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ナリビで夢を実現しましょう
明日の日本を支える大きな柱としての観光立国政策により、航空・観光分野は日本の
成長のための大きなエンジンとなっています。ナリビは、成田空港に最も近接した航
空専門学校として、航空・観光分野へ優秀な人材を送り出していきます。そのために、
一人ひとりの夢の実現にむけ、「しっかりと」「温かく」「厳しく」サポートしていきます。

校 長  山村 毅
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KONOIKEグループは空港業界向けサービスをはじめ

製造業界・サービス業界向けの請負サービスや、

国内外での物流サービスを展開しています。

成田航空ビジネス専門学校はKONOIKEグループとともに、

航空関連に就職を目指す学生一人ひとりの育成に力を入れていきます。

成田航空ビジネス専門学校はKONOIKEグループとともに歩んでいます。

空港業界向けサービスは
全国6拠点で
サービスを提供

伊丹空港 成田空港

羽田空港

関西国際空港

神戸空港

福岡空港

株式会社Kスカイ
旅客サービス
航務サービス

日本空港サービス
株式会社
ランプサービス
機内清掃サービス
航空貨物取扱

株式会社
Ｋグランドサービス

ランプサービス

空港ターミナルサービス
株式会社
旅客サービス
施設受託運用

株式会社
Kグランドエキスパート

機内清掃サービス
旅客補助

株式会社エヌエービー
機内清掃サービス
機内食搭載サービス
航空貨物取扱

株式会社
ジェイフレンドリー
空港周辺施設の
清掃管理

株式会社
NKSホールディング

経理業務
リース・不動産賃貸

私たちが目指すもの
コウノイケ・スカイサポート

株式会社
航空貨物取扱
機内清掃サービス
機内検索サービス
機内食検査サービス

コウノイケ・エアポート
サービス株式会社
ランプサービス
航空貨物取扱
機内清掃サービス

一、学生と教職員が共に夢を抱き、夢を語り、夢を実現する場を創り上げる。

二、個を尊重し、豊かな人間性と高い人間力を具えた良き職業人を輩出することで、
 社会の進歩発展に貢献する。

学校理念

1．自ら考え、自ら行動する人材を育てる。

2．常に向上心を持ち、目標に向かって努力を継続する人材を育てる。

3．強い心と、優しい心をあわせもつ人材を育てる。

教育目標

MESSAGE
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ナリビの つの特長

6 

FEATURES OF NARIBI

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

例

FEATURES

1年次は5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、進路選択の幅が大きく広がります。

コース選択は入学後でOK!

「成田空港に一番近い航空系専門学校」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ができます。

将来の夢を再確認し、スキルをしっかり身につける

あえて違う業界のコースを選択。
将来の幅が広がる予感
異なる業界について同時に学びながら、専門的な知

識を身につけられるのが2コース選択制のメリット。

実際に活躍されていた先生方の授業なのでとても

興味深いです。各業界で志望したい企業も見えてき

たので、ビジネスマナーの授業などで社会人としての

意識を高めながら就職に近づいていきたいです。

業界の知識も身につきます!

接客スキル 客室用品

フライト
スケジュール

客室
レイアウト

チーム
ワーク力

航空
専門用語

責任感

安心の2コース選択制
SELECTIVE SYSTEM

FEATURES

空港でのインターンシップ
INTERNSHIP

FEATURES

しっかり学べる少人数制
SMALL GROUP SYSTEM

「一人ひとりを大切に育てます」

2コース選択制のメリット

2コース選択制の例

自分の目標は決まっていても、もう
1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
野を養えます。

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。

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。

入学後に
適性を見極めながら
進路選択ができる。

CA
キャビン
アテンダント
コース GS グランド

スタッフコース

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

AC エアカーゴ
コース HT ホテルコース

在校生メッセージ
VOICE

坂井 美空さん
千葉県立成田北高等学校出身

〈選んだコース〉

GS HT

他分野の仕事を知ることは、
就職後も役立つはず！
もともと航空関係の仕事に興味を持っていました。と

はいえ、自分に合っているか不安もあり、1つに絞る

よりも他の業界の授業も受けながら視野を広げたい

と考えました。今はエアカーゴとホテルの両方を学ん

でいる最中。他の仕事の流れを知っていることが働

く上でも役立つのではないかと感じています。

畠山 夏音さん
千葉県立千葉女子高等学校出身

〈選んだコース〉

AC HT
担任制による個別指導では、面談等を通じて学生一人ひとりをきめ細かく
丁寧にサポート。また、語学の授業を中心に、少人数制を採用。それぞれに
合った指導を行います。

少人数指導
英語や数学は、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。

習熟度別クラス編成
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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、講師陣の丁寧な指導で、一人ひとりの就職をサポートしていきます。

充実のサポート体制

FEATURES

信頼の就職実績
EMPLOYMENT RESULTS FEATURES

充実の外国人講師
ENGLISH TEACHERS

FEATURES

KONOIKEグループとの連携
COLL ABOR ATION

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
ディを通して高めていきます。

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企
業・採用説明会を実施。各採用担
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。

キャリア講座
就職活動に必要な知識や手順など
を採用に精通した講師が丁寧に
指導します。また先輩を招いての
座談会なども行います。

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。

KONOIKEグループは、物流の枠を超え、製造、医療、空港業務などを通じ、社会課題の解決と革新に挑戦し続ける、プロフェッショナル集団です。

空港関連サービスにおいては、全国6拠点（成田空港、羽田空港、関西空港、伊丹空港、神戸空港、福岡空港）でサービスを提供しています。

物流の枠を超え、社会課題に挑戦し続ける

空港関連グループ会社でのインターンシップの実施
空港業界向けサービスを行っているグループ会社と連携をとりながら、インターンシップを
積極的に行っています。

空港関連グループ会社からの特殊車両提供
グランドハンドリングコースの実習に使用する数々の特殊車両は、KONOIKEグループである
日本空港サービス株式会社などより提供されています。第一線で使用されている車両を使っ
た実習で、即戦力を身につけます。

奨学金制度
空港関連グループ会社8社の出資により設けられた奨学金です。ある一定条件の下、学校
内での選抜を前提に、学校卒業か早期就業開始までのいずれか早い時期までの間、一定
額の奨学金を支給する制度です。

温かく、かつ厳しく指導します。
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。

To provide our students
with personal yet disciplined education.
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.

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。

週4日の語学授業

講師メッセージ

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。

英会話スクールを併設!
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あなたが描く未来は?
あなたがなりたい職業はどれ？
職業について詳しく知ることが、夢を叶える第一歩です。

運航地上支援業務を担うプロフェッショナル。

航空貨物や、お客様の手荷物の取り扱い、

様々な特殊車両を駆使しての貨物や手荷物の

搭降載など様々な知識と技術が必要です。

グランドハンドリング
GROUND HANDLING

航空機の仕組みや、貨物の取り扱いに関する

様々な法令やきまりなどの知識が必要。

航空貨物のプロをめざし、IATAディプロマの

取得にもチャレンジできます。

エアカーゴ
AIR CARGO

P.17
エアカーゴコース

様々なお客様をおもてなしし、

くつろぎや満足を演出する仕事。

あらゆるお客様への温かい対応や

ビジネスマナー、言葉遣い、

さらには語学力が必要です。

ホテル
HOTEL 

P.25
ホテルコース

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。

グランドスタッフ
GROUND STAFF

P.13
グランドスタッフコース

P.21
グランドハンドリングコース

フライト中にお客さまと接し、

きめ細かいサービスを提供する空の演出家。

航空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
CABIN ATTENDANT

P.09
キャビンアテンダントコース

AIRLINE BUSINESS COLLEGE OF NARITA

D
R
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M
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Y

NARIBI FUTURE
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留学プログラムを含め、
ナリビならではの充実の環境

国際線で、主にビジネスクラスとエコノミークラスの乗務をして

います。語学力、体力、時には到着地の観光情報などさまざま

な知識が求められる仕事なので、日々自分自身を磨き、感性を

高めることを意識しています。在学中にはオーストラリアへの

短期海外研修も経験。現地の航空会社で働く方のお話を聞

く機会もあり、ナリビならではの充実したプログラムでした。同じ

夢に向かって切磋琢磨できた友人と過ごした時間や、自分の

将来をじっくり考えられる環境も、今の自分に繋がっています。

日本航空株式会社（JAL）

宮﨑 望さん
2016年卒業　千葉県立幕張総合高等学校出身

エアラインビジネス科 全日2年制

CABIN ATTENDANT COURSE

キャビンアテンダントコース

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。
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、
一人ひとり丁寧に徹底指導します。

特長 3

豊富なロールプレイで
実践力をつけます。
機内を想定し、ミールカートを使っての実習。
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

エアラインに必須の英語力を
外国人講師から学べます。
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

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

活躍する
卒業生
VOICE 客室乗務員として、国内外の

お客様をお迎えできる喜び

高校在学中に東京オリンピックの開催が決まり、「幼い頃から

夢だった客室乗務員として2020年を迎えたい」と思いました。

そのためには専門学校で2年間、短期集中で学ぶのが一番の

近道だと考え、入学前から「やる気支援プログラム」でTOEIC

の対策を始められる点や、空港との近さが魅力だったナリビに

入学しました。日々の勉強はもちろん、就職活動という大変な

時期を支えてくださる先生の存在は心強く温かかったです。

内定報告の際、涙してくださったことは忘れられません。

株式会社AIRDO

山口 梓さん
2018年卒業　千葉県立茂原高等学校出身

日本トランスオーシャン航空株式会社
林 美弥さん
2017年卒業　千葉県習志野市立習志野高等学校出身

（撮影：2019年11月13日）
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※CA/GSを選択した場合（2019年度の一例）

CA受験面接対策につながる授業で、合格を目指します。

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、授業で学んだこと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、他分野の

企業でも即戦力となる力を養います。

大好きな
CAコースの授業

＃CA
＃切磋琢磨
＃仲良し

ホームズカレッジ
＃ケアンズ
＃海外研修

MON TUE WED THU FRI

 9:20
10:05

10:10
10:55

11:05
11:50

11:55
12:40

13:40
14:25

14:30
15:15

15:25
16:10

16:15
17:00

1

2

3

4

5

6

7

8

TOEIC

情報処理
（後期：アマデウス）

ビジネス
マナー

総合英語日本語表現

英会話

キャリア
講座

第二外国語

英会話

学力強化 学力強化

第二外国語

英会話

第二外国語

英会話

第二外国語

ロング
ホームルーム

CA
研究講座

航空概論 GS
研究講座

TOEIC

ランチタイム

学力強化

基礎教養
（数学）

基礎教養
（社会）

ホームルーム

キャビンアテンダントコース カリキュラム

授業ピックアップ

将来に近づきながら、自分自身の
成長につながっていると実感

CAコース／GSコース
武井 優芽さん
千葉県立匝瑳高等学校出身

航空業界の基礎知識だけではなく、立ち居振る舞いや作

法、就職活動の際に必要な基礎教養といった、人として大

切なことも学ぶことができていると実感しています。同じ夢を

目指す友人と切磋琢磨する日 も々刺激的です。学びを活か

し、責任感を持ちながらどんなこと

にも冷静に対応できるCAを目指

したいと思っています。

VOICE

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。

成田・羽田空港見学

キャビンアテンダントの業務に必要な技術
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。

CA研究講座

講師からの
メッセージ

狩野 厚子
（元JAL CA）

川下 亜由子
（元ANA CA）

DREAMS
COME TRUE

夢を叶えた学生VOICE先
生
の
励
ま
し
や
、仲
間
と
切
磋
琢
磨
で
き
る

　
　
　
　
　
　
　
　
環
境
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
今
が
あ
る

スカイマーク株式会社 内定

CAコース
野澤 愛莉さん
千葉県立白井高等学校出身

VOICE

業界での現場経験のある先生方から直接学ぶことが

でき、さらに手厚い就職サポートがあるナリビ。同じ夢を

目指す友人と日常的に英語を使ったり、レベル別クラス

分けがあったからこそモチベーションを維持しながら勉

強に励むことができました。語学力を磨き続け、いつか

は国際線をフライトするCAになりたいと考えています。

クラス分け
レベル分けでBクラスからのスタートだった私。負けず嫌
いで勉学に励み、後期にはAクラスに！

1年次 1月

Yes I can 航空教室
学外のセミナーなのですが、CA、PILOTの方とお話で
き、憧れの気持ちが強くなりました。

1年次 9月

担任の先生の励まし
自信を持てず落ち込んでいたとき、先生が声をかけてく
れて…。おかげで前向きになることができました。

1年次 2月

CAMPUS LIFE PHOTO

CABIN ATTENDANT COURSE
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周りのお手本となるサービスを
提供していきたいです。

現在はゲート業務やラウンジ業務を通じ、定刻通りのフライト

や快適な空間づくりを支えています。ナリビで学んだ知識や

技術は今の現場で活きているので、さまざまな仕事の内容も

スムーズに理解できました。また外国人講師による英会話の

授業のおかげで、自信をもって海外のお客さまの対応ができ

ています。今後は仕事の幅を広げ、どんな状況にも素早く的

確に対応できるプロフェッショナルを目指していきます。

株式会社JALスカイ

川沼 梨花さん
2016年卒業　千葉県立柏中央高等学校出身

お客様からの「ありがとう」が
仕事のモチベーションに

GSはお客様と直接関わることが多い分、感謝やお褒めの言

葉を頂くこともあり、仕事への活力につながっていると感じま

す。ナリビで、航空業界で使用する英会話はもちろんのこと、

日本語の言葉遣いやマナーを学んだことが役に立っていると

実感する日々です。思い出深いのは、ケアンズでの海外研修。

英語漬けの日々の合間を縫って観光したことも思い出です。

今の会社では海外の空港で1年間の研修があるため、ぜひ

参加し、今後のキャリアに役立てたいです。

ANAエアポートサービス株式会社

黒木 教輔さん
2019年卒業　東京都立昭和高等学校出身

エアラインビジネス科 全日2年制

GROUND STAFF COURSE

グランドスタッフコース

日頃の成果を発表する機会が
たくさんあります。
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。

特長 3

需要の高い第2外国語を
習得します。
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

グランドスタッフの全てを
基礎から学びます。
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

グランドスタッフに必要な知識と技能を習得

ANA成田エアポートサービス株式会社
安藤 瑛菜さん
2019年卒業　千葉県立佐倉東高等学校出身

活躍する
卒業生
VOICE
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※GS/CAを選択した場合（2019年度の一例）

華やかな現場だからこそ、基本が大切です。

国際色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。空港でお客さまと最初に出会う大切な仕事には、笑顔や

気配り、そして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、マナーや敬語などをじっくり学びます。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、就職活動に臨めるようきめ細かく指導

していきます。

ホストファザーと一緒に
＃思い出

＃ホームステイ

未来の自分を
イメージした空港見学
＃モチベーションアップ
＃グランドスタッフ

MON TUE WED THU FRI

 9:20
10:05

10:10
10:55

11:05
11:50

11:55
12:40

13:40
14:25

14:30
15:15

15:25
16:10

16:15
17:00

1

2

3

4

5

6

7

8

TOEIC

情報処理
（後期：アマデウス）

ビジネス
マナー

総合英語日本語表現

英会話

キャリア
講座

第二外国語

英会話

学力強化 学力強化

第二外国語

英会話

第二外国語

英会話

第二外国語

ロング
ホームルーム

GS
研究講座

航空概論 CA
研究講座

TOEIC

ランチタイム

学力強化

基礎教養
（数学）

基礎教養
（社会）

ホームルーム

グランドスタッフコース カリキュラム

授業ピックアップ

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丁寧に教え
ます。仕事だけではなく、就職活動にも役
立つので、学生にとても人気のある講座
です。

メイクアップ講座

1年次前期はWordやExcelを中心とした
就職に必要な基本的なPC操作を、後期
はPC操作または、航空機予約システム
「amadeus」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。

情報処理実習 （PC／amadeus）

講師からの
メッセージ

倉﨑 佳江
（元ANA GS）

山本 香織
（元JAL GS）

DREAMS
COME TRUE

夢を叶えた学生VOICE

授
業
は
発
見
の
連
続
。

　
　
将
来
の
仕
事
を
意
識
し
な
が
ら
自
分
を
高
め
ま
し
た

株式会社JALスカイ 内定

GSコース
斉藤 珠紀さん
青森県立青森東高等学校出身

VOICE

インターンシップやアルバイトを通じて常に将来の仕

事を意識して学びました。そのおかげで希望していた

就職が実現でき、本当に嬉しいです。とはいえ今後も

気を緩めることなく、ナリビで学んだおもてなしの精神

を大切に、お客様一人ひとりに寄り添ったサービスを提

供できるGSになりたいです。

GSの授業
GSはお客様に見られる仕事。授業で学んだメイクや髪
型など、身だしなみを意識して登校しました。

1年次6月

ビジネスマナーの授業
マナーや言葉遣いを心がけるきっかけに。アルバイトで
もより丁寧なサービスができるようになりました。

1年次 6月

オーラルプレゼンテーションの授業
英語独特の発音や舌の使い方を細かく教えていただ
きました。アナウンスなど実践的な場で役立ちそう！

2年次 5月

CAMPUS LIFE PHOTO

成田空港＝NRTなど、
専門用語や知識を習得中

GSコース／ACコース
板垣 和さん
盛岡中央高等学校出身

見学した同じ分野の学校の中で、雰囲気の良さや先生方

の優しさが伝わってきたのがナリビでした。寮があり、初めて

の一人暮らしでも安心して過ごしています。好きな授業は

「GS研究講座」。空港コード（3レター）やエアラインコード

（2レター）など、専門用語や知識

を学び、就職時に役立てられたら

と思っています。

VOICE

GROUND STAFF COURSE
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日々の生活を支える大切な仕事に
やりがいを感じています。

現在は空港で、外国から到着した貨物を扱う業務に携わって

います。普段の生活ではなかなか聞くことのない貨物用語

は、学校で勉強していたこともありしっかりと定着していてス

ムーズに仕事に取り組むことができました。同じ職場にはナリ

ビの先輩がいるので、分からないこともすぐ聞ける環境で安

心です。外国から届くたくさんの貨物を輸入する入口で仕事

をすることで、日々の生活を支えていると実感でき、とてもやり

がいを感じています。

NCA Japan株式会社

櫻井 瑠菜さん
2017年卒業　茨城県立下妻第二高等学校出身

在学中からのインターンシップで
航空業界に近づけました

外国から成田空港を経由して他の国へ輸送される貨物を扱う

業務を担当しています。航空貨物の動きから、リアルタイムで世

界経済の情勢を肌で感じる事ができ、とてもやりがいを感じてい

ます。また私の仕事ぶりが上司に褒められた際は本当に嬉し

かったです。ナリビは成田空港に近いという好立地なので、空港

でアルバイトやインターンシップをする学生も多かったです。私自

身も空港内でのインターンシップを通して「航空業界で働きた

い」という思いが強まり、それを実現することができました。

株式会社JALカーゴサービス

小泉 遥さん
2018年卒業　千葉市立四街道北高等学校出身

エアラインビジネス科 全日2年制

AIR CARGO COURSE

エアカーゴコース

“国際航空貨物取扱士”取得を
目指します。
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

航空貨物の現場ですぐ使える
航空知識を学びます。
物流の仕組み、関係書類、関係省庁との関わりに
ついてなど、将来役立つ航空貨物の専門的な
知識を基礎から応用まで幅広く学びます。

特長 1

エアカーゴ業務についての
専門知識と技能を修得

NCA Japan株式会社
花岡 拓音さん
2016年卒業　千葉県立佐倉東高等学校出身

活躍する
卒業生
VOICE
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※AC/HTを選択した場合（2019年度の一例）

国際物流の第一線で活躍出来るよう即戦力を身につけます。

本コースは、航空貨物業界での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。国際航空貨物取扱士

（ディプロマ）の取得を目指し、航空貨物や航空業界の知識を基礎から応用まで幅広く、理解できる

まで全面的に指導します。

意識が高まった
成田空港見学
＃課外授業
＃成田空港

ホストファミリーとの
お出かけ
＃初めての体験
＃ケアンズ　

MON TUE WED THU FRI

 9:20
10:05

10:10
10:55

11:05
11:50

11:55
12:40

13:40
14:25

14:30
15:15

15:25
16:10

16:15
17:00

1

2

3

4

5

6

7

8

TOEIC

情報処理

ビジネス
マナー

総合英語

英会話

キャリア
講座

第二外国語

英会話

学力強化 学力強化

第二外国語

英会話

第二外国語

英会話

第二外国語

ロング
ホームルーム

AC
研究講座

航空概論 HT
研究講座

TOEIC 日本語表現

ランチタイム

学力強化

基礎教養
（数学）

基礎教養
（社会）

ホームルーム

エアカーゴコース カリキュラム

授業ピックアップ

国際航空貨物取扱士(ディプロマ)の取得
を目指します。航空貨物や航空業界の基
礎知識から運送状（AWB）の作成に必要
な知識と作成方法や運賃計算まで、幅広
く理解できるまで学びます。

AC研究講座

なかなか立ち入ることのできない制限区
域の中まで見学をします。働いている方々
から直接お話を伺いながら、仕事の内側
まで実際に肌で感じることで、机上での学
び以外の知識も習得することができます。

貨物ターミナルビル見学

講師からの
メッセージ

濱野 秀幸
（元外資系AC）

DREAMS
COME TRUE

夢を叶えた学生VOICE

豊
富
な
経
験
で
き
た
こ
と
に
感
謝
。

　
　

自
分
を
成
長
さ
せ
る
糧
に
な
り
ま
し
た

NCA Japan株式会社 内定

ACコース
藤ヶ崎 彩恵さん
千葉県立匝瑳高等学校出身

VOICE

英語が好き、人と関わることが好き。その2つを活かして

働くため、2コース制という珍しいカリキュラムで、業界

について専門的に学ぶことができる環境は恵まれてい

ると思います。海外研修や就活は先生方の情報がとて

も役に立ちましたね。また、ロールプレイなどの授業も

積極的に取り組み、楽しみながら学んだ2年間でした。

海外研修（2週間）
会話が通じる喜びと、通じなかったときの悔しさを実感。
帰国後の英会話の授業にさらに力が入りました。

1年次 10月

空港見学
空港勤務の方のお話を聞ける素晴らしい機会でした。た
だ、自分の知識不足も実感し、アンテナを高めようと決意。

1年次 7月

面接練習
クラス全員の前で自己PRや志望動機を発表する練習
も。アドバイスをもらい、実際の面接に活かしました。

1年次 2月

CAMPUS LIFE PHOTO

仕事にも役立てられる英語を
学べる充実感

ACコース／CAコース
渡邉 千香子さん
茨城県立牛久高等学校出身

先生との距離が近く、アットホームな環境で学べるナリビは

私にピッタリの学校です。「英会話クラス」の授業では、外

国人の先生が業務に活かせる英会話を教えてくださるの

で、グローバルな職場でも活かせると感じます。目標は航空

貨物を扱う仕事に就き、即戦力に

なること。もっと知識を増やしてい

きたいですね。

VOICE

AIR CARGO COURSE
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ナリビで学んでよかった！
先輩や後輩との繋がりも実感

航空貨物を担当し、貨物機への搭載・荷下ろし作業や貨物の

搬出作業が主な業務です。仕事では、3レターコード・2レター

コードをはじめ、専門用語や略語を使うことが多いため、授業で

学ぶことができて本当によかったと実感していますし、ビジネス

マナーやキャリア講座で学んだ言葉遣いも活かされています。

一緒に学んだ仲間やナリビの先輩方が成田空港で大勢働い

ているので、安心感もありますね。後輩ができたら、自分の経験

談を伝えたり、心の支えとなる先輩になりたいです。

ANA成田エアポートサービス株式会社

金井 奈織美さん
2019年卒業　東海大学付属市原望洋高等学校出身

専門的な学習が
今につながっています。

インターンシップや充実した就職先が魅力で選んだナリビ。現

在は、憧れの航空業界に就職し、お客様が快適な時間を過ご

せるように、機内の整美・清掃をしています。専門用語が飛び

交う現場で仕事ができているのは、学生時代に専門知識を学

んだおかげ。小さい子が自分の働く姿を見てかっこいいと言っ

てくれたことがとても嬉しく、この仕事に就けてよかったと実感

しています。まずは機内のことに精通しているスタッフになり、

いつか飛行機を牽引する仕事にも挑戦したいです。

株式会社JALグランドサービス

古川 貴也さん
2018年卒業　秀明八千代高等学校出身

（現：秀明大学学校教師学部附属 秀明八千代高等学校）

エアラインビジネス科 全日2年制

GROUND HANDLING COURSE

グランドハンドリングコース

車両を使った実習を通して、
特殊車両の運転技能も
習得することができます。
特殊車両を使用した実習で即戦力を養います。
実践的な授業で職業に対するイメージを具体的にし、
安全運航を支える仕事に対する心構えも習得します。

特長 2

運航地上支援業務の現場で
すぐ使える航空知識を学びます。
航空業界で必要な専門的な知識を基礎から応用まで
幅広く学びます。長年グランドハンドリングに携わってきた
講師による経験談も交えた講義で、地上支援業務の
ノウハウを一から習得します。

特長 1

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

ANA成田エアポートサービス株式会社
外山 竜輝さん
2019年卒業　敬愛学園高等学校出身

活躍する
卒業生
VOICE

※車両実習にはMT車普通免許が必要です

2020年2月吉日に
安全祈願祭を
執り行いました

2020年夏、実習場完成！PICK UP!
現状 完成イメージ
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※GH/ACを選択した場合の一例（パンフレット作成時点のものです）
※GHを選択した場合、後期から車両実習が入る予定です

航空機の安全運航に不可欠な地上支援
業務のプロフェッショナルを育成します。

本コースは、航空機の運航に併せて行われる様々な運航地上支援業務を担
うプロを育成していく為の専門コースです。航空機の安全運航には、プロに
よる支援作業が不可欠です。航空貨物の取り扱い、お客様のお荷物の取り
扱い、様々な特殊車両を駆使しての貨物や手荷物の搭降載、お客様が機内
で快適に寛ぐ空間を創り出す機内整美、大型特殊車両を手足のように操り
航空機を誘導、目的地まで安全に大空を舞う為のバランス業務等々、その支
援業務の全てが一朝一夕で習得する事は困難です。安全高品質を支える
為、航空知識や技術を基本から学び即戦力となる人材を育成します。

TJAPUKAIで
初めての体験
＃異文化体験
＃アボリジニ

スポーツDAY表彰式
＃実行委員
＃優秀賞

MON TUE WED THU FRI

 9:20
10:05

10:10
10:55

11:05
11:50

11:55
12:40

13:40
14:25

14:30
15:15

15:25
16:10

16:15
17:00

1

2

3

4

5

6

7

8

TOEIC

情報処理

ビジネス
マナー

総合英語

英会話

キャリア
講座

第二外国語

英会話

学力強化 学力強化

第二外国語

英会話

第二外国語

英会話

第二外国語

ロング
ホームルーム

GH
研究講座

航空概論 AC
研究講座

TOEIC 日本語表現

ランチタイム

学力強化

基礎教養
（数学）

基礎教養
（社会）

ホームルーム

グランドハンドリングコース カリキュラム

授業ピックアップ

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。

航空貨物搭降載作業の
見学

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。

航空機地上支援機材
（GSE）の見学

講師からの
メッセージ

出口 公正
（元JASCO GH）

DREAMS
COME TRUE

夢を叶えた学生VOICE

成
田
空
港
を
間
近
に
感
じ
な
が
ら

　
　

展
開
さ
れ
る
授
業
が
と
て
も
刺
激
的
！

ANA成田エアポートサービス株式会社 内定

ACコース
渡邊 楓士さん
長野県赤穂高等学校出身

VOICE

日本最大の国際拠点空港である成田空港のそばで学

びたい。その想いでナリビに入学しました。立地の良さ

に加え、心強かったのは少人数制で先生と生徒との距

離が近いことです。就職活動の際は不安になることも

多かったのですが、生徒一人ひとりに対して的確なアド

バイスをくれ、僕も自信をもって臨むことができました。

韓国語の授業
語学の幅を広げる意味でも学んで◎！子音、母音に加
え、パッチムと呼ばれる終音もマスターしました。

1年次 6月～

1分間スピーチ
自分が気になるニュースを、クラス全員の前で発表しま
す。伝わりやすいように話す力が身につきました。

1年次 11月

PDCA
PDCA（「Plan＝計画」「Do＝実行」「Check＝評価」
「Action＝改善」）とその手法を学習。

2年次 4月

CAMPUS LIFE PHOTO

航空業界の知識を学び、
各種語学にもチャレンジ中！
研究講座の授業は飛行機の仕組みや航空貨物輸送全般

の業務について学べるので、興味を持って受けています。ま

た、航空業界では欠かせない英語はもちろん、中国語など

他の言語も興味を持って学んでいますね。先生、友達を含

めてクラスが楽しく、毎日がとても

刺激的。モチベーションを高く

持って学校に来ています！

VOICE

ACコース／GSコース
上野 祐輝さん
千葉県立八千代東高等学校出身

GHコースの実習着は
　 機能性バツグンです！

TOPICS

GROUND HANDLING COURSE
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就職活動を支えてくれた
先生のおかげで夢を実現！

就職率の高さが魅力でナリビに入学しましたが、その選択は大

正解だったと思います。普段から生徒と先生方との距離が近

い学校ですが、就職活動の際はさらに熱心にサポートしていた

だきました。内定が出たときは本当に嬉しかったことを覚えてい

ます。今はホテル内にあるオールデイダイニングでウエイターと

して働いています。お客様のご要望にしっかりとお応えできた

時に大きなやりがいを感じます。ナリビで学んだ敬語や言葉遣

いがあるからこそ、自信を持って会話ができていますね。

ハイアット リージェンシー 東京

石川 瑛太さん
2019年卒業　八千代松陰高等学校出身

お客さま目線で、自ら考え行動
することを心がけています。

アフタヌーンの時間はお茶やコーヒーを、夜はカクテルを作り

お客様へ提供しています。在学中に語学の授業で学んだ接

客英語やビジネスマナーはとても役に立っています。また職場

にナリビの先輩がいた為、入社する前から会社の雰囲気や生

活リズムを知ることができ良かったです。お客様から「ありがと

う」や「美味しかったよ」という言葉をいただくと、とても嬉しくや

りがいを感じます。より良いサービスを提供するために、現状に

満足することなく、経験を重ね日々成長していきたいです。

パークハイアット東京

遠藤 史菜さん
2017年卒業　千葉県立多古高等学校出身

エアラインビジネス科 全日2年制

HOTEL COURSE

ホテルコース

ホテルビジネス実務検定試験
BASIC2級取得を目指す。
ホテル業務に必要な実務知識を、
料飲・宿泊を中心にその他周辺業務の視点を入れて
様々な角度から体系的に習得していきます。

特長 3

現場経験の豊富な講師から直接
学ぶから実践力が身につく。
フロント・レストラン・宴会・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

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・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、
海外からのお客さまへの対応にも自信がもてます。

特長 1

「おもてなしの心」を大切に、
ホテル業界で幅広く活躍する人材を育成

日本ホテル株式会社 東京ステーションホテル
山口 剛誉さん
2017年卒業　千葉県立佐倉西高等学校出身

活躍する
卒業生
VOICE
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※HT/ACを選択した場合（2019年度の一例）

ホテルのサービスと経営をバランスよく学びます。

成田空港周辺はホテルが数多く存在し、多くのお客さまがご利用になります。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。ホテル

の授業では「人を幸せにする力」を学びます。とてもシンプルですが、奥が深いことです。

『コミュニケーション・相づち』『鏡の法則』『ペーシング』『専門知識』が授業の基本。一流

のサービスやホスピタリティを身につけ、世界中のお客さまが利用するホテルで活躍できる

国際人を育てます。

クラスで団結した
スポーツDAY
＃クラス対抗
＃バスケット

進路変更の
きっかけとなった
ホテル見学
＃ホテルマン
＃感動　

MON TUE WED THU FRI

 9:20
10:05

10:10
10:55

11:05
11:50

11:55
12:40

13:40
14:25

14:30
15:15

15:25
16:10

16:15
17:00

1

2

3

4

5

6

7

8

TOEIC

情報処理
（後期：アマデウス）

ビジネス
マナー

総合英語日本語表現

英会話

キャリア
講座

第二外国語

英会話

学力強化 学力強化

第二外国語

英会話

第二外国語

英会話

第二外国語

ロング
ホームルーム

HT
研究講座

航空概論 AC
研究講座

TOEIC

ランチタイム

学力強化

基礎教養
（数学）

基礎教養
（社会）

ホームルーム

ホテルコース カリキュラム

授業ピックアップ

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。

HT研究講座

お客さまからは見えない裏側も見学する
事ができます。多くの人が携わっている
ことや一流のサービスなどを実際に肌で
感じることで、幅広い知識を身につける
ことができます。テーブルマナーも習得し
ます。

ホテル見学

講師からの
メッセージ

髙松 克之
（元ホテルオークラ東京

ホテルマン）

川瀬 清和
（元JAL・JALホテルズGM）

DREAMS
COME TRUE

夢を叶えた学生VOICE

「
接
客
力
」と「
語
学
力
」を

　
　
養
う
こ
と
の
で
き
る
、最
適
な
環
境

リゾートトラスト株式会社 内定

HTコース
小笹 透哉さん
千葉県立小見川高等学校出身

VOICE

もともとGS志望でしたが、HTコースの授業を通じて

「自分がやりたい事はこれだ」と発見。ホテルでのアル

バイトを経て、全国に会員制のホテルを展開するリゾー

トトラスト株式会社に内定しました。身につけた接客力、

語学力、そしてマナーを活かし、「君に会いに来たよ」と

言ってもらえるようなホテルマンになりたいです。

ビジネスマナーの授業
接客業に欠かせないマナーをしっかりと身につけると同
時に、敬語や正しい日本語の美しさに感動しました。

1年次 4月

ホテルコースの授業
GSを目指していたものの、HTコースの授業で都内の
ホテルを見学し、雰囲気やサービスに感動して転身。

1年次 7月

ホテルでアルバイト
成田は空港に加えて海外の方やエアラインクルーが宿
泊するホテルも多数。そこで働き、実践的な英語を習得。

1年次 12月

CAMPUS LIFE PHOTO

世界の空港や都市に想いを
馳せながらの授業にワクワク！

ACコース／HTコース
河戸 竜也さん
千葉県立八千代東高等学校出身

成田空港のそばで学び、インターンシップやアルバイトなど

を通して空港で働くこともできる環境はここだけだ！と思っ

てナリビに進学しました。僕が最も好きな授業は「航空概

論」。航空基礎知識及び航空業務に携わるときの知識、

さらには各空港や都市のことなど

を学べるので、最高にワクワクす

る授業ですよ。

VOICE

HOTEL COURSE
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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

POIN
T 2

資格取得と語学教育に自信があります！資格は即戦力の証
QUALIFICATION

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

POIN
T 1

取得できる資格 は本校試験実施会場 全員がiPadを使って学習を効率的に！

□ 実用英語技能検定 2級

□ TOEIC IP

□ 中国語検定 3級・4級

□ 韓国語能力試験 初級

□ 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

□ ホテルビジネス実務検定試験BASIC 2級

□ サービス介助士

□ 赤十字救急法救急員

□ パソコン検定文書表計算試験 2級

□ 国際航空貨物取扱士 基礎コース

PICK
UP!

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。

SOUND & MOVIE

ANYTIME,
            ANYWHERE

APPLICATION

好きな時
間に

好きなだけ
!

試験実施
会場が

学校だか
ら、いつも

の力が

そのまま発
揮できる!

テスト・試験前
学習にも!

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。

REPORT. 1

TOEIC IP※を導入
しています！

航空業界でフライトのスケジュールや空席のチェック、航空券
やホテルの予約など旅行商品を手配するために世界各国で
幅広く使われているコンピュータ予約システムが「amadeus」
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。

REPORT. 2

就職の強い味方！
「amadeus」をマスター※団体特別受験制度

（IP: Institutional Program）

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、
あわせて「サービス介助士」の取得を目指します。

REPORT. 3

「サービス介助士」の資格を
取得し、すべてのお客さまに
適切な対応を！ 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。

REPORT. 4

現場でのニーズが高い
第二外国語もしっかり学べる!

日本語が母語でない学生は日
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。

日本語が母語でない学生は、
日本語の授業が週4日！

POINT
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学校全体で就職活動をサポート

主な就職先企業一覧 航空業界、ホテル業界を中心に、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です。

■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）／AIR DO／スカイマーク／春秋航空日

本／バニラ・エア／中国国際航空　■グランドスタッフ JALスカイ／K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／東京ベイ舞

浜ホテル クラブリゾート／ホテルオークラ東京ベイ／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／日本ホテル／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 NCAJapan／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／JALグランドサービス／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／JALナビア　■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）／JR東日本サービスクリエーション（グランクラスアテンダ

ント・グリーンアテンダント）　他

※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。

エントリーシート
小論文の添削指導
自分を上手に表現できるよう、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。

17%

80%
航空・空港関連

ホテル
観光関連

3%その他

卒業生の進路状況

航空・ホテル業界を中心に、

即戦力として就職するために役立つカリキュラム構成で、

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。
頼れるナリビの就職支援
EMPLOYMENT RESULTS

先生、先輩の心強いサポートが、
面接本番にも役立ちました

GSコース
髙杉 桃子さん
千葉県立千葉北高等学校出身

面接練習をしてくださるのは、企業で採用や面接官としての

ご経験をされていた先生方。自分では気が付かなかった点へ

の指摘や、きめ細やかなアドバイスをいただいたおかげで、本

番の面接にとても役立ちました。また、

ナリビの先輩方が実際の試験や面接

などについて詳しくお話してくださった

ことも心強かったです。

就職活動は、
入学と同時に始まります。

就職指導
担当から
メッセージ

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、希望就職先企業

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。

就職指導担当
狩野 厚子

就職指導担当
中田 浩三

グループでの面接練習を行います。

早期入社の2年生や卒業生も
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内定までの道のり

航空業界出身で、
採用に精通した講師陣が
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

空港・ホテル・鉄道を中心に、
様々な業種の

就職先を新規開拓

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）

留学生を対象にした
企業情報の収集・提供

在校生メッセージ
VOICE

1年次 2年次 内 定4月 5月 6月 7月 8-9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

企業研究

業界研究

自己分析
適性検査

自己PR文の作成
身だしなみ講座

グループ
ディスカッション
文章作成練習

プレゼン演習

OB・OGを招いて
業界研究

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
会社説明会

一人ひとりに
合わせた個別指導

憧れの会社に
内定!

先輩のお話は
役に立ちます！

スーツ通学なので
身だしなみを整え
気持ちも引き
締まります！
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上田 采季さん
千葉県立四街道高等学校出身

帝国ホテル

HT

鈴木 遥さん
千葉経済大学附属高等学校出身

日本ホテル

HT

小島 瑠佳さん
千葉経済大学附属高等学校出身

日本ホテル

HT

憧れの職業を手にした先輩方をご紹介します！

就職内定者紹介
DREAM TO THE SK Y

2020年3月卒業生
CA キャビンアテンダント GS グランドスタッフ AC エアカーゴ

HT ホテル・観光GH グランドハンドリング OT 航空関連／鉄道

梅田 ちひろさん
千葉県立千葉北高等学校出身

ジェットスタージャパン

CA

山浦 奈 さ々ん

茨城県立日立第二高等学校出身

春秋航空日本

CA

今溝 莉菜子さん
長野県穂高商業高等学校出身

JALスカイ

GS

内山 玲音さん
千葉県立四街道高等学校出身

JALスカイ

GS

金坂 ひかるさん
千葉県立松尾高等学校出身

成田国際空港振興協会

GS

田辺 裕加里さん
千葉県立富里高等学校出身

ジェットスタージャパン

GS

鈴木 天音さん
千葉県立銚子高等学校出身

羽田空港サービス

GS

伊藤 美菜実さん
千葉県立匝瑳高等学校出身

羽田空港サービス

GS

ラナ ディラワー アリ ブラウィンさん
千葉県立成田国際高等学校出身

ANA成田エアポートサービス

GS

萩原 桃子さん
千葉県立富里高等学校出身

ANA成田エアポートサービス

GS

ユーセビオ ルイース フランセスカ ボホルさん
千葉県立白井高等学校出身

ANA成田エアポートサービス

GS

多田 彩香さん
青森県立三沢高等学校出身

ANA成田エアポートサービス

GS

大髙 凜さん
共愛学園高等学校出身

JALスカイ

GS

髙杉 桃子さん
千葉県立千葉北高等学校出身

JALスカイ

GS

手塚 史也さん
八千代松陰高等学校出身

国際空港上屋(IACT)

AC

松本 利里さん
桜の聖母学院高等学校出身

JALカーゴサービス

AC

嶋守 怜香さん
二松学舎大学附属柏高等学校出身

JALカーゴサービス

AC

熊谷 美咲さん
千葉県立木更津東高等学校出身

羽田空港グローバルサービス

AC

増田 梨那さん
福井県立武生東高等学校出身

JALカーゴハンドリング

GH

石川 航貴さん
東京都立蒲田高等学校出身

JALグランドサービス

GH

鈴木 達矢さん
千葉県立松尾高等学校出身

JALカーゴハンドリング

GH

阿部 実祐さん
茨城県立日立第二高等学校出身

森ビル
ホスピタリティーコーポレーション

HT

横山 麗菜さん
青森県立浪岡高等学校出身

日本ホテル

HT

渡部 詩乃さん
千葉県立富里高等学校出身

パークハイアット東京

HT

オルティリア ジョナ リエさん
千葉県立柏井高等学校出身

セルリアンタワー東急

HT

朝日 里奈さん
茨城県立土浦湖北高等学校出身

赤坂エクセルホテル東急

HT

山形 直也さん
千葉県立富里高等学校出身

ANAケータリングサービス

OT

木内 佑萌香さん
千葉県立成田北高等学校出身

NAAリテイリング

OT

小嶋 寧 さ々ん

千葉県立四街道北高等学校出身

JR東海パッセンジャーズ

OT
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就職活動や、ナリビで学んだことが

仕事のどんな場面で役立っているのかを聞きました。夢を叶え、業界で活躍する先輩たち
SPECIAL INTERVIEW

羽田旅客サービス
羽田空港・成田空港において空港利用者に対する案
内カウンター業務、エアポートコンシェルジェ業務、旅行
サービスの提供を行っている。

親しみやすさを心がけ
気持ちを込めて対応しています。   
中神 有美香さん　2017年卒業
愛知県立成章高等学校出身

グランドスタッフ

空港ターミナルサービス
外資系航空会社のチェックインカウンター、ゲート、
ラウンジなどの地上サービス全般の業務や、成田国際
空港株式会社から受託しているインフォメーション業務
のご案内カウンターやテレフォンセンターでの対応を
行っている。

お客さまからの「ありがとう」の一言に
やりがいを感じます。
石川 穂奈美さん　2019年卒業
群馬県立桐生女子高等学校出身

グランドスタッフ

JALカーゴサービス
JALグループ国際航空貨物運送部門の中核会社とし
て、成田空港を中心にJALとJALが業務を受託する外
国航空会社の貨物郵便運送業務、上屋、運輸サービ
ス業務等を行っている。

航空貨物に込められたお客さまの想い、
仕事のやりがいを感じています！
丸田 千亜稀さん　2017年卒業
千葉県立千葉大宮高等学校出身

エアカーゴ 

ANAエアポートサービス
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。

自分が手配した貨物を乗せた飛行機が、定刻
通りに飛び立ったときはやりがいを感じます。
林 真太さん　2016年卒業
千葉黎明高等学校出身

グランドハンドリング

NCA Japan
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。

在学中に学んだ専門知識が
職場で活きています。
佐藤 玲奈さん　2016年卒業
千葉県立佐倉東高等学校出身

エアカーゴ 

ザ・ペニンシュラ東京
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。

海外から来日されたお客さまを
「和の心」でおもてなし。
小河 隆太郎さん　2015年卒業
宮崎県立小林高等学校出身

ホテル

ハイアット リージェンシー 東京
新宿新都心の高層ビルが立ち並ぶ西新宿に位置する
高級ホテル。四季折々の眺めが楽しめる新宿中央公
園に面している。土地柄、観光やビジネス、双方に利用
できると定評がある。

お客さま目線で考え
自ら行動することを心がけています。
高岡 真子さん　2019年卒業
千葉県銚子市立銚子高等学校出身

ホテル

日本ホテル
東日本旅客鉄道（JR東日本）の運営するホテルチェー
ン。東京ステーションホテル、メトロポリタンホテルズ、JR
東日本ホテルメッツ等がある。

日々の経験や出会いが
自分自身を成長させてくれます。
郡司 知親さん　2018年卒業
千葉県立東金商業高等学校出身

ホテル

ANA（全日本空輸）
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、SKY TRAX社より
7年連続 “5スターエアライン”の認定を受けている。

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！
佐々木 未優さん　2016年卒業
千葉県立成田北高等学校出身

キャビン・アテンダント

春秋航空日本
中国に本社を置く春秋航空などの出資によって、
2012年に設立された日本の格安航空会社（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。

また会いたい、と言っていただける
クルーを目指して奮闘中!!
菊池 健之さん　2017年卒業
水戸葵陵高等学校出身

キャビン・アテンダント

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。ANA
国際線を中心に、受託外国航空会社、ANA国内線を
含め、カウンターでのチェックインなど旅客業務のオペ
レーションやラウンジでのサービス提供を行っている。 

常にお客さま視点での接客を
意識しています。
目羅 汐さん　2017年卒業
千葉県立大多喜高等学校出身

グランドスタッフ

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。ANA
国際線を中心に、受託外国航空会社、ANA国内線を
含め、カウンターでのチェックインなど旅客業務のオペ
レーションやラウンジでのサービス提供を行っている。 

お客さまの心に残るスタッフを
目指しています。
田畑 千聖さん　2019年卒業
千葉県立土気高等学校出身

グランドスタッフ

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。

お客さまに寄り添ったサービスを
常に心がけています。
高松 音 さ々ん　2017年卒業
茨城県立水戸商業高等学校出身

グランドスタッフ

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。

誰からも信頼される社員を目指して
経験を積んでいます。
田澤 亜季さん　2017年卒業
北海道釧路江南高等学校出身

グランドスタッフ

エバー航空
台湾が誇る世界10大エアライン。台湾の航空会社で
は史上初、エアライン・スター・ランキングで最高評価「5
スター」を獲得したこともある。日本路線は12都市13空
港へ乗り入れている。

毎日お客さまとの会話を楽しみながら
接客をしています。
伊藤 鼓さん　2018年卒業
日本大学豊山高等学校出身

グランドスタッフ

成田国際空港振興協会
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、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。

世界各国からのお客さまとの一期一会を
大切に、業務に取り組んでいます！
松原 美咲さん　2016年卒業
千葉県立茂原高等学校出身

グランドスタッフ
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提携校
オーストラリア

ホームズカレッジ

サンドイッチ留学制度
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制度です。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。

研修先に選んだのはフィリピンの首都マニラです。

慣れない土地で3週間を過ごすこと、さらに1人で行

くことに不安もありましたが、その土地の文化を知ろ

うと前向きに取り組みました。現地では発音、文法、

TOEIC（R）、それぞれ1人づつ先生がついてくれ、1

日8時間マンツーマンで授業！おかげで英語に自信

を持てるようになりました。また、留学前にはできな

かった、自分から海外の方に話しかけるなどの積極

性を身につけることができたのではないかと感じま

す。航空会社での勤務を希望しているので、海外

研修での経験や得た知識を活かしたいです。

自分から話しかけるなど、
積極性が身に付きました

CAコース／GSコース　飯島 未久さん
茨城県立鹿島高等学校出身

Reporter

海外研修
一 生 に 一 度 の 経 験 が できる

A
IR

L I
NE  BUSINESS COLLEG

E 

 OF

NAR I TA

CAコース／GSコース　安宅 琴子さん
茨城県立鹿島高等学校出身

Reporter

私が海外研修で培うことができたのは「積極性」です。積極的な気持ち

がなければ何も始まりませんから、わからないことでもボディランゲージや

簡単な単語に言い換えて伝えることを意識したことで、留学前よりも何

倍も成長できたと思います。オーストラリア・ケアンズは大自然の宝庫な

ので、観光も楽しみました。最終日は一日フリータイムだったので、バスを

利用して少し遠出し、バロン滝で有名なキュランダという村に行きました。

大自然の中でリバークルージングをして、野生のワニやカメを見たり、動

植物に触れるなど、とても貴重な経験ができたと思います。

オーストラリアの大自然にも触れ、
豊かな経験を育みました

ACコース／GSコース　宮内 直人さん
千葉県立銚子商業高等学校出身

Reporter

オーストラリア・ケアンズで、2週間の海外研修をしました。コミュニケー

ションの手段として、英語はもちろんのこと、表情で表現したり、身振り手

振りのジェスチャーを使ってみたりするのがいいと教えてもらったので、

日々そのことを意識して会話しました。食事や文化など日本とは異なる習

慣に戸惑いながらも、ホームステイ先の家族とドライブをしたり、楽しい思

い出もたくさんできました。何よりも自分の視野が広がったことが一番の

収穫ですね。英語を使う仕事がしたい、空港で働きたいという夢に向け

て一歩一歩進んでいます。

表情やジェスチャーなど、あらゆる手段で
伝えることの大切さを実感

en
joy

Pe
ace

gooD

O v e r s e a s T r a i n i n g

メルボルンに本部を置く、Holmes 
Collegesは、ビジネスコースの他、
英語を母語としていない人々のた
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。

希望者は春期・夏期の語学研修に参加できます。

春期・夏期・語学研修

1年次秋に実施される必修プログラム。
ホストファミリーと生活を共にすることで英語力向上と

異文化を体験できます。

短期海外研修 （10月に15日間）

フィリピン（マニラ）

オーストラリア（ケアンズ）

オーストラリア（ケアンズ）

l
e

a
rn
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全国から集まる在校生に聞いてみた!

NARIBI   VOICE
Q1 ナリビの『イイところ』を教えて! Q2 今の目標を教えてください!

北海道 旭川永嶺　青森 青森東／浪岡／三沢　岩手 不来方／水沢第一／盛岡中央／盛岡

白百合学園　秋田 能代松陽／聖霊女子短期大学付属　宮城 利府／常盤木学園　福島 尚

志／桜の聖母学院　茨城 取手松陽／牛久／水戸商業／日立第二／波崎／土浦湖北／古

河第二／茎崎／麻生／鹿島　栃木 鹿沼東／烏山／栃木翔南　群馬 吉井／桐生女子／桐

生工業／前橋西／西邑楽／共愛学園／関東学園大学附属　埼玉 開智未来　千葉 市原八

幡／生浜／木更津東／柏井／犢橋／千城台／千葉北／千葉女子／千葉商業／幕張総合

／土気／我孫子東／沼南高柳／柏陵／流山おおたかの森／鎌ヶ谷西／白井／印旛明誠／

松戸向陽／松戸六実／実籾／四街道／四街道北／若松／八千代／八千代東／佐倉西／

佐倉東／佐倉南／富里／成田北／成田国際／下総／佐原白楊／匝瑳／成東／松尾／船

橋北／船橋古和釜／船橋二和／茂原／茂原樟陽／東金／銚子／銚子商業／長狭／小見

川／安房拓心／東総工業／市立船橋／市立銚子／敬愛学園／千葉経済大学附属／千葉

萌陽／千葉黎明／千葉敬愛／千葉聖心／千葉学芸／愛国学園大学附属四街道／千葉商

科大学附属／植草学園大学附属／秀明大学学校教師学部附属秀明八千代／東海大学付

属市原望洋／二松学舎大学附属柏／東京学館／日本体育大学柏／八千代松陰／拓殖大

紅陵／クラーク記念国際／成田日本語学校／双葉外語学校　東京 昭和／鎌田／日本大学

豊山　神奈川 平塚商業／相模原総合／アレセイア湘南／横浜隼人／湘南学院　新潟 小出

／上越　山梨 山梨英和　長野 穂高商業／赤穂／篠ノ井／大町岳陽　兵庫 伊丹北　滋賀 

草津　島根 出雲西　宮崎 宮崎日本大学　熊本 有田工業

出身校一覧（過去3年間）

北海道
出 身

GSコース／HTコース
阿藤 みゆきさん
北海道立旭川永嶺高等学校出身

5コースの中から2つ選択が
できるので、将来の幅が広がる
点のメリットは大きいです！

Q1

お客様一人ひとりの思い出に
残るような接客ができる
グランドスタッフになりたいです。

Q2

栃木県
出 身

CAコース／GSコース
齋藤 亜美さん
栃木県立鹿沼東高等学校出身

高校の先輩がナリビでCAの
夢を実現！ 私もこの素晴らしい
環境で学びたいと思いました。

Q1

CA、GSなど航空関連の
接客業に就きたいです。
努力と向上心を忘れず頑張ります！

Q2

千葉県
出 身

ACコース／HTコース
星 海成さん
千葉県立八千代東高等学校出身

業界や仕事の裏話を聞くことが
できる研究講座は面白くて、
受けるのが楽しいです。

Q1

航空業界か、ホテル業界か、
今はまだ迷っています。
後悔しない職業選びをしたいです。

Q2

茨城県
出 身

CAコース／GSコース　
澤畠 海成さん
茨木県立日立第二高等学校出身

短期海外研修やレベル別クラス
などで、語学力の向上を図る
ことができるところ！

Q1

礼儀やマナーを大切に、
お客様の期待を超えるサービスが
できるCAになりたいです。

Q2

島根県
出 身

GSコース／ACコース
増田 裕成さん
出雲西高等学校出身

JALのグループ会社での
インターンシップできる＆
研修旅行先がオーストラリア！

Q1

ACかGHかで迷い中。
飛行機の近くで働きたいという
気持ちは誰にも負けません！

Q2

秋田県
出 身

GSコース／HTコース
大坂 唯奈さん
秋田県立能代松陽高等学校出身

漠然と「英語を使う仕事」を
希望していた私にとって、
2コース制は魅力的でした。

Q1

日本中から学生が集まるナリビ
は刺激的！ ホテルのベルに
目標を定めて頑張っています。

Q2

千葉県
出 身

GSコース／HTコース
一原 彩花さん
千葉県立銚子高等学校出身

先生方がとにかく親身。
少人数制の授業の中で、焦らず
自分のペースで勉強できます。

Q1

様々な業種のある航空業界。
チームワークを大切にしながら
常に人を笑顔にしたいな。

Q2

長野県
出 身

CAコース／GSコース
黒岩 優花さん
長野県大町岳陽高等学校出身

航空業界志望、一人暮らしなど
共通点のある友達が多く、
励まし合って頑張れます。

Q1

ナリビは成田空港でインターン
シップが可能。グランドスタッフ
になる夢がすぐそこにある！

Q2

滋賀県
出 身

CAコース／GSコース
西垣 七海さん
滋賀県立草津高等学校出身

スーツ登校はナリビならでは。
授業はもちろん、就活に
おいても気合が入ります。

Q1

学校生活や一人暮らしで
得たものを活かし、大好きな
JALグループでCAになりたい！

Q2

神奈川県
出 身

CAコース／GSコース
阿部 クリスティーンさん
神奈川県立平塚商業高等学校出身

就職率が100％という実績に
惹かれ、CAの夢を叶えるため
ナリビに入学しました。

Q1

お客様や周囲への気配りや
心遣いを大切にしながら
夢の舞台で活躍したいです。

Q2

CHIBA BOY

IB

ARAKI GIRL

SH

IMANE BOY KA
NAGAWA GIRL

CHIBA GIRL

NAGANO GIRL

HO

KKAIDO GIRL

TO
CHIGI GIRL

SHIGA GIRL

AKITA GIRL
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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dayやナリビ祭、海外研修などイベントが盛りだくさん！

※寮費や見学、空き状況などに関しては学校にお問い合わせください。
※男子学生には、ご希望があれば近隣物件を扱う不動産業者を複数ご紹介いたします。

公津の杜駅そばの学生寮で
安心・安全のひとり暮らし
県外など通学圏外から入学するみなさんに
安心して学習に集中できるよう、
本校の学生のための学生寮を用意しています。

ナリビ生専用寮で
セキュリティも安心！

通学しやすい
立地！

 入学式
 新入生歓迎会
 フィールドトリップ
 健康診断
 TOEIC

4 APRIL

 TOEIC
 第1回英検（1次）

5 MAY

 成田空港見学
 TOEIC
 中国語検定
 ハングル能力検定

6 JUNE

 ゆかたday
 夏期講習
 夏季休業
 第1回英検（2次）
 ホテル実務技能
 認定試験

7 JULY

 夏季休業

8 AUGUST

 前期テスト週間
 TOEIC

9 SEPTEMBER

 短期海外研修
 第2回英検（1次）
 TOEIC
 パソコン検定

10 OCTOBER

 スポーツday
 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

11 NOVEMBER

 ナリビ祭
 防災訓練
 冬季休業
 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

12 DECEMBER

 羽田空港見学
 第3回英検（1次）
 TOEIC

1 JANUARY

 後期テスト週間
 第3回英検（2次）
 TOEIC
 ホテル実務技能
 認定試験

 パソコン検定

2 FEBRUARY

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

3 MARCH

女性専用本校学生専用ワンルームタイプの学生寮で新生活をスタート！

航空貨物ビル見学 公津みらいまつり（ボランティア）

公津みらいまつり（ボランティア） テーブルマナー

フィールドトリップ

ゆかたday

2019年秋完成の新施設をご紹介!NEW
ARRIVALS

ラウンジ1F 自習室3F 教室3F休み時間や
放課後、
ゆっくりと
過ごします

この教室で
PCの授業も
行います!

毎日が刺激的！多彩なイベントで学生生活が充実！

Campus Life #ENJOY

#naribi

入学式

フィールドトリップ

成田空港見学
成田空港見学

スポーツday

ホテル見学

ナリビ祭

卒業式
短期海外研修

成田祇園祭（ボランティア）
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ナリビではAO入学選考、推薦入学選考、一般入学選考の

3つの入学選考を実施しています。

それぞれの特長と内容を理解し自分に一番合った選考方法を選ぼう！！

自分にピッタリの
“入試方法”を見つけよう！

EMPLOYMENT RESULTS

ＡＯ入学＆「やる気支援
プログラム」を利用しました
私はAO入学で受験しました。先生方がすぐに私の名前

を覚えて下さるなど、とても温かい学校だと感じましたね。

また、「やる気支援プログラム」を活用し、入学まで週1回

ナリビに通って英検の勉強をしました。基礎をしっかりと

学べ、かつモチベーションを保つことができたのもよかっ

たです。おかげで入学後に英検2級に合格できました！

在校生メッセージ
VOICE

GSコース／CAコース
篠崎 紀乃さん　千葉敬愛高等学校出身

早期の入学内定で安心＆
入学前から友達ができる
2コース選択できるという点に魅力を感じ、ナリビを志望

しました。早く学校を決めたいという思いもあったので

AO入学で受験しましたが、夏休みと冬休みの短期集

中講座に参加できる点がとても魅力的でした。講習に

参加することで入学前から友達もできますし、AO入学

は本当にメリットが豊富だと思います。

GSコース／CAコース
河上 菜央さん　関東学園大学附属高等学校出身

航空関連、ホテルの仕事を
選ぶなら、まず語学力から
身につけよう！

教務担当
から

メッセージ

航空関連企業やホテルへの就職を望む人たちのために、ナリビは

入学前から学習サポート体制を敷き就職準備のお手伝いをはじめ

ます。夢の実現のためにナリビに入学する方の中には英語が好き

でも自信がないという方が結構います。英検3級（中学卒業程度）

取得を目指すレベルから対応し、それぞれの英語力に合わせて入学

までに着実にレベルアップを図ります。推薦入試や一般入試で受

験する方にも併設の英会話ス

クールを利用するなどして、現

在の語学力をさらに高めていた

だくことができます。
教務担当
森田 誠一

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月

選考料（20,000円）を免除します。

選考料免除特長1

希望者は挑戦することができます。特待生試験の結果
が基準以上に達した方は「特待生」として初年度の授
業料を半額免除します。

特待生選考特長2

入学前までに英検準2級以上に合格、またはTOEIC400
点以上取得の方は、取得級・スコアによって最大30万円
の学費免除が受けられます。
（特待生合格者は併用できません）

学費減免特長3

推薦入学選考

特待生で
授業料半額

四年制大学・短期大学併願ができます。合格通知を受け
取った後、指定日までに併願登録料を納付することによ
り、入学手続きおよび学費納付期限を延長できます。

併願受験可能特長1

希望者は挑戦することができます。特待生試験の結果が
基準以上に達した方は「特待生」として初年度の授業料を
半額免除します。

特待生選考特長2

入学前までに英検準2級以上に合格、またはTOEIC400
点以上取得の方は、取得級・スコアによって最大30万円
の学費免除が受けられます。
（特待生合格者は併用できません）

学費減免特長3

一般入学選考

特待生で
授業料半額

12月 1月 2月 3月 4月

個人面談

入学選考

オープンキャンパス

AO入学選考 6/1（月）～
エントリーシート提出

推薦入学選考 10/1（木）～
願書提出

10/1（木）～
出願書類提出 11/30（月）まで

12/3（木）まで

一般入学選考 10/1（木）～
願書提出 3/16（火）まで入学選考

入学式
オリエンテーション
授業開始

まずは
オープンキャンパスに
参加して、学校の
雰囲気を知ろう♪
詳しくはP.45へ! AO入試なら

いち早く
ナリビの学びを受ける
ことができます！

詳細については
募集要項でご確認
いただくか

学校にお問い合わせ
ください。

併設の英会話スクールで9月から3月まで、週1回の検
定試験対策講座（英検、TOEIC）を無料で受講するこ
とができます（教材費のみ自己負担）。今後必要となる
基礎的な英語力を身につけ、レベルアップを図ります。

イングリッシュハウスでの検定試験対策講座特長1

英検対策講座として、Ⅰ期内定者（8月3日（月）までにエントリー
した方）は夏期講習と冬期講習を、他の内定者は冬期講習を
無料で受講することができます。入学前に検定試験を受検し
成果を確認します。遠方の方はホテル費用の補助もあります。

短期集中講座特長2

入学前までに英検準2級以上に合格、またはTOEIC400
点以上取得の方は、取得級・スコアによって最大30万円
の学費免除が受けられます。

学費減免特長3

AO入学選考

あとは入学式を待つだけ!!ナリビで待ってるよ♪
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0120-089-032

氏名・希望日を入力して送信してください。
24時間受付中press@abc-narita.ac.jp

www.abc-narita.ac.jp

ナリビはいつでもオープンキャンパス開催中！ ホームページ、お電話よりお申込みください。

INFORMATION
HP Twitter

就職・資格取得、入試・学費・
奨学金のことなど
何でもお答えします。

10：00 - 12：00
13：30 - 15：30

学校説明会

成田空港……… 約14分

京成高砂駅…… 約51分

東松戸駅……… 約60分

京成上野駅…… 約69分

南流山駅……… 約70分

西船橋駅……… 約47分

千葉駅………… 約52分

新松戸駅……… 約67分

東京駅………… 約71分

新宿駅………… 約90分

※表示分数は2020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。

公津の杜

■
ユアエルム

■タイヤ館

■ガソリンスタンド■図書館

■小学校

←上野 成田空港→

■交番

N

成田航空
ビジネス
専門学校

※追加イベントなどは、HPにて告知いたします。

HPやSN
Sで

最新情報
発信中!

OPEN CAMPUS
来て! 見て! 感じて!

外国人講師と一緒に
クリスマスイベントを楽しもう！
在校生と直接話をするチャンス！

クリスマスイベント

10：00 - 14：30
12/12 土

空港やホテルの仕事をもっと
知りたいあなた！ 『体験授業』に
参加して仕事内容を理解しよう。

体験授業

13：00 - 15：30
4/25 土

進路や学校選びに悩んでいる
人はナリビ生に質問して
自分の将来を明確にしよう！

在校生座談会

10：00 - 12：00
6/21日

部活で忙しい方や、保護者と一緒に
来校を希望される方のために

学校説明、個別相談をいたします。

アフター5説明会

17：00 - 19：00

平　日

13：00 - 15：30
8/3 月

体験授業と
在校生との座談会で
ナリビを体感しよう。

ナリビ体験

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。
お気軽にご相談ください。

宿泊補助

主要駅からのアクセス

アクセスマップ

近隣マップ

常磐線

総
武
線

外房線

東
金
線

内房線

京葉線

北総線

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

東京

上野京成
上野

西船橋

日暮里
池袋

新宿

品川

京成高砂

東松戸

千葉

新松戸

都営浅草線

公
津
の
杜 徒

歩
2
分

徒
歩
7
分

成
田
線

成田航空ビジネス
専門学校

成
田
空
港

羽
田
空
港

武
蔵
野
線

京成成田

成田

Dream to

the sky

成田空港まで14分！
働く場所を見学に行こう！

成田国際空港見学会

定員30名

2021年

10：00 - 16：30
3/26 金

公津の杜駅から徒歩5分
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