミがなりたい職業はどれ？なりたい職業を選んで、詳細ページへGO！
なりたい職業について詳しく知ることが、夢を叶える第一歩です。

空の仕事　　　 GUIDEまるわかり



P

EV

2

1

3

KANKO BUS

YOKOSO

NARIBI HOTEL
TRAVEL DUTY FREE SHOP DUTY FREE SHOP INSURANCE

L O U N G E

TOURS

＄ ￥

TAXI

TAXI

TRAIN TICKET AIRPORT LIMOUSINE

DKN DKN DKN DKN

受付

DKNDKNDKNDKNDKNDKN

DKNDKNDKNDKNDKNDKN

DKNDKNDKNDKNDKNDKN

DKNDKNDKNDKNDKNDKN

CARGO
NARIBI  物流

TAKE
 OFF!多種多様な「空の仕事」。キミが選ぶ仕事場は？多種多様な「空の仕事」。キミが選ぶ仕事場は？

ひとことで「空の仕事」といっても、空港ターミナルや機内、ホテルなど、
仕事場によって職種が異なり、たくさんの仕事があります。
キミは将来、どこでどんな仕事がしたいですか？

到 着 階

出 発 階

フライト
クルー

鉄道 ホテル

旅行

ターミナルランプ

出国審査

トーイング
特殊車両で航空機を所定の位置まで移
動させるのが主な仕事です。

機内食ケータリング
搭乗者数に合わせ、機内食を製造し、出
発前の航空機に搭載します。

マーシャリング
航空機の発着時や牽引時に、機長に
合図をして航空機を誘導します。

オペレーション業務
パイロットに気象情報や飛行計画を伝
え、安全なフライトをサポートします。

通関業務
貨物の受付・引き渡し対応、貨物の計量
や通関手続きなどをおこないます。

ツアーコンダクター
企画旅行に同行してツアーが安全で円滑
に施行されるように行程を管理します。

カウンターセールススタッフ
旅行会社のカウンターで、ツアーやチ
ケットの販売、手配をおこないます。

レストランサービス
お客様にメニューの解説や料理の出し下げ
をする、サービスの技能が必要な仕事です。

フロントクラーク
宿泊予約やチェックイン・チェックアウト、
施設や観光案内、会計などをおこないます。

ベルスタッフ
手荷物を運び、宿泊客を客室まで案内し
たり、手荷物を保管しておいたりします。

ハウスキーパー
客室の清掃後の点検や、家具・備品など
の維持管理をおこないます。

コンシェルジュ
フロント周辺に常駐して宿泊客の要望に応
える“何でも相談係”のような専門職です。

バンケットサービス
披露宴やパーティーなどの準備から片付けまで
がスムーズにおこなわれるようサポートします。

ロード・コントロール
航空機の重量・重心位置を計算し、貨物・
手荷物の搭載位置の指示を出します。

給　油
航空機翼内にある燃料タンクへ、給油
車を通じて給油します。

乗車券カウンター業務
鉄道・バスの手配・乗車券の発券と、お
客様へのご案内をします。

手荷物・貨物の積卸し
ロードコントロールの指示に基づき指定され
た位置へ手荷物や貨物の積み卸しをします。

客室乗務員
安全を守るため、保安要員として、急病人
や非常事態発生時に冷静に対処します。

パイロット
お客様を安全で快適に目的地に運ぶために
細心の注意を払って飛行機を操縦します。

客室乗務員
きめ細かい気配りで、快適に過ごしていただ
けるよう、機内のサービスをおこないます。

免税店スタッフ
お客様にお買い物を楽しんでいただけるよう、親
身なアドバイスや的確な説明をおこないます。

搭乗ゲート業務
定刻に飛行機を出発させられるよう関連セクション
と力を合わせながら、お客様を機内へ案内します。

セキュリティーチェック
全てのお客様に安心して飛行機に乗ってい
ただくために「保安検査」をおこないます。

両替カウンター業務
様々な通貨を取り扱い
両替をおこないます。

海外旅行保険カウンター
旅行中のもしもに備えてご要望に添っ
た保険の案内をします。

ラウンジサービス業務
ファーストクラスやビジネスクラスのお客様
に出発までの時間くつろいでいただきます。

ツアー受付
ツアーで旅行に参加されるお客様
の出発手続きをお手伝いします。

チェックインカウンター業務
お客様の搭乗手続きや案内・誘導をおこない、
確実にご出発いただくようにお手伝いします。

バゲージクレーム業務
手荷物引き渡し所で、手荷物の紛失や破損
など、あらゆるトラブルに対応します。

インフォメーション業務
館内施設の場所や離陸時刻、交通の案内など
多種多様な問い合わせにすばやく答えます。

搬出

搬入

航空機へ

グリーンアテンダント
グリーン車内でのお客様へのワゴンサービス、改
札業務、乗り継ぎ案内、各種対応をおこないます。

新幹線パーサー
お客様のお出迎え、ワゴンサービス、車掌業務、
緊急時対応、アナウンスなどをおこないます。



キャビンアテンダントに必要な英語力、コミュニケーション能力、サービスマインドを修得

キャビンアテンダントコース
Cabin Attendant Course エアラインビジネス科 全日2年制

■ キャビンアテンダントコース　学びの特長

佐々木 未優さん
2016年卒業／千葉県立成田北高等学校出身

全日本空輸（ANA）
企業

データ

1952年に設立された、日本の航空会社。アジアを代表するエアラインブ
ランドと言われ、SKYTRAX社より“5スターエアライン”の認定を受けて
いる。

渡邉 理央さん
2016年卒業／私立東海大学付属第三高等学校出身

日本トランスオーシャン航空（JTA）

外国人講師が常に身近にい
ます。日常的に英語を話すこ
とで、CAに必要ないろいろな
場面で使える英語力が身につ
きます。

特長

1
エアラインに必須の英語力を
外国人講師から学べます。

学校内には機内と同じような
設備を完備。機内サービスな
どのロールプレイで、実践力・
即戦力を養います。

特長

2
豊富なロールプレイで
実践力をつけます。

CAに必要なマナーや教養、
メイクまで、航空会社の第一
線でCAとして活躍した講師
が、一人ひとりていねいに徹
底指導します。

特長

3
マナーや教養、航空業界の知識を
CA経験者が徹底指導します。

企業
データ

日本航空（JAL）のグループ企業のひとつ。「沖縄発日本の翼」として、沖
縄と全国各地を結ぶ路線を運行。沖縄・離島の魅力を積極的に発信す
ることで、沖縄の観光と産業の発展に貢献している。

機内アナウンスやドリンクサービスなどの基本業

務や安全業務に日々取り組んでいます。その中で

忘れられない出来事は、CAになりたいという10

歳の女の子から手紙をいただいたことです。「あり

がとう。また乗るのを楽しみにしています」と書か

れた手紙を読んだ時、辛い訓練を乗り越えCAに

なれた喜びを改めて感じ、これからもっと頑張ろう

と思えました。安全、快適な空の旅をお届けするこ

とはもちろん、ご搭乗いただいたお客さまとの出

会いも大切にしていきたいと思います。

憧れのCAになれた
喜びを感じながら
働いています。

ナリビを選んだ一番の理由は、インターンシップと

勉強の両立ができるためです。1年間のインターン

シップでは機内準備や清掃を経験し、飛行機がフ

ライトするために多くの「人」が携わっていること

を実感できました。また、在学中に実機の特徴を

教わったことで、初フライトから自信を持って乗務

することができました。短期海外研修に参加した

ことも思い出深く、自分自身の語学力を高める

きっかけとなりました。ナリビでの貴重な経験を

糧に、お客さまから信頼されるCAを目指します。

ナリビでの
充実した2年間が
今の私を支えています。

Airline Business College of NARITA 2018 Airline Business College of NARITA 201811 12



ナリビ祭

羽田空港見学 就職活動

ナリビの生徒は積極的に参加する人が多いので大盛り上がり！
クリスマスにみんなで歌ったマライア・キャリーは一生の思い
出です。

「お風呂は3分で！」という衝撃的なハウスルールを持つホストマザーでしたが、異文化理解など、
得るものが多い海外研修でした。

JALの現役CAのブリーフィング（安全・サービス
に至るまでのフライト内容を確認し合うこと）を
間近で見ることができ感動しました。

先生方の手厚いサポートを実感したのが就活中でし
た。たくさんの先生方が最後までサポートしてくださ
り、とても心強かったです。

Daily Life at ABCN キャビンアテンダントコース 編

CA内定！
日本トランス
オーシャン航空

ナリビ
入学

1年次

2年次

就活

短期海外研修（ケアンズ）

進みかけた医療系の道から転身、
あきらめずようやくつかんだCAの道。

ナリビに対しては、入学前から学びたい生徒を大切にしている印象がありましたが、入
学後も元CA・GSの先生方が親身になってサポートしてくださるので、その印象は変わ
りません。先生方の現場での経験談も聞けるため、働く際の心の準備も万全です。

CAコース

林 美弥さん
習志野市立習志野高等学校／
早稲田速記医療福祉専門学校出身

10年連続就職率100％というナリビの実績が、CAになりたい私を
後押ししてくれました。2年間、先生方の心強いサポートのおかげで
念願のCAに仲間入り。実績を支えるナリビの魅力を実感しました。

MIYA HAYASHIProfile

日本トランスオーシャン航空
日本航空（JAL）のグループ企業のひと
つ。「沖縄発日本の翼」として、沖縄と全
国各地を結ぶ路線を運行。沖縄・離島の
魅力を積極的に発信することで、沖縄の
観光と産業の発展に貢献している。

キャビンアテンダントコース　【トピックス】

どの授業も好きですが、中でも気に入っているのはCA研究講
座です。この授業が他と違うのは、机上に鏡を置いて学ぶところ
です。常に自分の表情を意識することで「昨日よりも素敵な笑
顔」を心がけています。授業後、現役・元CA、GSの先生方とお
話する時間もとても楽しいです。

ナリビで最高の笑顔を身につけ、
お客様の記憶に残る

「笑顔のおもてなし」を目指しています。

CA研究講座

成田・羽田空港見学

授業 Pickup

キャビンアテンダントに必要な業務の技術や知識を、ロールプレイを
中心に、実際にCAだった先生が経験に基づいて指導します。また、
社会人として必要な立ち居振る舞いや敬語、コミュニケーション能力
なども養成します。

年に2回、成田・羽田空港の見学を行いま
す。実際の現場を見て、働いている方々から
直接お話を伺い、普段は見ることのできな
い仕事の内側を学びます。学校の中での勉
強だけではなく、ワンランク上の自分を目指
すきっかけとなります。

カリキュラム　CA/GS

※CA/GSとamadeusを選択した場合の一例

月 火 水 木 金

ホームルーム

1
9:20

10:05
TOEIC キャリア

講座 日本語表現 総合英語 TOEIC

2
10:10

10:55

3
11:05

11:50 ビジネス
マナー

英会話 英会話 英会話 英会話

4
11:55

12:40
第二外国語 第二外国語 第二外国語 第二外国語

　　　　　　ランチタイム

5
13:40

14:25
amadeus 基礎教養 CA研究講座 GS研究講座

社会人基礎力
養成講座

航空・観光概論
（隔週）6

14:30

15:15

7
15:25

16:10
学力強化 学力強化 ロング

ホームルーム

現場をよく知る先生方のお話も為になります！

山口 梓さん

CA／GSコース
千葉県立茂原高等学校出身

● 林 美弥さんの ナリビライフ ●
夢を叶える充実したカリキュラムで大満足！

夢に向
かって

努力する
仲間に

囲まれた

ナリビラ
イフ！

かりゆし
ウェア

講師より

CA受験面接対策につながる授業で、合格を目指します。

インストラクター
川下	亜由子
（元ANACA）

コースリーダー
狩野	厚子
（元JALCA）

キャビンアテンダントとはどのような職業なのか。どのような適性が必要なのか、自分自身の課題を
見つけ、自ら吸収しようという意欲を持って知識の幅を拡げていくよう指導しています。
CA受験の面接突破の基本はまず「好印象を持ってもらうこと」です。「自分の言葉で意思を伝える」
「きちんとフルセンテンスで話す」「常に笑顔で、姿勢よく」を意識させるよう徹底し、また、授業で
学んだ事を後日アウトプットさせることで、知識の定着・実践ができているかを確認します。機内業
務の他、接客の五原則（挨拶、言葉遣い、表情、態度、身だしなみ）、ホスピタリティ・顧客満足の考
え方、時事問題の意見発表など、他企業でも即戦力となる力を養います。
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グランドスタッフに必要な知識と技能を修得

グランドスタッフコース
Ground Staff Course エアラインビジネス科 全日2年制

■ グランドスタッフコース　学びの特長

永野 紅緒さん
2015年卒業／千葉県立松戸国際高等学校出身

JALスカイ
企業

データ

JALグループの空港運営会社。JALグループや、JALが業務を受託して
いる外国航空会社と連携し、成田・羽田両空港にて、旅客サービス業
務・運航支援業務を行っている。

吉田 礼さん
2015年卒業／栃木県立真岡女子高等学校出身

ANAエアポートサービス

働く上で必要な接客マナーや
コミュニケーションの取り方
を基礎から学びます。自分の
考え方や目標を発表する機会
も多く設けられています。

特長

1
グランドスタッフの全てを
基礎から学びます。

英語に加え、訪日旅客が多く
ビジネス面でも需要の高い第
2外国語を学びます。

特長

2
需要の高い第2外国語を
習得します。

身だしなみや立ち居振る舞いの
授業が評価され、様々なイベン
トから「ナリビ生に参加して欲し
い」と声をかけられています。千
葉国体の表彰式にアシスタントと
して参加し、大変好評でした。

特長

3
日頃の成果を発表する機会が
たくさんあります。

企業
データ

グランドハンドリング・空港旅客サービス・運航支援の部門における、空
港オペレーションを担っている航空関連会社。「ANA’s Way」に基づ
き、ANAグループの経営基盤である羽田空港で業務を行っている。

日本の玄関口と言われる羽田空港で、搭乗ゲート

業務や到着業務を担当しています。最も印象深

かったのは、お子様の旅行をサポートした時のこ

と。夏休み、札幌発のポケモンジェットで帰ってき

た兄妹が「楽しい旅行だったね！」と話していて、そ

んな2人を出迎えた御両親から「また利用します」

と温かいお言葉をいただきました。その時に感じた

のは、ワクワクした気持ちを届けることの大切さ。

これからも羽田空港がより快適になるよう、ひとつ

ひとつの業務を大切にしていきたいと思います。

「また利用します」という
お客さまの温かい言葉が 
日々の励みです。

チェックイン業務や手荷物の受託などを担当して

います。ある日、高齢の御夫婦に声をかけられまし

た。2、3日後にJALを御利用になる予定で、当日の

流れを聞きたいとおっしゃったので、予約を確認し

てチケットの控えを出し、富士山の見える席をご案

内して、搭乗までのご説明をしました。2人はとて

も安心され、最後に私の名前を呼んで「絶対忘れ

ません」と言ってくださいました。GSは空港の顔で

す。どんなに忙しい時もお客さまと正面から向き合

い、同じ目線で接客するよう心がけています。

JALの一員として
どんな時もお客さま目線
を大切にしています。
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インターンシップ

フィールドトリップ

海外研修 GS講座

成田空港に発着した便の機内清掃を1年間担当しました。飛行
機が1機飛ぶためには大勢の人の力が必要だということを現場
で学びました。

入学後1週間で校外に出かけると聞き、最初は緊張しました。けれど同じ夢を持つ仲間同士ですぐ
に意気投合し、仲が深まりました。

実は入学当初、英会話が苦手で、英語で話すこ
とに抵抗がありました。でも海外研修で外国の
空気に触れ、自分から積極的に話すことが大切
だと実感しました。

現場で使われている専門的な知識や、将来に役立つ先
生の体験談を数多く聞くことができ、GSになりたいと
いう気持ちが高まりました。

GS内定！
JALスカイ

ナリビ
入学

1年次

2年次

就活

「GSになる」という長年の夢が実現！
授業は、将来役立つリアルな知識が満載です。

ナリビは他の専門学校よりも、実践的な知識を得られる学校です。卒業後に現場で必
要な航空業界の専門用語の習得や実際にGSとして働いていた先生方の体験談を聞く
ことができます。社会に出ても感謝の気持ちを忘れず、お客様一人ひとりに寄り添った
サービスを心掛けたいと思います。

GSコース

宍戸 美咲さん
私立作新学院高等学校出身

成田空港でのインターンシップと、就職率の高さに魅力を感じ、ナ
リビへの入学を決めました。学生時代に空港で働いて得た知識は、
この先GSとして働く限り役立つ、一生モノだと感じています！

MISAKI SHISHIDOProfile

JALスカイ
JALグループの空港運営会社。JAL
グループや、JALが業務を受託して
いる外国航空会社の「顔」として、成
田・羽田両空港にて、旅客サービス
業務・運航支援業務を行っている。

講師より

華やかな現場だからこそ、基本が大切です。

インストラクター
倉﨑	佳江
（元ANAGS）

コースリーダー
平賀	知子
（元JALGS）

国際性豊かな旅客ターミナルの数ある業務の中で、華やかで人気のあるのが搭乗手続に代表される
旅客業務や案内業務です。空港でお客様と最初に出会う大切な仕事には、笑顔や気配り、そして基
礎英語力はもちろん美しい日本語が求められます。
本コースでは、グランドスタッフの仕事内容を理解することから、マナーや敬語、メイクアップなどま
でじっくり学びます。しっかりと自分の意見を持ち、グランドスタッフにふさわしい人物を目指して、
就職活動にのぞめるようきめ細かく指導していきます。

グランドスタッフコース　【トピックス】

商業高校出身の私は英語力に自信がなかったため、少人数で
英語を学べる点に魅力を感じて入学しました。実際に授業を受
けてみると、自分に合ったレベルで勉強でき、授業が全く苦にな
りませんでした。GSの授業も、先生が空港内で体験したおもし
ろいエピソードが満載で、笑いにあふれています。

中学時代からの夢を叶えたい！
旅の始まりと終わりに幸せを贈る
GSを目指して英語の特訓中です。

情報処理（パソコン／amadeus）実習

メイクアップ講座

授業 Pickup

航空機予約システム「amadeus」か、Word・Excel・Power Pointな
どの基本的なPC操作のいずれかを選択して学びます。どちらも検定
合格を目指し実習に取り組んでいます。

社会人としてふさわしい身だしなみやメイ
クを学びます。基本から様々なテクニック
まで、プロの講師が一人ひとりていねいに
教えます。仕事だけではなく、就職活動に
も役立つ、学生にとても人気のある実習で
す。

カリキュラム　GS/AC

※GS/ACとamadeusを選択した場合の一例

月 火 水 木 金

ホームルーム

1
9:20

10:05
TOEIC キャリア

講座 日本語表現 総合英語 TOEIC

2
10:10

10:55

3
11:05

11:50 ビジネス
マナー

英会話 英会話 英会話 英会話

4
11:55

12:40
第二外国語 第二外国語 第二外国語 第二外国語

　　　　　　ランチタイム

5
13:40

14:25
amadeus 基礎教養 GS研究講座 AC研究講座

社会人基礎力
養成講座

航空・観光概論
（隔週）6

14:30

15:15

7
15:25

16:10
学力強化 学力強化 ロング

ホームルーム

わかりやすい授業で、着実にレベルアップ！

藤代 彩花さん

GS／HTコース
千葉県立千葉商業高等学校出身

● 宍戸 美咲さんの ナリビライフ ●
一生の思い出になるイベントが満載！

自分の

成長が
実感

でき、充
実した

毎日で
す。

Daily Life at ABCN グランドスタッフコース 編
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エアカーゴ・グランドハンドリング業務についての専門知識と技能を修得

エアカーゴコース
Air Cargo Course エアラインビジネス科 全日2年制

■ エアカーゴコース　学びの特長

篠塚 友太さん
2015年卒業／千葉県立土気高等学校出身

JALカーゴサービス
企業

データ

JALグループ国際貨物運送部門の中核会社。航空貨物関連業務を、成
田空港で幅広く展開。日本航空国際貨物運送部門のサポートセンター
として、スタッフの教育訓練など様々な支援を行っている。

元木 和希さん
2015年卒業／千葉県立佐倉南高等学校出身

ANAエアポートサービス

将来役立つ貨物・地上支援の専
門的な航空知識を基礎から応用
まで幅広く、また、理解できるま
で全面的に指導します。

特長

1
貨物・グランドハンドリングの現場ですぐ使える
航空知識を学びます。

航空会社に勤務していた講師による授業で、国際航空貨
物取扱士（ディプロマ）の取得を目指します。また、危険
物の取扱い、税関との関わり、外国との法律の違いなど
の知識も身につけます。

特長

2 “国際航空貨物取扱士”取得を目指します。

企業
データ

グランドハンドリング・空港旅客サービス・運航支援の部門における、空
港オペレーションを担っている航空関連会社。「ANA’s Way」に基づ
き、ANAグループの経営基盤である羽田空港で業務を行っている。

輸出事業部の受付を担当し、貨物のチェックや書類

の授受に携わっています。ACコースで学んだ知識

の中で最も役立っているのは、AWB（航空貨物運

送状）の読み方。貨物と書類を照合する際は、授業

内容を思い出しながら慎重に確認しています。ま

た、全社員が経営について考えるという企業方針の

もと、若手ながら経営会議にも参加しています。思

いきって発言した業務改善案が賛成多数で実現し

た際は、着実な成長を実感しました。今後も日々の

業務一つひとつを大切に、さらなる改善を重ねたい

と思います。

会議で発言した改善策が
賛成多数で実現！ 
日々会社に貢献して
います。

ANAの協力会社で働いていた父の背中を追いかけ

て、現在は羽田空港で国内航空貨物の受託業務を担

当しています。主な業務内容は、運送状に記載された

個数や行き先、荷送人、荷受人、危険物情報と、実際

に搬入された貨物を確認して受託することです。自分

が取り扱った貨物やコンテナが無事搭載され、飛び

立つ様子を見ると、貨物を搬送する人や搭載する人

など、他部門とのつながりを感じます。改めて、１機の

飛行機を飛ばすことに、多くの人が携わっているのだ

と自覚する瞬間です。

父に憧れて航空業界へ。
飛行機が離陸する瞬間に
仕事の醍醐味を感じます。
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短期海外研修（ケアンズ）

空港・ホテル見学実習

インターンシップ スポーツデイ

初めてのホームステイで緊張しましたが、英語漬けの生活をす
ることで、英会話力を伸ばすことができました。また、自分自
身も成長することができたと思います。

一般客は入れない特別な区域に入れたり、スタッフの方々が丁寧に教えてくれたりと、貴重な体験
ができました。就職活動時の企業研究にも役立つ実習です。

成田空港のランプエリアで手荷物の積み降ろし
業務を担当しました。空港内での荷物の流れを
知るという、いい経験ができたと感じています。

普段の授業とは違う姿でお互いを励ましあい、クラス
みんなで一致団結！どのクラスも絆が深まり、イベント
は大盛り上がりでした。

AC内定！

ANA成田
エアポート
サービス

ナリビ
入学

1年次

2年次

就活

就職活動を応援してくれた先生のアドバイスが
内定獲得につながりました！

ナリビの先生は、ほとんどが航空業界出身者。中には元採用担当の先生もいます。就職活
動中はエントリーシートの添削をしてくれたり、面接前に細かなアドバイスをしてくれたり
と、親身になって相談にのってくれました。就職活動を乗り切れたのは先生のおかげです！

ACコース

掛巣 太陽さん
千葉県立小見川高等学校出身

幼いころから、飛行機のそばで働いている航空運送地上支援（グラン
ドハンドリング）の仕事に憧れていました。就職後も「日々勉強」の精
神を胸に、人間として成長し、立派な社会人になりたいと思います。

TAIYO KAKESUProfile

ANA成田エアポート
サービス
ANA成田空港を経営する総合
ハンドリング会社。旅客ハンド
リング事業から、運送・貨物事
業、エンジニアリング事業まで、
幅広く展開している。

講師より

人気の高い地上支援業務での即戦力に。

コースリーダー
濱野	秀幸
（元外資系AC）

本コースは、航空会社、航空貨物代理店および航空運送地上支援（グランドハンドリング）の分野で活躍を目指す方を対象にして
います。
グローバル化の時代における物流の多様化に対応できる航空貨物輸送の需要は益々高まると予想されます。
この分野の業務はIT化された事務系の業務も多く、女性も活躍できる職場がたくさんあります。
また、飛行機の誘導やけん引、貨物の積み降ろしなどを行うグランドハンドリングの仕事も非常に人気のある職種です。

エアカーゴコース　【トピックス】

私が楽しみにしている授業は「社会」です。授業内で時事に触れ
られるため、ニュースを見るだけではわからない社会情勢や経
済状況を知ることができます。専門知識や英語だけでなく、一
般常識まで幅広く学べるナリビ。社会人として恥ずかしくないよ
う、様々な知識を身に付けていきたいです！

「社会」の授業で知る世界情勢。
航空業界の専門知識にプラスして
より理解を深めます。

航空機地上支援機材（GSE）の見学

航空貨物搭降載作業の見学

授業 Pickup

広いランプ内を特殊車両に乗って荷物を運搬。大量の荷物を、迅速
かつ正確に指定された場所に運ぶことが求められます。就職後に試
験をパスすれば、飛行機をけん引する特殊車両などを運転すること
もできます。

大量の貨物を確実に運搬するため、一つひ
とつコンピュータで管理されており、貨物
に関する専門知識が求められます。精密機
器や動植物などを運搬することも多く、細
やかな心配りが必要です。

カリキュラム　AC/HT

※AC/HTと情報処理を選択した場合の一例

月 火 水 木 金

ホームルーム

1
9:20

10:05
TOEIC キャリア

講座 日本語表現 総合英語 TOEIC

2
10:10

10:55

3
11:05

11:50 ビジネス
マナー

英会話 英会話 英会話 英会話

4
11:55

12:40
第二外国語 第二外国語 第二外国語 第二外国語

　　　　　　ランチタイム

5
13:40

14:25
情報処理 基礎教養 AC研究講座 HT研究講座

社会人基礎力
養成講座

航空・観光概論
（隔週）6

14:30

15:15

7
15:25

16:10
学力強化 学力強化 ロング

ホームルーム

しっかりした教育体制で、将来も安心！

飯田 大和さん

AC／GSコース
千葉県立東金高等学校出身

● 掛巣 太陽さんの ナリビライフ ●
ナリビでしかできない体験がいっぱい！

同じ夢を
持つ

仲間と一
緒

だから頑
張れ

ます！

Daily Life at ABCN エアカーゴコース 編

Airline Business College of NARITA 2018 Airline Business College of NARITA 201821 22



「おもてなしの心」を大切に、ホテル・観光業界で幅広く活躍する人材を育成

ホテル観光コース
Hotel & Tourism Course エアラインビジネス科 全日2年制

■ ホテル観光コース　学びの特長

櫻井 美紗希さん
2015年卒業／千葉県立佐原白楊高等学校出身

ミリアルリゾートホテルズ
企業

データ

ディズニーアンバサダー®ホテル、東京ディズニーシー・ホテルミラコス 
タ®、東京ディズニーランド®ホテルを経営・運営する企業。他のホテルと
比較すると採用倍率が高く、就職するのは難関。

本間 雅大さん
2016年卒業／千葉県立船橋北高等学校出身

帝国ホテル 東京
企業

データ

1890年（明治23年）、海外からの賓客を迎える「日本の迎賓館」として
東京日比谷に開業したホテル。ホテルオークラ、ニューオータニと並び

「御三家」と称され、高い人気を誇る。

日本を代表する老舗ホテル「帝国ホテル」で、荷物運

搬のサポートや、ロビーでのご案内を担当していま

す。意外にもホテル業務で役立っているのが、在学

中に覚えた航空会社の2レターコード。空港とホテ

ルを結ぶリムジンバスが運行しているため、一部で

はありますが航空業界の知識も必要とされます。

日々の努力が実り、名前を覚えてくださったお客さま

にお褒めの言葉をいただきましたが、まだまだ知識

は足りません。目標であるベルキャプテンになれるよ

う、1日も早く業務を覚え、会社に貢献したいです。

日本を代表するホテルで
ベルキャプテンを目指し
日々奮闘中。

ルームサービスのキャストとして、食事のデリバ

リーやお祝い事のサポートをしています。まだ入社

したばかりですが、宿泊部で使う専門用語や、海

外から来日されたお客様への対応をインターン

シップで学んでいたため、即戦力になれました。や

りがいを実感するのは、お祝いしたお客様から、後

日感謝の手紙が届いた時。今後はゲストの方だけ

でなく、一緒に働く仲間にもハピネスを提供でき

るトレーナーを目指します。

ディズニーランド隣接の
公式ホテルで働く
ハピネスに満ちた毎日。

ホテル・観光業務で使われて
いる実践的英会話を、外国人
講師が教えるので、外国から
のお客様への対応にも自信が
もてます。

特長

1
充実の英会話授業でスムーズな会話
ができるホテルスタッフを目指す。

ホテルの仕事を熟知している講
師が授業を担当しています。フロ
ント・レストラン・宴会・ブライダ
ル・調理など様々なジャンルの現
場に即した授業により、即戦力と
なる技術と知識を身につけます。

特長

2
現場経験豊富な講師から直接
学ぶから実践力が身につく。

授業ではＨ検（ホテルビジネス
実務検定）用のテキストを使用
し、ホテル業務に必要な実務
知識を体系的に習得していき
ます。1年次で2級取得を目指
し、就職活動に役立てます。

特長

3
ホテルビジネス実務検定
ベーシックレベル2級取得を目指す。

©Disney
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短期海外研修（ケアンズ）

フィールドトリップ

ナリビ祭 スポーツデイ

海外への旅行は初めてで、ホームステイがとても不安でした。
でも行ってみたら、毎日が新しいことばかりで新鮮！ TOEICの
リスニングの点数も上がり、いい経験になりました。

クラスメイトと仲良くなるための、最初の行事。学年全員でゲームをしたり、自由行動で新しくでき
た友達と話したりと、充実したイベントでした！

バンドを組んで、放課後にみんなで練習！かけが
えのない仲間に出会い、一生大切にしたい宝物
のような思い出ができました。

1、2年生が一緒になって取り組む、ナリビの一大行事！
どのクラスも学年の壁を越えて仲が深まり、みんなで
いい汗を流しました。

HT内定！
ホテルオークラ
東京ベイ

ナリビ
入学

1年次

2年次

就活

万全のサポート体制で、実力アップ！
いつでも相談にのってくれる先生は心強い味方。

1クラス40人以下の少人数制に魅力を感じて入学しました。理解できない問題はすぐ
に質問でき、先生は生徒一人ひとりの性格を理解したうえで質問に答えてくれます。い
つでも先生に相談できる校風のおかげで、想像以上に成長することができました！ 

HTコース

北田 実優さん
千葉県立東金商業高等学校出身

充実した語学の授業のおかげで、TOEICの点数をアップさせることができま
した。就職後は、料飲、宿泊どちらの部署も経験し、ホテル内全ての仕事を
理解したうえで、お客様に最高のホスピタリティを提供したいと思います。

MIYU KITADAProfile

ホテルオークラ東京ベイ
1988年に設立された、東京ディズニー
リゾート内にあるオークラ・ホテルズ&リ
ゾーツのホテル。東京ディズニーランド
に隣接するアーバンリゾートホテルとし
て、国内外の観光客を受け入れている。

講師より

ホテルのサービスと経営をバランスよく学びます。
ホテルと空港の業務は互いに密接な関係にあります。成田空港周辺はホテル
が数多く存在し、多くのお客様がご利用になっています。この恵まれた環境
を活かし、ナリビでは近隣ホテルでのインターンシップで実践力を磨きます。 
一流のサービスやホスピタリティ、立ち居振る舞いを身につけることはもちろ

ん、ホテル経営に関わる経理、法律、人事、購買などの業務や、空港との関わ
りについてもしっかりと学び、バランス感覚を身につけたホテルスタッフを育て
ています。

ホテル観光コース　【トピックス】

進路の第一志望がホテルマンの私にとって、ホテルの授業は何
よりも身になります。各部署の役割を細かく学べるだけでなく、
実際にホテルに勤務されていた先生方が経験談を話してくださ
るため、教科書では学べない知識が身に付きます。東京オリン
ピックが開催される2020年までに、ホテルの先頭に立てるス
タッフになれるよう、一層勉強に励みます！

ホテルマン志望の私にとって
「ホテル」の授業は最高！
先生の経験談が何よりの学び。

プレゼン実習

HT研究講座

授業 Pickup

各グループに分かれて与えられた課題（新しい旅行企画など）につい
て話し合い、それを全員の前で発表します。伝えたいことを簡潔にま
とめる能力が身につくため、就職面接や就職後のお客様とのコミュ
ニケーションに役立ちます。

ホテルの業務内容やテーブルマナーなどに
ついて細かく学びます。現場のプロによる
授業で、ディスカッションやロールプレイ、
グループワークなどの実践トレーニングを
中心に学び、インターンシップで実践力を磨
きます。

カリキュラム　HT/CA

※HT/CAと情報処理を選択した場合の一例

月 火 水 木 金

ホームルーム

1
9:20

10:05
TOEIC キャリア

講座 日本語表現 総合英語 TOEIC

2
10:10

10:55

3
11:05

11:50 ビジネス
マナー

英会話 英会話 英会話 英会話

4
11:55

12:40
第二外国語 第二外国語 第二外国語 第二外国語

　　　　　　ランチタイム

5
13:40

14:25
情報処理 基礎教養 HT研究講座 CA研究講座

社会人基礎力
養成講座

航空・観光概論
（隔週）6

14:30

15:15

7
15:25

16:10
学力強化 学力強化 ロング

ホームルーム

郡司 知親さん

HT／GSコース
千葉県立東金商業高等学校出身

● 北田 実優さんの ナリビライフ ●
憧れの職業に近づく毎日！

勉強も
行事も

楽しむの
が

ナリビ流
！

先生のリアルな体験談がおもしろい！

Daily Life at ABCN ホテル観光コース 編
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エアライン業界を中心に、ナリビの就職率は 
なんと11年連続で100％！
即戦力として就職に役立つカリキュラム構成
はもちろん、1年次から就職への意識を高め、
各々の就職活動に取り組んでいます。

就職率は
11年連続

（就職を希望しない学生を除く）

ナリビの就職サポートはここが違う！

内定までの道のり

就職相談コーナーには、過去に受験した先
輩方の体験を含め生きた資料があります
ので、就職先企業に合わせた指導をするこ
とができます。また、履歴書作成、面接の
受け方、会社訪問の方法に至るまで、一人 
ひとりに合った、独自の細やかな就職指導
を行っています。私たちが責任を持ってあ
なたの就職活動を全力でバックアップし、
夢を実現させます。

就職活動は、入学と同時に始まります。

ナリビは、1年次から
万全の就職バックアップ！

就職指導担当
柳瀬	京子

就職指導担当
中田	浩三

就職指導担当から

グループでの
面接練習を行います。

早期入社インターンシップ生
も気軽に顔を見せます。

就職活動をサポートする指導内容が充実！

学校全体で就職活動をサポートします！

エントリーシート・小論文の添削指導

自分をうまく表現できるよう、エ
ントリーシートはきめ細かく添削
します。また、企業研究の仕方、
面接練習なども適宜徹底指導し
ます。

受験企業別面接特訓

本番を想定した面接特訓で、受
験企業のニーズに合わせた対応
ができるよう、アドバイスと練習
を繰り返し、自信につなげていき
ます。

■

航空業界出身で、採用にも精通した講師陣が 
就職指導を担当

■

航空・ホテル業界の採用担当者から直接得た情報
を学生にフィードバック

■

企業から厚い信頼を得ている本校ならではの 
指定校採用（公募によらない優先採用）

■

空港・ホテル・鉄道を中心に、様々なサービス業
界にわたる就職先の新規開拓

■

日本での就職を目指す留学
生を対象にした企業情報の
収集・提供を行い、就業ま
でサポート

4月
5月

6月

7月
8月
9月
10月
11月

12月
1月
2月
3月

業界研究

自己分析
適性検査

1年次

2年次

卒　業

自己PR文の作成
身だしなみ講座

企業研究
エントリーシート作成

エントリーシート作成

プレゼン演習

グループディスカッション／
OB・OGを招いて

グループ面接対策

個人面接対策

企業の採用担当者を招いて

OB・OGを招いて

一人ひとりの状況に合わせた個別指導

あこがれの
会社に内定

先輩の話は

役に立つ！

仲間と一緒に
頑張ろう！

スーツ通学なので
身だしなみを整え
気持ちもひきしまり

ます！

■ 主な就職先企業一覧
キャビンアテンダント
全日本空輸（ANA）
ＡＮＡウイングス
日本トランスオーシャン航空（ＪＴＡ）　
春秋航空日本
中国南方航空
グランドスタッフ
ＪＡＬスカイ
ＡＮＡエアポートサービス
ＡＮＡ成田エアポートサービス
バニラ・エア
ジェットスター・ジャパン
空港ターミナルサービス
ＡＮＡスカイビルサービス
羽田旅客サービス
スイスポートジャパン（関空）

成田国際空港振興協会
ＦＭＧ
リムジン・パッセンジャーサービス

ホテル
帝国ホテル
ミリアルリゾートホテルズ
浦安ブライトンホテル
セルリアンタワー東急ホテル
ウェスティンホテル東京
ザ･ペニンシュラ東京
パークハイアット東京
アンダーズ東京
日本ホテル
成田エクセルホテル東急
ヒルトン成田

六本木ヒルズクラブ
（森ビルホスピタリティコーポレーション）

エアカーゴ・グランドハンドリング
ＮＣＡ Ｊapan
JALカーゴサービス
西鉄物流
日新エアカーゴ
阪急阪神ロジパートナーズ
国際空港上屋
ＡＮＡ成田エアポートサービス
ＡＮＡエアポートサービス
日本空港サービス
羽田エアグランドハンドリング

航空保安
ジェイ・エス・エス

免税販売
ＪＡＬ-ＤＦＳ
ＮＡＡリテイリング
羽田エアポートエンタープライズ

国内・国内線電話予約
ANAテレマート

鉄道・船

ジェイアール東海パッセンジャーズ
（新幹線パーサー）

日本レストランエンタプライズ
（グランクラスアテンダント）

日本レストランエンタプライズ
（グリーンアテンダント）

エアライン業界、ホテル観光業界を中心に、ナリビの就職先実績は多岐に渡っています。これも様々な業界から信頼されている証。

※就職以外の進路：専門学校で習得した英語力や知識を活かし、海外留学をしたり、大学に編入するという道もあります。　
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株式会社セルリアンタワー
東急ホテル

千葉県立成田国際高等学校出身

松本 美華さん

株式会社東京ベイホテルズ
(東京ベイ舞浜ホテルクラブリゾート)

熊本県立熊本工業高等学校出身

光永 愛美さん

株式会社
日本レストランエンタプライズ
＜グランクラス＞

北海道八雲高等学校出身

島貫 優美さん

ANAテレマート株式会社

千葉県立四街道北高等学校出身

若菜 慧史さん

2017年3月卒業生　就職内定者紹介

航空・空港関連

80％

ホテル・観光関連

17％
その他3％

航空業界を中心に、ホテル・観光・鉄
道業界でナリビ卒業生たちが活躍し
ています。東京オリンピックを前に成
田・羽田空港の発着枠が増えること
で、さらに求人が増えることが予想さ
れます。

（2010年〜2015年）卒業生の進路状況

憧れの職業を手にした先輩達をご紹介します！「夢」を「目標」に！

全日本空輸株式会社

茨城県立水戸桜ノ牧高等学校出身

村上 碧さん

全日本空輸株式会社

千葉県立成田北高等学校出身

武藤 美希さん

ANAウイングス株式会社

千葉県立我孫子高等学校出身

坂田 知優さん

春秋航空日本株式会社

私立水戸葵陵高等学校出身

菊池 健之さん

春秋航空日本株式会社

千葉県立八千代東高等学校出身

藤崎 唯さん

株式会社ＪＡＬスカイ

茨城県立水戸商業高等学校出身

髙松 音々さん

ＡＮＡエアポートサービス
株式会社

千葉県立富里高等学校出身

鈴木 ももこさん

空港ターミナルサービス
株式会社

千葉県立実籾高等学校出身

石出 芽衣さん

羽田エアグランド
ハンドリング株式会社

沖縄県立宮古高等学校出身

兼島 悠輔さん

株式会社ＪＡＬスカイ

千葉県立八千代高等学校出身

戸嶋 更紗さん

株式会社ＪＡＬスカイ

長野県松本美須々ヶ丘高等学校出身

藤原 美月さん

ＡＮＡ成田エアポートサービス
株式会社

私立清真学園高等学校出身

額賀 萌さん

ＡＮＡ成田エアポートサービス
株式会社

千葉県立千葉北高等学校出身

島袋 カレン 詠美さん

ＡＮＡエアポートサービス
株式会社

茨城県立水戸商業高等学校出身

大須賀 美穂さん

株式会社ＪＡＬスカイ

北海道釧路江南高等学校出身

田澤 亜季さん

ＡＮＡ成田エアポートサービス
株式会社

千葉県立木更津東高等学校出身

大杉 舞さん

ＡＮＡ成田エアポートサービス
株式会社

私立共愛学園高等学校出身

齋藤 春香さん

株式会社帝国ホテル

千葉県立富里高等学校出身

大見謝 美樹さん

日本ホテル株式会社

千葉県立幕張総合高等学校出身

矢木 満里奈さん

NCA Japan株式会社

千葉県立松尾高等学校出身

柳沼 美咲さん

NCA Japan株式会社

茨城県立下妻第二高等学校出身

櫻井 瑠菜さん

日新エアカーゴ株式会社

秋田県立大館工業高等学校出身

野呂 晃世さん

株式会社JALカーゴサービス

千葉県立千葉大宮高等学校出身

丸田 千亜稀さん

国際空港上屋株式会社

千葉県立佐原白楊高等学校出身

堀越 明日香さん

東京国際エアカーゴ
ターミナル株式会社

山梨県立甲府工業高等学校出身

李 東烈さん

ＡＮＡエアポートサービス
株式会社

私立アレセイア湘南高等学校出身

重成 琳太朗さん

ＡＮＡ成田エアポートサービス
株式会社

千葉県立四街道高等学校出身

遠藤 大介さん

ＡＮＡエアポートサービス
株式会社

山梨県立韮崎高等学校出身

清水 香那さん
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卒業生紹介夢をかなえた先輩たち！ 就職活動のことや、ナリビで学んだことが　　今、仕事のどんな場面で役に立っているのかを聞きました。

NCA JAPAN

在学中は企業研究に熱中！
理想の職場に就職できました。

成田空港における、日本貨物航空㈱の運送サービス業
務を行う。国内だけでなく、海外基地における運送サ
ポート業務も担っている。

2015年卒業
芹川 智乃さん　千葉県立佐倉南高等学校出身

NCA JAPAN

航空貨物業界ならではの
やりがいを感じます。

成田空港における、日本貨物航空㈱の運送サービス業
務を行う。国内だけでなく、海外基地における運送サ
ポート業務も担っている。

2015年卒業
久保田 涼太さん　茨城県立古河第三高等学校出身

ザ・ペニンシュラ東京

海外から来日されたお客様を
「和の心」でおもてなし。

世界10都市でラグジュアリーホテルを運営する、ザ・ペニン
シュラホテルズの一つ。日本屈指のビジネス街として知られる
丸の内エリアに位置し、国内外からの観光客を迎えている。

2015年卒業
小河 隆太郎さん　宮崎県立小林高等学校出身

JALスカイ

安全で快適な空の旅をサポート
する、空港のプロフェッショナル。

JALグループの空港運営会社。JALグループや、JALが業務
を受託している外国航空会社の「顔」として、成田・羽田両
空港にて、旅客サービス業務・運航支援業務を行っている。

2015年卒業
森田 菜月さん　千葉県立成田国際高等学校出身

バニラ・エア

会社から表彰され、カウンター
責任者を務めています。

2011年、エアアジア・ジャパン株式会社として設立した
日本の格安航空会社（LCC）。2013年11月より、商号を
「バニラ・エア株式会社」に変更。国内・国際共に路線を
拡張し、現在国内外合わせて10都市に就航している。

2013年卒業
千葉 大輔さん　Hilliard Davidson High School出身

春秋航空日本

どこにも負けない
最高のおもてなしをお客様に。

中国に本社を置く春秋航空などの出資によって、2012
年に設立された格安航空会社（LCC）。生活路線を開拓
し、就航路線ネットワークを活用して格安運賃を実現。

2014年卒業
和田 朱里さん　千葉県立銚子商業高等学校出身

バニラ・エア

在学中に学んだ事を活かして
日々フライトを楽しんでいます！
2016年卒業
高橋 美智さん　栃木県立鹿沼東高等学校出身

成田国際空港振興協会

世界各国からのお客様との一期一会を
大切に、業務に取り組んでいます！

成田国際空港の利用者の便益増進を図る事業、成田空港と空
港関係地域社会との調和を促進する事業等を行うことを目的
に、昭和63年に設立された公益法人。旅客事業部では、イン
フォメーションカウンターや巡回案内業務などを行っている。

2016年卒業
松原 美咲さん　千葉県立茂原高等学校出身

ヒルトン成田

お客様との出会いがやりがい
であり、成長の糧になります。

成田国際空港を望む緑豊かな1万坪の敷地に建つ、リ
ゾート感覚とエアポート機能を兼ね備えた都市郊外型
のホテル。

2015年卒業
牧野 圭佑さん　私立千葉経済大学附属高等学校出身

六本木ヒルズクラブ

ナリビで学んだ英会話の
ロールプレイングを、現場で実践。

六本木ヒルズ森タワー51階に位置する会員制クラブ。
7つのレストランと2つのバーラウンジ、バンケットルームを備
えており、会員のあらゆる要望にきめ細かく対応している。

2015年卒業
清水 恭世さん　長野県篠ノ井高等学校出身

グランクラスアテンダントとして活躍中！

スペシャルインタビュー 01

スペシャルインタビュー 02

日本貨物航空（NCA）の上屋で、輸出される貨物の積み
付け作業を行っています。自分が手配した貨物を載せた
飛行機が定刻通りに飛び立つ様子を見たときの感動は
ひとしお！最もやりがいを感じる瞬間です。
ナリビではエアカーゴコースで、貨物の輸出入の流れや
それに必要な手続き、専門的な用語や知識も学んでい
たので、仕事をしている中で、「ああ、あれはこういうこと
だったんだ！」とあらためて理解できることも多々ありま
す。大好きな航空機のすぐ傍で働くことができ、毎日とて
も充実しています。
今後の目標は、貨物機だけではなく、お客さまが搭乗す
る旅客機も担当することです。日々やりがいを感じなが
ら、成長していきたいと思います。

日本レストランエンタプライズに就職し、新幹線のファーストクラスと言われる「グラ
ンクラス」のアテンダントとして働いています。在学中に学んだ内容のなかで最も役
に立っているのは、敬語の使い方です。先輩から「まだ入社したばかりなのに敬語が
しっかりできているね」とお褒めの言葉をいただきました。

宮﨑さんと同じくアテンダントとして働いています。定年退職のお祝いとしてご乗車
されたお客様をご案内した際、「とてもいい旅になりました。ありがとう」とお声をか
けていただき、とても嬉しく感じました。グランクラスへの乗車が価値あるものにな
るよう、今後も最大級のおもてなしをご提供したいと思います。

高校生の時からの夢がかない
第一志望の企業で大好きな
航空機の傍で働く毎日。

2016年卒業
林 真太さん　私立千葉黎明高等学校出身

2016年卒業
宮﨑 望さん
千葉県立幕張総合高等学校出身

2016年卒業
菅谷 結奈さん
千葉県立銚子高等学校出身

高校
時代

ナリビ
時代

ナリビの授業を体験できる
スクーリング制度を利用！

海外研修＆インターンシップで成長！
何事も経験が大切です。

短期海外研修で
ケアンズへ。積
極的に行動する
大切さを学びま
した。

インターンシッ
プでグランドハ
ンドリングに参
加。驚きの連続
でした！

ANA成田エアポートサービス
ANA成田空港を経営する総合ハンドリング会社。旅客ハンドリング事業から、
運送・貨物事業、エンジニアリング事業まで、幅広く展開している。

宮﨑
さん

菅谷
さん

ナリビのビジネスマナー実習が役に立っています。

お客様に感謝のお言葉をいただきました。

2011年、エアアジア・ジャパン株式会社として設立した
日本の格安航空会社（LCC）。2013年11月より、商号を
「バニラ・エア株式会社」に変更。国内・国際共に路線を
拡張し、現在国内外合わせて10都市に就航している。

英検準2級の過去問に
チャレンジ。わかりやす
い解説と指導のおかげ
で、英語力がアップし
ました。
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安心・安全の施設で充実の学習環境！

ABCN REPORT 001

企業が
求めるのは
TOEICです！

現 在 、多くの 企 業 は 英 語 力 を
TOEICスコアで判断し、内定獲得
の大きなポイントとなっています。
多くの日本人が苦手とするリスニ
ング力をいかに伸ばせるかが、就
職内定の鍵になります。ナリビで
は、学内でTOEIC IPを受験できる
ので、大きな成果を出しています。

TOEIC IPを導入しています！！
団体特別受験制度（IP: Institutional Program）

資格取得は即戦力の証。

■ 取得目標資格一覧
実用英語技能検定 2 級 TOEIC 600 点※ 中国語検定 4 級 ハングル能力検定 5 級

日本語検定 1 級 サービス接遇検定 2 級 アマデウスシステム検定 国際航空貨物取扱士 基礎コース

ホテルビジネス実務検定試験
BASIC 2 級 サービス介助士 ビジネス能力検定 2 級 アソシエイト・ホスピタリティ・

コーディネータ

パソコン検定文書表計算試験
2 級 ※TOEIC IPは本校が試験実施会場です。

全員がiPadを使って学習を効率的に！

ABCN REPORT 002

航空・旅行業界で便のスケジュール・空席やホテ
ルなどの旅行商品を手配するために世界各国で最
も幅広く使われているコンピュータ予約システム
が「アマデウス」です。
ベテラン講師による授業で、資格取得をバック 
アップしています。

就職の強い味方！ アマデウスをマスター

画像や動画を使った分かりやすい授業！

●時間や場所の制約にとらわれずに学習ができます。
●紙では表現できない音声や動画を利用して分かりやすく学習できます。
●アプリを利用して自分の苦手な問題を繰り返し学習できます。

ABCN REPORT 003

常に相手の事をおもいやるサービスができるよう、特別な
お手伝いが必要なお客さまへの対応を学び、合わせて「サー
ビス介助士」の取得を目指します。

「サービス介助士」資格を取得し、
すべてのお客さまに適切な対応を！

資格取得と語学教育に自信があります！

ポイント

❶ 航空・ホテル業界関連の資格から一般的な  
ビジネス系の資格まで徹底的にサポート。

❷ 本校が試験実施会場になっているものもあり、慣れ
た環境で試験が受けられる。

青文字=本校が試験実施会場です。

ABCN REPORT 004

現場でのニーズが高い第2外国語もしっかり学べます！
初歩の表現（挨拶、自己紹介）から日常で使う会話のやりとり、または空港や旅
行でよく使われるフレーズを中心に、簡単な案内ができるようになることを目標
とし、基本から応用まで2年間でしっかり身につけます。

ロールプレイ

Point!

留学生は日本語の授業が週４日あります。しかも、講師は日本語学校でも留
学生に日本語を教えているプロフェッショナル。少人数制の授業だから日本語
力は確実にアップし、日本語で行われる各コースの専門授業も安心です。

留学生は、日本語の授業が週4日！

安心・安全。校舎の上が学生寮！
県外など通学圏外から入学する学生のみなさんのために、安心して学習に集中できる環境
を提供する学生寮を設置しています。校舎の上が学生寮なので、とても便利です。

※男子学生には近隣のアパートをご紹介します。
家具・家電付きの寮室内

学生寮の概要

建　　物

鉄筋コンクリート造り、入口二重扉、
暗証番号セキュリティドア、
防犯カメラ、集合ポスト、宅配便ボックス、
駐輪場

居　　室
個室 22㎡（洋室 24 室）
ワンルームマンションタイプ

（フローリング床）

居室設備
バス、トイレ、キッチン、クローゼット、
エアコン、カーテン、机、イス、本棚、
ベッド、洗濯機、乾燥機、冷蔵庫

費
　
用

入寮費 0 円

寮　費
（月額）

42,000 円
（水道光熱費は、別途個人負担となります）

女性専用

3.4
F が

学生
寮

だよ
！
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日本全国からナリビ生が集まっています！
それぞれのお国自慢をしてもらいました！

ナリビ生にインタ
ビュー！

Q.1 出身地はどこですか？

Q.2 出身高校を教えてください！

ナリビは千葉県にあります。やっぱり多くの学生は関東出身ですが、
北海道から沖縄、海外まで、世界中から仲間が集まって、
ともに夢を叶えるために学んでいます！

文系・理系問わず様々な高校からナリビに入学しています。インターナショナルスクール出身や
海外からの留学生もいるので、世界中の文化や言葉に直に触れられる環境です！

ナリビ生のの
出身地ご紹介！
ナリビ生のの
出身地ご紹介！
ナリビ生
出身地ご紹介！

KANAGAWA

MIYAZAKI

TOKYO

IBARAKI

AOMORI

NIIGATA

CHIBA
YAMANASHI

過去3年間の

出身高校一覧です！

県立松戸六実高等学校
県立実籾高等学校
県立茂原高等学校
県立八街高等学校
県立八千代高等学校　
県立八千代東高等学校
県立四街道高等学校
県立四街道北高等学校
銚子市立銚子高等学校
習志野市立習志野高等学校
船橋市立船橋高等学校
秀明八千代高等学校
千葉英和高等学校　　　　
千葉敬愛高等学校
千葉経済大学附属高等学校
千葉萌陽高等学校
千葉黎明高等学校
東海大学附属望洋高等学校
東京学館高等学校
東葉高等学校
二松学舎大学附属柏高等学校
八千代松陰高等学校
和洋国府台女子高等学校

■東京都
都立総合工科高等学校
都立一橋高等学校
都立南平高等学校
國學院高等学校
聖学院高等学校
東京朝鮮中高級学校
日本大学豊山高等学校

■神奈川県
横浜市立みなと総合高等学校
アレセイア湘南高等学校
湘南学院高等学校
山手学院高等学校
横浜隼人高等学校

■宮崎県
県立小林高等学校
宮崎日本大学高等学校

■鹿児島県
出水中央高等学校
屋久島おおぞら高等学校

■沖縄県
県立嘉手納高等学校
県立コザ高等学校
県立宮古高等学校

■海外・その他
Michigan Novi High School (U.S.A.)
Lyces Saint Exupery La Rochelle (France)
義大國際高級中学　(台湾)
台湾樹人医護管理専科学校（台湾）
徳霖技術学院(台湾)
千駄ヶ谷日本語学校
双葉外語学校

■新潟県
県立小出高等学校
上越高等学校

■山梨県
県立甲府工業高等学校
県立韮崎高等学校
山梨英和高等学校

■長野県
長野県上田染谷丘高等学校
長野県塩尻志学館高等学校
長野県松本美須々ヶ丘高等学校

■愛知県
県立成章高等学校

■三重県
鈴鹿高等学校

■熊本県
県立熊本工業高等学校
熊本市立必由館高等学校

■埼玉県
県立越谷南高等学校
東京成徳大学附属深谷高等学校

■千葉県
県立我孫子高等学校
県立印旛明誠高等学校
県立大多喜高等学校
県立小見川高等学校
県立柏井高等学校
県立柏中央高等学校
県立柏の葉高等学校
県立木更津東高等学校
県立九十九里高等学校
県立検見川高等学校
県立国分高等学校
県立犢橋高等学校
県立佐倉西高等学校
県立佐倉東高等学校
県立佐倉南高等学校
県立佐原白楊高等学校
県立下総高等学校
県立匝瑳高等学校
県立袖ヶ浦高等学校
県立多古高等学校
県立千城台高等学校
県立千葉大宮高等学校
県立千葉北高等学校
県立千葉商業高等学校
県立銚子高等学校
県立銚子商業高等学校
県立東金高等学校
県立東金商業高等学校
県立土気高等学校
県立富里高等学校
県立長狭高等学校
県立流山おおたかのもり高等学校
県立成田北高等学校
県立成田国際高等学校
県立船橋北高等学校
県立船橋二和高等学校
県立幕張総合高等学校
県立松尾高等学校

■群馬県
県立館林女子高等学校
県立前橋西高等学校
共愛学園高等学校

■北海道
北海道釧路江南高等学校
北海道八雲高等学校

■青森県
県立八戸商業高等学校
八戸聖ウルスラ学院高等学校
青森山田高等学校

■岩手県
県立花巻北高等学校

■秋田県
県立大館工業高等学校

■山形県
山本学園高等学校

■福島県
聖光学院高等学校

■茨城県
県立麻生高等学校
県立牛久高等学校
県立神栖高等学校
県立佐竹高等学校
県立下妻第二高等学校
県立土浦第三高等学校
県立取手第一高等学校
県立取手松陽高等学校
県立波崎高等学校
県立日立第二高等学校
県立水戸桜ノ牧高等学校
県立水戸商業高等学校
県立水戸第三高等学校
清真学園高等学校
水戸葵陵高等学校
東洋大学附属牛久高等学校
明秀学園日立高等学校
翔洋学園高等学校

■栃木県
県立宇都宮南高等学校
県立鹿沼東高等学校
作新学院高等学校
佐野日本大学高等学校
白鴎大学足利高等学校

関東
東京都 4人
神奈川県 5人
埼玉県 3人
栃木県 5人
群馬県 6人
千葉県 162人
茨城県 23人

86.4％

愛知県 1人
三重県 1人

中部 3.0％ 山梨県 2人
長野県 5人

宮崎県 1人
鹿児島県 1人

熊本県 2人

東北・北海道
2.9％

青森県 2人
北海道 2人

岩手県 1人
福島県 1人
秋田県 1人
山形県 1人

九州
1.6％

沖縄
1.2％

北陸 0.8％沖縄県 3人

新潟県 1人
東海 0.9％

中国 1人
台湾 3人

韓国 3人
フランス 1人

海外 3.2％

（2014～2016年度入学者）
Go for it and never
Go for it and never

give up !give up !
llyy ttoo oouu ddrreeaammss..rryyFF

私立八戸聖ウルスラ学院高等学校出身

CA／GSコース
浅水 紗綾さん

青森

千葉県立佐倉南高等学校出身

GS／HTコース
清水 沙也加さん

千葉

私立日本大学豊山高等学校出身

CA／GSコース
伊藤 鼓さん

東京

私立横浜隼人高等学校出身

CA／GSコース
大道寺 莉子さん

神奈川

私立湘南学院高等学校出身

GS／ACコース
岩堀 奈海さん

神奈川

私立山梨英和高等学校出身

GS／HTコース
加藤 優花さん

山梨

私立宮崎日本大学高等学校出身

CA／GSコース
竹井 海桜さん

宮崎

千葉県立
船橋北高等学校出身

HT／ACコース
山口 康太さん

千葉

新潟県立小出高等学校出身

GS／HTコース
小杉 綾音さん

新潟

私立明秀学園日立高等学校出身

CA／GSコース
道川 玲子さん

茨城

春は桜、秋は稲穂

自然がいっぱいです！

オススメは
ハワイみたいに
キレイな青島！

リンゴジュースは
青森が一番！

地獄谷野猿公苑では

野生のサルが

温泉に入ってるよ！

神奈川の有名店

崎陽軒の炒飯は

隠れた名物！

スカイツリーに

のぼると

空を身近に感じます

ディズニーランドは

東京ではなく

千葉にあるよ！

茨城のメロンは

新鮮で美味しく

元気が出ます

江の島の

しらす丼は絶品！！

国内のピーナッツの
8割は千葉県で生産して

いるんだよ！
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一生に一度の経験ができる！
大充実の海外研修！！
ケアンズ＆ロンドンでホストファミリーと一緒に生活！国内では味わえない異文化を体験しましょう！！

提 携 校 オーストラリアホームズカレッジ

メルボルンに本部を置く、
Holmes Collegesは、ビ
ジネスコースの他、英語を
母国語としない人々のため
の一般英語コース、英語検
定試験準備コース、上級学
校進学コースなどが設置
されています。

10月 短期海外
研修レポート

01

異文化を楽しみました！

特にリスニング力が伸びたと思います。

ホストファミリーにケアンズから車で１時間
ほどのマーケットに連れて行ってもら

い、そこはフリーマーケットのようなスタイル
で、珍しい商品などもたくさんありま

した。知らないものばかりなので、ファミリー
との話もはずみ、出会って二日目でし

たが、距離が縮まり、仲良くなれました。

期間中、常に英語に囲まれているので、特にリ
スニング力が伸びたように思います。

帰国してから、TOEICのテストまで持続でき
るよう、毎日英語の動画を見ていまし

たが、以前より、はるかに理解できるようにな
ったと思います。

将来は、お客様に日本のおもてなし文化を感
じていただけるような客室乗務員にな

りたいです。

宮﨑 李奈さん  CA／GSコース　千葉県立成田国際高等学校出身

10月 短期海外研修レポート02
1日目 成田空港 20:40発2日目 5：05着、入国審査後、 ホストファミリーの出迎えを受け入れ、 各ステイ先へ3日目　ホストファミリーと過ごす4日目　オリエンテーション 英語研修

 市内散策、クイズ5日目 英語研修
 ケアンズ国際空港見学6日目 英語研修
 ケアンズズーム＆ワイルドライフドーム7日目 英語研修
 グレートバリアリーフ講義8日目 グリーン島一日観光9日目～10日目

 ホストファミリーと過ごす11日目 英語研修
 エアラインスタッフとQ&A （アフタヌーンティー）12日目 英語研修

 接客サービス英語レッスン13日目 英語研修
 ジャプカイ文化パーク観光14日目 英語研修

修了式＆フェアウェルランチパーティー15日目 ケアンズ国際空港
 
12：15発　 成田空港到着後、解散

 18:45頃

ホストファミリーが温かく迎えてくれて、
充実した毎日を過ごせました。

毎日の英語研修がとても充実していました。日本語がなく、英語だけの世界にいるので、リスニング力はもちろん、英会話力など全体的に成長できたと思います。15日間という長い期間だったので、ホストファミリーとの会話を通して、日々成長できていると感じていました。ホストファミリーとの会話が、どんどん増えていくことが嬉しかったです。ほかにも、海外での生活の仕方や、異なる文化の方の考え方を学ぶことができました。
英語研修後には、友達とプールや買い物によく行きました。何もかもが新鮮で楽しく、思い出に残っています。
将来については、ホテルとエアカーゴで迷っています。これから自分は何が好きなのか、じっくりと考えて、後悔しない進路を決めたいと思っています。

柿原 涼佑さん  HT／ACコース　千葉県立八千代東高等学校出身

ケ ズア で ぶン 学 ！

いろいろなことに挑戦する力がつきました！
ロ ンン で ぶド 学 ！

ロンドンの語学学校に3週間通いました。現地では全て英
語！先生とクラスメイトがロンドンのいいところ

を教えてくれたので、普通の観光ではいけないところにも行
くことができ楽しかったです。また困っている

と現地の人が助けてくれて、理解できないときは何度も繰
り返し英語で教えてくれました。イギリス人の心

の温かさを知ることができました。

外資系の飛行機でイギリスへ向かったので最初は不安でし
たが、スタッフの方が日本語で話しかけてくださ

り、安心して過ごせました。私も初めて日本を訪れるお客様
を笑顔にするグランドスタッフになりたいです。

野口 裕香さん  GS／ACコース　千葉県立成田北高等学校出身

サンドイッチ留学とは、入学後1年目
はそれぞれのコースで学び、2年目に
休学して留学。3年目に復学して、卒
業と就職を目指す留学です。留学の
準備から帰国するまで、必要に応じ
てサポートします。語学力を身につ
け、現地でインターンシップなどに挑
戦することも可能です。

サンドイッチ留学

在学中に留学が可能!

春期・夏期 英国語学研修
レポート
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毎日が刺激的！ 多彩なイベントが  キミの毎日を充実させる！
ナリビは勉強だけじゃない！ 現場の空気を肌で感じられる成田・羽田空港見学、ゆかたデイやナリビ祭、海外研修など、      イベントが盛りだくさん！

ナリビの
年間イベント
カレンダー

3月March2月February1月January12月December11月November10月October9月September8月August7月July4月April 6月June5月May4月April

●入学式
●新入生歓迎会
●フィールドトリップ
●健康診断
●TOEIC

●TOEIC ●成田空港見学実習
●第1回英検（1次）
●TOEIC
●中国語検定
●ハングル能力検定

●ゆかたデイ
●夏期休業
●第1回英検（2次）
●TOEIC
●ホテル実務技能認定試験

●夏期休業 ●前期テスト週間
●TOEIC

●短期海外研修
●第2回英検（1次）
●TOEIC
●パソコン検定

●スポーツデイ
●第2回英検（2次）
●TOEIC
●中国語検定
●ハングル能力検定
●サービス接遇検定

●ナリビ祭
●防災訓練
●冬期休業
●パソコン検定
●TOEIC
●サービス介助士
●アマデウスシステム検定

●羽田空港見学実習
●第3回英検（1次）
●TOEIC
●アシスタント・
　ホスピタリティ・
　コーディネータ

●後期テスト週間
●第3回英検（2次）
●ホテル実務技能認定試験
●パソコン検定

●創立記念日
●卒業式
●春期休業
●TOEIC
●中国語検定
●アマデウスシステム検定

楽しい
イベントが

盛りだくさん！

4月 入学式 4月 新入生歓迎会

1月 羽田空港見学実習

ホテル見学

11月 スポーツデイ6月 成田空港見学実
習

ボランティア

4月 フィールドトリップ

7月 ゆかたデイ

12月 ナリビ祭

3月 卒業式

みんな浴衣でお祭りです！
普段と違う一面が見られます。

ゲームやレクリエーションで
同じ夢の友達を増やそう！

かっこいいホテルマンの姿に
一層憧れが強くなりました！

ヒルトン成田ホテ
ルで新しい

仲間との出会い！

飛行機の格納庫は迫力満点！

将来の姿が具体的になります。

みんな新しい目標に向かって

羽ばたいていきます！

クラス・学年対抗の熱戦が

繰り広げられます！

普段は入れない
エリアで働いている
人達を見ることが
できます！

クリスマスの
雰囲気に合わせてダンスや催し物
を披露します！

ジュース、
あんぱん、
クリームパンの
販売をしました！

毎年恒例！

葛西臨海公
園で

さらなる親
睦を

深めます！
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約 %70
AO入試で出願

約 %30
その他の出願

何でも相談
してください！

希望者はイングリッシュハウス    受講
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面
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個
人
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特典その1 学校併設の英会話スクール！

イングリッシュハウス
英検、TOEICコースがAOエントリーから
4月入学までの間無料！英会話コース、そ
の他の会話コース（中国語、韓国語、仏
語、スペイン語）も半額です。（テキスト
代除く）

特典その2 一足先にスキルアップ！

集中講座
英語担当講師がレベル別に対応。細かく
ていねいに指導し、あなたの弱点を見抜
きます！さらに外国人講師とプチ留学体
験で本場の英会話体験もできます。遠方
の方はホテル費用の補助もあります。

特典その3 しっかりサポートします

英検・TOEIC受験
入学までに少しでも英語のレベルを向上
させるのがAOの一番の目的。英検・
TOEICの受験会場もナリビ。各自が目標
とする英検の合格、およびTOEICのスコ
アアップを全面でサポートします。

ナリビAO入試のポイント  ▲ ▲ ▲

入学までに英語力を伸ばすプログラムが受けられます。

ナリビのAO入試に

必要なもの。それは

あなたの決意

です！

冬
期
集
中
講
座

夏のスクーリング（ある日の一日）

高校生のオープンキャ
ンパス（プチ留学体
験）に参加。ゲーム形
式の体験授業でおも
いっきり英会話を楽し
みます。ランチタイム
はピザパーティーで大
満足！

英検2級の過去問にチャ
レンジ。10分で解いて、
すぐに答え合わせ。一人
ひとりが答えを発表する
ので集中力が高まりま
す。わかりやすい解説と
注意点を教えてもらえる
ので、しっかりと身につ
きます。

プチ留学体験 英語集中講座（ライティングとリスニングで3時間の講座）

毎日一緒に勉強す

ることで、お互いに

すぐに打ち解け合っ

て、飛行機の話をし

たり、将来の夢の話

をしたり…入学前か

ら友達ができるの

がいいですね。

教務担当 齋藤 由也

バン
！

6月からエントリー開始！

やる気支援プログラム
今後必要になる基礎的な英語力の知識を、無料で受けられるシステムです。
入学までにあなたの英語力を伸ばします。

AO入学者
限 定

特典：入学前までに英検2級以上に合格、またはTOEIC500点以上取得の方は、15万円の学費減免が受けられます。

教務担当 森田 誠一

高校3年生の
成田航空ビジネス専門学校出願区分調べ
（2016年 4月入学者実績）

部活動が忙しく、オープンキャンパスには夏休みにやっと参加することができました。担当
者の方からいろいろなお話を聞くことができ、沢山の先生方も話しかけてくれ、アットホー
ムでフレンドリーな雰囲気でした。外国人講師の方も多く、ここなら語学力も伸ばせると思
い、入学を決めました。
また、入学前から在校生と同じように自分のレベルに合わせた英語の指導をしてもらえるの
で、将来の夢に一歩一歩近づいているのを実感しています。

岡野	紗也さん　船橋市立船橋高等学校

やる気支援プログラム参加者のコメント
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アフター５説明会 季節の体験講座
部活動が忙しかったり、保護者の方と一緒に参加したい方のために夕方5時〜 
7時の間に個別説明・相談会を行っています。ご希望日を事前にご連絡くださ
い。

ナリビでは、夏・冬・春休みにそれぞれ体験講座を含むイベントを行います。その
代表的なものが、夏と冬の「プチ留学」!!外国人講師とたくさん会話して、留学気
分を味わってください。在校生と直接話をする絶好のチャンス！

● ナリビは上記以外でも“いつでも オープンキャンパス”を実施しています。ご連絡をお待ちしています！

成田空港見学会

ゆかたデイ ナリビ祭

ランチタイム CA体験

マナー講習体験

空港見学や体験授業など、面白い体験や驚きがいっぱい！

楽しい学校イベントにも気軽に参加できます！

入学前からナリビに親しんでいます

初めてオープンキャンパスに参加したのは、高校２年生の
夏休みでした。その後、何度も参加しましたが、特に成田空
港見学が印象に残っています。普段入ることのできない格
納庫で、飛行機を目の前で見る
ことができ感動しました。入学
後は、英会話力を身につけ、い
つでも笑顔で対応するグランド
スタッフを目指しています。

安藤	瑛菜さん
千葉県立佐倉東高等学校

私も参加しました！

とにかくアットホーム がナリビ流！
イベントに参加して、ナリビの雰囲気を感じてください！
学校概要やカリキュラム、就職・資格取得実績、入試・学費・奨学金のことなどを詳しく説明し、様々なご
質問にていねいにお答えします。実際に学校を見ていただき、納得・安心して選んでいただくことが大切
です。保護者の方も、ぜひ、オープンキャンパスにお越しください。

夏期・冬期集中講義では、英検合格を目指し
てAO受験で合格した仲間と一緒に学びまし
た。丁寧な指導で着実に力がついている実感
があります。入学前
から友だちが沢山
でき、共に頑張れ
る環境がまた嬉し
いです。

プチ留学は、外国人の先生達がとても明る
くパワフルで、おもいっきり喋ったり笑っ
たり。入学後の週4回ある英会話の授業の
イメージがつか
めました。

学校説明会・プチ留学

緊張
しな
い

で、
気楽
に

どう
ぞ！

最新情報は 
ここから 
GET

お申込・
お問合せ
はこちら press@abc-narita.ac.jp

0120-089-032
E-mail

平日9:00～18:00

名前と希望日を入力して送信するだけでOK。24時間受付。

航空業界出身の
スタッフが、業界
のこと、学校のこ
と、何でもお答え
します！

ナリビのホームページでは、ブログや写真館、動画などを随時更
新しています。最新のナリビ情報はココをチェックしてください。

航空業界出身スタッフ
石井	美帆

イベントやオープンキャンパスの日程など、詳しくはホームページをご確認ください！

www.abc-narita.ac.jp

来て！ 見て！ 感じて！

平日の日中なら、あなたのご都合に合わせて、いつでも通常の授業をご覧いただけます。事前にご連絡ください。
本校スタッフが個別に対応いたします。

いつでもオープンキャンパス！

体験入学参加者はすでにナリビファミリーの一員です。語学力をアップさせたい、学費が
心配、業界や学校の詳しいことが知りたい…など、なんでも遠慮せずにご相談ください。

体験入学時から相談にのります
ナリビのイベントに遠方から参加される方には、一定額の宿
泊補助がありますので、お気軽にご相談ください。

宿泊補助もご利用ください

★ 体験入学

★ 学校説明会

★ 学校見学

学校説明会
10：30〜12：00、13：30〜15：00

2017年

4/8（土）・ 22（土）
5/13（土）・ 27（土）
6/17（土）
7/8（土）
9/2（土）・ 16（土）
10/7（土）・ 21（土）
11/11（土）・ 18（土）
12/2（土）

2018年

2/10（土）・ 24（土）
3/10（土）

個別相談デー
10：00〜17：00

2017年

8/2（水）～5（土）
8/24（木）～26（土）
8/28（月）～30（水）
2018年

1/10（水）～13（土）
1/24（水）～27（土）

成田国際空港見学会
10：00〜16：30／定員30名

2017年

7/28（金）
2018年

3/23（金）

体験授業

2017年

4/29（土）　10：00〜12：00

7/27（木）　13：00〜15：00

プチ留学
2017年

7/21（金）　13：00〜15：00

12/16（土）　10：00〜14：30

在校生座談会
2017年

6/15（木）　10：00〜12：00

※千葉県民の日
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