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空港ターミナルサービス株式会社
千葉県立千葉商業高等学校出身

2019年卒業 

フォルマネス イジェイ さん

株式会社JALグランドサービス
千葉県立銚子高等学校出身

2021年卒業 

一原 彩花 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

2017年卒業 

堀越 明日香 さん

CABIN 
ATTENDANT GROUND 

STAFF

AIR CARGO

HOTEL

GROUND 
HANDLING

日本航空株式会社
千葉県立幕張総合高等学校出身

2016年卒業 

宮﨑 望 さん

日本ホテル株式会社
（東京ステーションホテル）
千葉県立佐倉西高等学校出身

2017年卒業 

山口 剛誉 さん
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声在校生
VOICE

2コース選択で、知識も豊富になり、
自分の将来の道が広がりました。
外国からのお客様にも、安心していただけるご案内が出
来るようなGSを目指しています。英語のスキルアップに
励みながら、第二外国語として中国語も学んでいます。ま
た、私はGS以外にGHコースも選択しているので、自分が
目指している職業以外のことも詳しく知ることができ、幅
広い知識が身についていると実感しています。

植草学園大学附属高等学校出身
土門 未空 さん

どちらが自分に合っているか、
学びながら判断できるところが魅力。
ACとHTでどちらに進むか絞れずにいましたが、「両方
学びながら将来の道を選ぶ」という方法を知り、とても良
かったです。現在はACで活躍することを目標としていま
すが、経験豊富なHTの先生方から教わったコミュニ
ケーション術や仕事への姿勢など、多くの学びが自分の
成長に活きていると感じています。

千葉県立成田北高等学校出身
山﨑 亮太 さん 英語やSPI対策授業は、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。

GS GH

選んだコース

HTAC

選んだコース

6

ナリビを選ぶ つの理由6

コース選択は入学後でOK !

将来の夢を再確認し、スキルをしっかり身につける

CA GS HTAC
グランド
スタッフ
コース

キャビン
アテンダント
コース

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 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

フライト
スケジュール

習熟度別クラス編成

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

接客

スキル

責任感

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

空港での
インターンシップ

業界の知識も身につきます

ナリビを選ぶ つの理由

Advantages of NARIBI 

「 一 人 ひ と り を 大 切 に 育 て ま す 」

Adv
antages of NARIBI 

1
SELECTIVE SYSTEM

安心の2コース選択制

Adv
antages of NARIBI 

2
INTERNSHIP

成田空港が目の前に

Adv
antages of NARIBI 

3
SMALL GROUP SYSTEM

しっかり学べる少人数制

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。

「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。

◆ 2コース選択制のメリット

◆ 2コース選択制の例

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。

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。



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。
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Adv
antages of NARIBI 

4
EMPLOYMENT RESULTS

信頼の就職実績

Adv
antages of NARIBI 

6
ENGLISH TEACHERS

充実の外国人講師

Adv
antages of NARIBI 

5
COLLABORATION

KONOIKEグループとの連携

週4日の英会話授業

経験豊富な外国人講師が在籍。企業が求める、
実際に使える英会話力を向上させます。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。

物流の枠を超え、社会課題に挑戦し続ける
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7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、那覇空港）でサービスを提供しています。

充実のサポート体制

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。

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。

就活研究セミナー

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。

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。

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。

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行っています。

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.

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。

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。

講師メッセージ

空港ターミナル
サービス株式会社

エアーエキスプレス
株式会社

株式会社
Kスカイ

株式会社
エヌエービー

エアーエキスプレス

エヌエービー

株式会社
ジェイフレンドリー

株式会社NKS
ホールディング

コウノイケ・スカイ
サポート株式会社

コウノイケ・エアポート
サービス株式会社

株式会社Kグランド
エキスパート

空港業界向けサービスを
全国7拠点で提供

英会話スクールを併設!
日本空港サービス
株式会社

株式会社
Ｋグランドサービス

ALEX先生

ERIC先生

GRANT先生

RICHARD先生

RICK先生
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どんなフィールドで活躍する？
あなたがめざす職業はどれ？
職業について詳しく知ることが、夢を叶える第一歩です。

Q キャビンアテンダントの仕事についてもっと教えて！

機内サービス業務と保安業務を行う専門職です。お客様が快適な時間を過ごせるように
一人ひとりに気を配り、様々な問い合わせに対応し、ご要望にできる限り応えるよう努めま
す。もうひとつの重要な仕事は保安業務。どんな状況でも迅速に的確な判断と対応を行う
ことができるよう、厳しい緊急保安訓練も行っています。CABIN ATTENDANT

キャビンアテンダント
  機内でお客様へきめ細かな

 サービスを提供する空のプロフェッショナル、

「キャビンアテンダント」をめざすコースです。

Course Code CA

Q グランドスタッフの仕事についてもっと教えて！

出発されるお客様、到着したお客様、お見送りのお客様など旅客ターミナルを利用するさまざ
まなお客様を対応する地上のエキスパート。航空券や搭乗券の発券、搭乗案内、アナウンス、
手荷物の対応、トラブル対応にいたるまで、幅広い仕事をこなします。正しい知識と判断力、
さらには関係部署とのチームワークで、飛行機の安全運航と定時出発を担っています。GROUND STAFF

グランドスタッフ
  旅客ターミナルを利用する様 な々お客様を

 臨機応変に対応する地上のプロフェッショナル、

「グランドスタッフ」をめざすコースです。

Course Code GS

Q エアカーゴの仕事についてもっと教えて！

飛行機に乗っている「人間以外」のお客様、航空貨物。衣食住に関わるものをはじめ、あり
とあらゆるものが、国内外の空を行き交っています。それら航空貨物の物流を担っているの
がエアカーゴの仕事をしている人たち。書類の作成や確認、荷主の対応、データ入力など
多岐にわたる業務をこなし、国際物流の中心で人々の生活を支えています。AIR CARGO

エアカーゴ
  私たちの日常生活にも関わりの深い

 航空貨物のプロフェッショナル、

「エアカーゴスタッフ」をめざすコースです。

Course Code AC

Q グランドハンドリングの仕事についてもっと教えて！

飛行機の安全運航を支えるグランドハンドリングという仕事。飛行機の誘導、飛行機の扉の
開閉、お客様からお預かりした貨物や荷物の積み下ろし、さらには飛行機のプッシュバック
や牽引、快適な機内を準備する客室業務など、仕事の内容は多岐にわたります。チームワー
クで限られた時間内に安全・迅速に作業を行うプロフェッショナル集団です。GROUND HANDLING

グランドハンドリング
  飛行機の安全運航と定時運航を支える

 地上支援業務のプロフェッショナル、

「グランドハンドリングスタッフ」をめざすコースです。

Course Code GH

Q ホテルでの仕事についてもっと教えて！

ホテルの玄関でお客様の対応やご要望にお応えするベルスタッフ、フロントやコンシェル
ジュ、客室を整えるハウスキーピング、料飲に関わるレストランスタッフやルームサービス、
宴会の仕事など、ホテルスタッフの仕事は多岐にわたります。老若男女問わず、様々な目的
で訪れる多種多様なお客様に対応するホスピタリティのプロです。HOTEL

ホテル
 様々なお客様をホスピタリティでお迎えし、

くつろぎや満足を演出するプロフェッショナル、

「ホテルスタッフ」をめざすコースです。

Course Code HT

P.9キャビンアテンダントコース
エアラインビジネス科／全日制2年課程

P.13グランドスタッフコース
エアラインビジネス科／全日制2年課程

P.17エアカーゴコース
エアラインビジネス科／全日制2年課程

P.21グランドハンドリングコース
エアラインビジネス科／全日制2年課程

P.25ホテルコース
エアラインビジネス科／全日制2年課程



CA
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キャビンアテンダントコース
Cabin attendant course
Airline business department

エアラインビジネス科／全日制2年課程

快適な空の旅を提供するために、飛行機の中でホスピタリティを持ってお客様に対応するCA（キャビンアテンダント）になるための専門コースです。「機内サー
ビス業務」と「安全業務」に必要な、温かい気配りや臨機応変な対応力を身につけ、安全に対する意識や専門知識を学び、夢の実現に向けて徹底指導します。

空にかける想いを夢で終わらせない！お客様を笑顔にさせる心遣いを備えたCAを目指そう。

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。自分自身で課題を見つけ、自ら行動し前進しようという意欲
を持って知識の幅を広げていきましょう。CA面接試験突破の基本はま
ず「好印象を与える」ことです。授業中は「常に笑顔で姿勢よく」を意識
し、「自分の言葉で意思を伝える」「正しい日本語をフルセンテンスで話
す」ことを徹底します。また、筆記試験対策や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。

講師からの
メッセージ

VOICE!

狩野 厚子 先生
（元JAL CA）

川上 亜由子 先生
（元ANA CA）

君の夢を叶える
学びのコース

私は「お客様との思い出」がやりがいです。
少しでも良い空の旅をお送り頂くために。

搭乗される方々にはお誕生日の方や初めて飛行機に乗る方、客室
乗務員になるのが夢だとおっしゃる方もいらっしゃいます。日々創
意工夫しながら、お客様に想い出に残る空の旅を提供できるよう
努めています。ナリビでの学びはサービスカートを使って学ぶ実習
など、とても充実していました。ビジネスマナーの授業でも学びま
したが、現場でも報告→連絡→相談の3つは大切です。自分の意
見を積極的に発言するとともに情報共有を図ることで、安全・安
心な空の旅を提供できるのでとても大切だと思っています。

スプリング・ジャパン株式会社
千葉県立柏井高等学校出身

2020年卒業 

伊藤 南美 さん

飛行機が好きなお客様から嬉しそうな
笑顔を頂いたとき、誇りに思います。

お客様に「忙しそうで声をかけづらい」という思いをさせ
たくないので、いつでも気軽に話しかけやすい存在でいた
いです。それは客室乗務員同士でも同じで、快適な機内
づくりへ繋げるために大切なこと。小さなお子様から嬉
しそうな笑顔を頂いたときは、この仕事に就いて良かった
と心から感じます。ナリビの親身なサポートや一緒に学
んだ仲間たちと切磋琢磨した経験は、人前に出るのさえ
苦手だった私を、しっかりと自分の意見を主張できるほど
に成長させてくれたと思っています。

株式会社 AIRDO
千葉県立茂原高等学校出身

2018年卒業 

山口 梓 さん

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世界中の
方と触れ合える仕事に就きたい」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。

スカイマーク株式会社
千葉県立成田国際高等学校出身

2019年卒業 

田中 未夢 さん

活躍する
卒業生

活躍する
卒業生

活躍する
卒業生



ヒルトン成田でインターンシップ
一流の接客を学ぶことができます。
将来のために経験を積んでいます。

17：15
アルバイト

CAの授業
機内を想定したロールプレイや正しい敬語、発声など、夢に近づ
ける学びがたくさんあり、ワクワクしながら授業に臨んでいます。

13：40
5限目

英会話の授業
ゲームなどを交えながら楽しく学んでいます。
外国人の先生との会話が面白い！

11：05
3限目

Airline Business College of NARITA11 Airline Business College of NARITA 12
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授業ピックアップ

CAに欠かせない
「ホスピタリティ（おもてなしの心）」を

大切に育てる学びです

航空業界で必須の英語・英会話をはじめ、中国語・韓国語（いずれかを選択）を学び習得していきます。接客の5原則（挨拶・言葉遣い・表情・身だしなみ・立ち居振る舞い）の
基本とロールプレイで機内サービスに直結するスキルはもちろん、高いレベルのホスピタリティを身に付けることができます。

英会話
レベル別少人数クラスで行います。日常生活や航空
観光業界に関する単語、語彙、フレーズを習得しな
がら、会話力とリスニング力の習熟度を向上させて
いきます。

CA研究講座
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。

コミュニケーションスキル
相手と状況に応じた円滑なコミュニケーションを図
るための基礎力を身につけます。
自己表現力に加え、話を聞くスキル（傾聴力）を学
び、発表を通して主体的に取り組みながらスキルを
向上させていきます。

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習得し、現場で役立つスキルと接客力を身につけよう。

カリキュラム

在校生インタビュー

1
TOEIC

情報基礎
（後期：Amadeus 
 又はOffice）

日本語表現 TOEIC

ホームルーム

就活研究
セミナー

ロング
ホームルーム

CA
研究講座

コミュニケー
ションスキル

（後期：就活マナー）

GS
研究講座

MON TUE WED THU FRI

総合英語航空観光概論
2

9：15
10：00

10：00
10：45

3 英会話 英会話英会話

ランチタイム

英会話

第二外国語 第二外国語第二外国語 第二外国語

基礎教養（数学）

基礎教養（社会）

4

11：05
11：50

11：55
12：40

5

6

13：40
14：25

14：30
15：15

7

8

15：25
16：10

16：15
17：00

CAを目指すには、どんなことに
気を付ければ良いですか？

勤務時間や休日が不規則で非常にハードな
CAの仕事は、何よりも体力が大切です。また機
内という限られた空間、時間の中で起こるさま
ざまな出来事に、臨機応変に対応できる人間
性が求められます。周囲への温かい気配りや人
の為に役に立ちたいという気持ちで行動するこ
と、責任を持って一つひとつの問題に誠実に取
り組むという地道な努力が必要です。

エアラインに必須の英語力を
外国人講師から学べます。1

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。

豊富なロールプレイで
実践力をつけます。2

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。

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。3

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。

キ
ャ
ビ
ン
ア
テ
ン
ダ
ン
ト
コ
ー
ス

現役ナリビ生：長南さんの1日

同じ夢を持つ仲間と出会い、刺激を
もらえる毎日です！インターンシップも充実しています。
高校の進路一覧にナリビの名前が載っていて、気になり調べてみたことが入学
のきっかけです。成田空港に近く、実践的な学びができ、航空業界の経験が豊富
な先生方から学べることも魅力でした。CAに必要な語学力はもちろん、言葉遣
い、正しい日本語、コミュニケーションスキル、航空業界の知識など、夢への実現
に向けて日々学んでいます。第二外国語の習得にも力を入れています。将来は国
内だけにとどまらず、海外での活躍も目標にしています。

千葉県立成田国際高等学校出身

CAコース／GSコース

長南 愛海 さん

CAコースの学び

電車で通学
毎朝自分でお弁当を用意しています。就職したらひとり暮
らしをするかもしれないので練習だと思って作っています。

6：30
起床

ワンポイントアドバイス

頑張る
在校生

※CA/GSを選択した場合（2021年度の一例）
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グランドスタッフコース
Ground staf f course
Airline business department

エアラインビジネス科／全日制2年課程

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
が搭乗手続き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、そして英語力はもちろん美しい日
本語力が求められます。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。

講師からの
メッセージ

VOICE!

山本 香織 先生
（元JAL GS）

倉﨑 佳江 先生
（元ANA GS）

ナリビの研究講座のなかで最も多くの学生が選択するGSコースです。制服を着て空港で働くことは多くの学生の憧れであり、私たち講師も皆さんと同じようにGSに憧
れた一人です。夢が叶い空港で働くことができた時のあのワクワクした気持ちは今も鮮明に覚えています。GSという目標に向かい「専門学校生として知っておくべき知識
を身につける」、そして「自分自身を磨きお客様に愛されるようになる」この2点を目的とし取り組んでいきます。「GSになりたい！」という気持ちを更に高めていきましょう。

搭乗手続きをはじめ、空港内で様々な安全業務に携わり活躍するグランドスタッフに。

お客さまには、最高の笑顔で接客したい。
細やかに気づける観察力を大切にしています。
空港地上スタッフとして搭乗手続き、ゲート、ラウンジ業務に携わっていま
す。入国基準や座席の調整など、確実な情報をお伝えするために、特に
スピードと冷静な判断力を常に心がけています。大切にしているのは笑
顔と観察力です。困っている人に声を掛けるのは少し勇気がいりますが、
それが出来る人が職場にはたくさんいます。私もJALの一員として誇り
を持ってお客さまに接し、自らも成長しつづけたいと思います。

空港でお困りの方、お悩みを持つ方に情報を提供するインフォメーションで働いています。アナウンスやテレフォンセンター、落と
し物の対応をはじめ、館内施設から交通まで幅広くご案内しています。コミュニケーション力や視野を広げて見る力、表情や態度か
ら気持ちを察する力を駆使して、お客様が一番求めている情報を見つけ出しています。ナリビはみんなが空港や飛行機が好きで、お
互いに励まし合いながら夢を追っている素敵な場所でした。インターンシップで空港のラウンジで働く経験ができたことは良い思
い出です。これからも困っている人がいる限り、心を込めた対応で、サービスの質を高めながら頑張っていきたいと思っています。

グ
ラ
ン
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空港ターミナルサービス株式会社
群馬県立桐生女子高等学校出身

2019年卒業 

李 穂奈美 さん

お客様からの「ありがとう」が
仕事のモチベーションに

グランドスタッフ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に観光したことも良い思い出
です。今後はさらに経験を積み、いかなる状況にも
対応できるプロフェッショナルを目指します。

ANAエアポートサービス株式会社
東京都立昭和高等学校出身

2019年卒業 

黒木 教輔 さん

お客様のお忘れ物が無事お客様の手に渡ったときに見せてくれる、
とても嬉しそうな顔。この仕事をやっていて良かったと思える瞬間です。

株式会社JALスカイ
青森県立青森東高等学校出身

2020年卒業 

斉藤 珠紀 さん

君の夢を叶える
学びのコース

活躍する
卒業生

活躍する
卒業生

活躍する
卒業生



カフェでアルバイト
接客力を磨くためにカフェでアルバイトをしています。お客様に
合った商品を提案できるように商品知識の勉強も怠りません。

17：00
アルバイト

ランチタイム
今は黙食なので早めに食べて、食後は
仲の良い友達と会話を楽しんでいます。

12：40
ランチ

英会話の授業
レベル別に少人数で授業を行います。
質問がしやすい上に、先生も優しくてとても楽しいです。

11：05
3限目
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授業ピックアップ

接客時のマナー、語学以外にも
航空業界の専門知識、

冷静な判断力などを養います。

毎回実施する小テストで航空会社コード、空港コード、航空略語を覚えます。また、空港でのお客様の流れ、パスポート、ビザ、手荷物をはじめとする
専門知識の習得、ロールプレイを通し自分自身を客観的に見てお客様に愛されるGSとしての接客スキルを学びます。

メイクアップ講座
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。就職活動だけではな
く、今後の仕事にも役立ちます。

GS研究講座
グランドスタッフとして働く上で必要となる基礎的
な知識、接客マナー、コミュニケーションスキル、そ
して心構えを学びます。また空港のカウンターや搭
乗口の案内業務など、現場を想定したロールプレイ
で即戦力を身につけます。

情報処理実習（ PC／amadeus）
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
空座席予約システム「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。

空港内のお客様へ様々な場面での対応が求められるグランドスタッフ。
語学力、接客マナー、適応力を養い、必要な知識とスキルを身につけよう。

在校生インタビュー

カリキュラム

1
TOEIC 日本語表現 TOEIC

ホームルーム

就活研究
セミナー

ロング
ホームルーム

GS
研究講座

AC
研究講座

MON TUE WED THU FRI

総合英語航空観光概論
2

9：15
10：00

10：00
10：45

3 英会話 英会話英会話

ランチタイム

英会話

第二外国語 第二外国語第二外国語 第二外国語

基礎教養（数学）

基礎教養（社会）

4

11：05
11：50

11：55
12：40

5

6

13：40
14：25

14：30
15：15

7

8

15：25
16：10

16：15
17：00

GSを目指すには、どんなことに
気を付ければ良いですか？

皆さんが抱いているGS像とはどのような人で
すか？その姿に自分自身が近づくことが夢に近
づく方法です。人が好きなこと、お客様、同僚、
すべての人に分け隔てなく接し、いつも優しい
笑顔でいること、どのような状況にあっても穏
やかな心を持ち、冷静な判断ができることは大
切な要素です。GSになるための知識を習得す
ると同時に自分自身を見つめ直し、人間性も高
めていきましょう。

グランドスタッフの全てを
基礎から学びます。1

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。

需要の高い第二外国語を
習得します。2

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二外国
語を学びます。

日頃の成果を発表する機会が
たくさんあります。3

立ち居振る舞いの授業が評価され、地元
の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。

グ
ラ
ン
ド
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ー
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現役ナリビ生：京増さんの1日

高校の進路説明会でナリビを知り、航空業界への憧れが強まりました。オープンキャンパ
スで学校の明るい雰囲気と学生思いの優しい先生方に出会い、ここなら夢に近づけると
思いました。レベル別のクラス分けも安心。研究講座の授業では実際の仕事内容を先生方
が経験談を交えながら教えてくださるので、イメージがつきやすいです。将来はグランドス
タッフとして活躍し、「ありがとう」と言われる存在になりたいです。カフェのアルバイトで接客
力を磨いたり、夏休みにはインターンシップに参加したり、夢に向かって頑張っています。

千葉県立富里高等学校出身

GSコース／ACコース

京増 夏美 さん

GSコースの学び

電車で登校
早めに起きてお弁当やメイク、髪のセットをし、
駅からは友達と話しながら学校まで歩いています。

6：30
起床

ワンポイントアドバイス

この学校に来てとても積極的になれました。
外国人の先生方にも自分から英語で話しかけています。

情報基礎
（後期：Amadeus
 又はOffice）

コミュニケー
ションスキル

（後期：就活マナー）

頑張る
在校生

※GS/ACを選択した場合（2021年度の一例）
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エアカーゴコース
Air cargo course
Airline business department

エアラインビジネス科／全日制2年課程

コロナ禍でも、物流は日常に欠かせないもの。
人々 の生活に役立っていると実感しています。
税関から輸入許可が下りた貨物の搬出業務を行っています。同時
に動植物検疫や税関検査が必要な貨物の対応もしています。大切
なのは「スピード」、そして「豊富な知識」です。お客様を直接応対す
ることも多いチームに所属しているので、表情や言葉遣いに気を付
けながら、手際良い行動を心がけています。エアカーゴという職種
は在学時の空港見学の際に知りました。実務に近い授業で基礎を
しっかりと学んでいたので、その知識を現在の業務に活かせていま
す。今後はさらに経験を積み、輸入全体の流れを理解する為に、他
部署の業務にも挑戦していきたいです。

国際空港上屋株式会社
千葉県立東金高等学校出身

2018年卒業 

飯田 大和 さん

国際物流の中心にいると日々感じます。
誰からも信頼される存在になりたい。

様々な航空会社の輸入貨物を取り扱っています。航空会
社ごとに振り分けられる番号やコードを正確に確認しな
がら、周りの社員とチームワークで仕事をしています。受
付業務ではスピード感を保ちつつ、パソコンを駆使して
作業をしています。ナリビで習得したパソコンスキルや専
門知識がとても活きています。多くの貨物に囲まれる中
で、国際物流の中心にいると日々実感しています。自分が
関わった貨物が日本全国の方 へ々届けられると思うと、と
てもやりがいを感じます。今後はさらに経験を積み、誰か
らも信頼される存在になりたいです。

書類から「隠れた危険物」を発見した時、お客さまの安全を守っていると実感します。
最初はグランドスタッフ志望でしたが、入学して航空業界の様々な職種を知り、エアカーゴの道を選びました。空港で実際の職場を見学できる環境
のおかげだったと思います。現在は航空機に搭載する貨物の個数や重量、危険物が紛れていないかなどを書類とシステムを使ってチェックする業務
に従事しています。各便の特性を知り、推測に頼らない確実な仕事を心がけています。また、先輩方が立ち上げたプロジェクトにも参加。部署の壁
を超え、課題解決に向けて議論しています。いつかは国内外の空港と連携しながら、成田空港での業務においてキャリアアップしていきたいです。

株式会社JALカーゴサービス
桜の聖母学院高等学校出身

2020年卒業 

松本 利里 さん

現代では身の回りの様々なものが日々、日本から世界中へ、世界中から日本へ送られています。航空貨物輸送が国際物流の支えとなり日本と世界を繋ぎ、経済、社会、文化の発展に寄与
しています。ACコースではこの航空貨物輸送に関わる職業とその業務の内容について学びます。航空貨物代理店と航空会社貨物部門が協力して、大切な貨物を送り主から受取人まで
安全に確実に運びます。国際航空貨物の仕事についてより良く理解し、働くために必要な基本的知識を実践的に身につけ、人々の生活を支える国際物流での活躍を目指していきましょう。

貿易大国日本の物流を支える、エアカーゴ（航空貨物輸送）のビジネスに携わろう！

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。「貨物」というと重い物の運搬や、現場での仕事を想像するかもしれ
ませんが、この分野の業務はIT化された事務系の業務も多く、女性も男性も活躍できる職
場がたくさんあります。国際航空貨物の運送業務という仕事についてより良く理解し、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ていきます。

講師からの
メッセージ

VOICE!

濱野 秀幸 先生
（元外資系AC）

NCA Japan株式会社
千葉県立匝瑳高等学校出身

2020年卒業 

藤ヶ﨑 彩恵 さん

君の夢を叶える
学びのコース

活躍する
卒業生

活躍する
卒業生

活躍する
卒業生



マナー講習
将来憧れの業界で働く際に大切なことを学びます。
人との接し方や言葉遣いなどもしっかり身につきます。

14：30
4限目

ランチタイム
昼休憩は1時間あります。最近は友達と近隣にある
フードコートに行って食事をすることが多いです。

12：40
ランチ

韓国語の授業
ナリビに入って初めて韓国語に触れました。
文字を読んで書くところから始めています。

11：55
4限目
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コースの特徴

授業ピックアップ

航空機が運ぶのは「人」だけではありません。
エアカーゴで働くことの魅力を知ろう

国際航空貨物運送の流れに沿った実際の業務と職種の役割について学びます。航空貨物の取扱いや航空機への搭載における規則や制限について知り、
空港の貨物施設、航空機内の構造、貨物輸送用具、航空貨物運送状の読み方、運送計画や運賃計算の基礎について学びます。

貨物ターミナルビル見学
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、
仕事に対する理解を深めていきます。

AC研究講座
航空貨物代理店や航空会社貨物部門への就職を目
指し、業務に必要な実務知識を習得します。AWB
（航空貨物運送状）の見方から作成、運賃計算まで
幅広い学びで即戦力を養います。

企業見学
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裏側を学び
ます。実際に現場を見て将来をイメージし、ワンラン
ク上の自分を目指すきっかけになります。

航空貨物として世の中のあらゆるものが世界中を行き交っています。
エアカーゴ業務に必要な知識とスキルを実践的に身につけよう！

在校生インタビュー

カリキュラム

1
TOEIC 日本語表現 TOEIC

ホームルーム

就活研究
セミナー

ロング
ホームルーム

AC
研究講座

GH
研究講座
車両実習

GH
研究講座
車両実習

MON TUE WED THU FRI

総合英語航空観光概論
2

9：15
10：00

10：00
10：45

3 英会話 英会話英会話

ランチタイム

英会話

第二外国語 第二外国語第二外国語 第二外国語

基礎教養（数学）

基礎教養（社会）

4

11：05
11：50

11：55
12：40

5

6

13：40
14：25

14：30
15：15

7

8

15：25
16：10

16：15
17：00

ACを目指すには、どんなことに
気を付ければ良いですか？

航空貨物はその形、大きさ、重さ、内容の性質な
どがそれぞれまったく異なるものです。高級食
材、極小の精密電子部品、生きている動物、高
価なブランド品、危険物、大型機械装置、マイナ
ス70度のワクチン等々、それらを適正に取扱い、
安全に航空機に積み込むには航空貨物運送に
ついての規則や制限を知りしっかりとした専門
知識を持つ必要があります。専門用語の多くは
英語が使われているので、語学力も必要です。

航空貨物の現場ですぐ使える
航空知識を学びます。1

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。

航空貨物に関わる規則や制度を学びます。2

航空機搭載における重量や容積の制限について、特殊貨物や
危険物の取扱規則、税関の輸出入手続き、保税制度、検疫制度、
航空保安制度などについて理解します。

エ
ア
カ
ー
ゴ
コ
ー
ス

現役ナリビ生：足立さんの1日

航空業界に就職出来る学校をインターネットで探していたところ、ナリビを知りまし
た。成田空港に近く、自分の将来の目標に一番適していたので入学を決めました。
駅からも近く、実習場もあり、本格的な授業が受けられるところも魅力です。学んだ
ことを空港のインターンシップで実際に体験出来るため、知識が身についていると
実感しています。学校では常にフォーマルな格好をしているので、身だしなみにもよ
く気を配るようになりました。先生方は普段優しいですが、大切なところはしっかり
厳しくして頂き、先生と生徒の距離も近いので、安心して学校生活を送っています。

千葉県立市原緑高等学校出身

ACコース／GHコース

足立 瑠偉 さん

ACコースの学び

家を出る45分前に起床
iPadや必ず使う物など、持ち物はしっかりチェック。
2回電車を乗り換えて、公津の杜まで通っています。

6：45
起床

ワンポイントアドバイス

ナリビの授業がこんなにも〝楽しい〟と
感じるなんて、入学前は想像もしていませんでした。

情報基礎
（後期：Amadeus 
 又はOffice）

コミュニケー
ションスキル

（後期：就活マナー）

頑張る
在校生

※AC/GHを選択した場合（2021年度の一例）
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グ
ラ
ン
ド
ハ
ン
ド
リ
ン
グ
コ
ー
ス

グランドハンドリングコース
Ground handling course
Airline business department

エアラインビジネス科／全日制2年課程

飛行機の安全と定時運航を支えるために、
チームワークと正確な作業を心がけています。
航空機の貨物室へコンテナの搭降載を行ったり、PBB（搭乗橋）操作、到着
した便の誘導、搬入・搬出作業などを行っています。飛行機のそばで日々や
りがいを感じながら働いています。無事定刻に全ての作業が終わり、お客さ
まをお見送りする時は、達成感と誇りを感じます。現在は特殊車両の資格
取得を目指しながら、実技訓練、機材設備の扱いなど作業の正確性を上げ
ることを頑張っています。学校で学んだ航空機の名称、危険物ラベル、航空
会社の2レターや空港の3レターも必須な知識で、英語力が必要な場面も
あるので1年次秋に参加した海外研修での経験も役立っています。

ナリビで学んでよかった！先輩や
後輩との繋がりも実感しています。

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。

幼い頃に見た光景、空の旅を支える仕事に憧れて、航空業界へ進みました。
幼い頃から飛行機に乗る機会が多く、いつも窓の外に見える係員の方々。あの方々のおかげで安全な空の旅を快適に楽しめている
のだと深く感じ、この仕事を目指すきっかけになりました。現在は、航空機の誘導やお客様の手荷物の搭降載が主な業務です。
飛行機を送り出す時、地上から機内のお客様に手を振りその笑顔を見たときに、大変な仕事もこの瞬間があるからがんばれる
と思います。ロードマスターになる事を一つの目標とし、今後も常に安全を第一に考え、経験を積み日々成長していきたいです。

ANA成田エアポートサービス株式会社
敬愛学園高等学校出身

2019年卒業 

外山 竜輝 さん
株式会社JALグランドサービス
千葉県立八千代東高等学校出身

2021年卒業 

上野 祐輝 さん

航空機の安全運航には、プロフェッショナル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
両を駆使した貨物や手荷物の搭降載、お客様が機内で快適に寛ぐ空
間を作り出す客室業務、大型特殊車両を手足のように操る航空機の誘
導、目的地まで安全に飛行する為のバランス業務等、その支援業務の
すべてに多くの知識や経験が必要です。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。

講師からの
メッセージ

VOICE!

出口 公正 先生
（元JASCO GH）

小川 恵二 先生
（元JASCO GH）

飛行機の快適な安全運航を支援するために、様々な地上支援業務を担うグランドハンドリングスタッフになるための専門コースです。グランドハ
ンドリングに必要な、安全と正確さ、責任感を持って業務を遂行できる力を養います。実習では、実際に空港で使用している車両を使い、特殊車両
の運転技術も身につけていきます。安全高品質を支えるため、航空知識や技術を基礎からしっかり学んで空港での活躍を目指していきましょう。

空港で航空機の円滑な離発着を支えるプロフェッショナルになろう。

ANA成田エアポートサービス株式会社
東海大学付属市原望洋高等学校出身

2019年卒業 

金井 奈織美 さん

君の夢を叶える
学びのコース

活躍する
卒業生

活躍する
卒業生

活躍する
卒業生
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コースの特徴

授業ピックアップ

特殊車両を使った実習では「安全」に
対する意識と即戦力を身につけます。

グランドハンドリングに関わる職種と役割について理解し、関連する施設、航空機の構造、地上支援機材、輸送用具についての基礎知識や、出発、到着の一連の流れ、手荷物・貨物の搭降載業務、
客室準備業務、航空保安業務についてなど、航空機に付随する運航支援業務全般の、必要なスキルと専門知識を、実習と座学で基礎から応用までしっかりと学びます。

航空貨物搭降載作業の見学
航空貨物搭載作業やマーシャリング、広いランプ内
で特殊車両を駆使している現場を肌で感じながら、
職業に対するイメージを具体化していきます。目標
が明確になり意識も高まります。

GH研究講座
現場経験豊富な講師の講義では、安全に対する意
識、必要とされる基礎的な知識や技術、専門用語、
求められるスキルなど、現場のエピソードも交えな
がら学んでいきます。

専用実習場で実践的な学び
成田空港近くの学校専用実習場で、実際に空港で
使用している様々な車両を使って実習を行い、特殊
車両の運転技術も習得していきます。さらにはフォー
クリフトの運転免許も取得できます。

グランドハンドリングスタッフに必要なスキルと知識を養います。
専用実習場も活用し、即戦力となる特殊車両の運転技術も身につけます。

在校生インタビュー

GHを目指すには、どんなことに
気を付ければ良いですか？

グランドハンドリング業務は、限られた時間内
に安全・迅速・確実に作業する事が前提です。
安全を最優先に考え、定時性を守り、仲間と密
接に連携するチームワークや強い責任感が求
められます。飛行機は雨の日も晴れの日も休み
なく飛んでいます。どのような天候でも屋外の
作業に耐えられる体力も必要です。自分の夢
に向かって確実に成長できる人材を目指して
いきましょう。

地上支援業務の現場ですぐに使える
様々な航空知識を学びます。1

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。

本物の車両を使った実習で
運転技能も習得できます。2

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化し、安全運航
を支える仕事に対する心構えも習得します。

GHコースの学び

ワンポイントアドバイス
カリキュラム

1
TOEIC 日本語表現 TOEIC

ホームルーム

就活研究
セミナー

ロング
ホームルーム

GH
研究講座
車両実習

GH
研究講座
車両実習

AC
研究講座

MON TUE WED THU FRI

総合英語航空観光概論
2

9：15
10：00

10：00
10：45

3 英会話 英会話英会話

ランチタイム

英会話

第二外国語 第二外国語第二外国語 第二外国語

基礎教養（数学）

基礎教養（社会）

4

11：05
11：50

11：55
12：40

5

6

13：40
14：25

14：30
15：15

7

8

15：25
16：10

16：15
17：00

情報基礎
（後期：Amadeus 
 又はOffice）

コミュニケー
ションスキル

（後期：就活マナー）

資格取得に向けて勉強
自宅に帰ってからは、試験勉強などに励んでいます。
自分の出来ることを増やして頑張りたいです。

20：00
自主学習

グラハン実習場での授業
実習場までは学校専用のバスで移動します。実際に空港で
使用している本物の機材や車両での訓練は本格的です。

13：40
5限目

韓国語の授業
知識ゼロの状態からのスタートでしたが、
今では簡単な文も読めるようになってきました。

11：55
4限目

グ
ラ
ン
ド
ハ
ン
ド
リ
ン
グ
コ
ー
ス

現役ナリビ生：木野内さんの1日

ナリビを知るきっかけは、中学生の時に数学検定の会場だったことでした。高校2年生くら
いから本格的にグラハンの仕事をしたいと思うようになりました。将来PBB装着の役割を
担い、飛行機のドアを開け、お客様をお迎えしたいです。ナリビは本格的な実習場があると
ころが特に魅力です。本物の特殊車両を使い、S字、8字走行、連結作業などを学びながら
現役の方から空港でのお話も聞けたりと楽しい毎日です。資格取得も頑張っていて普通免許、
大型特殊、牽引免許は取得できたので、次はMOS、フォークリフトの資格を取りたいです。

千葉県立野田中央高等学校出身

GHコース／ACコース

木野内 杏 さん

英検対策授業
英検合格に向けて大切なところを中心に教わっています。
楽しく学びながら着実に力がついていくのを実感しています。

9：15
1限目

PBB（搭乗橋）装着の業務に就くのが夢。
学生のうちから多くの資格を取得して就職後に活かしたいです。

頑張る
在校生

※GH/ACを選択した場合（2021年度の一例） 
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ホ
テ
ル
コ
ー
ス

ホテルコース
Hotel course
Airline business department

エアラインビジネス科／全日制2年課程

日本ホテル株式会社（ホテルメトロポリタン）
茨城県立波崎高等学校出身

2019年卒業 

ナス アイバン フィリップ ドミンゴ さん

常にお客様に目を配り、安全性、
利便性を確保する。お客様が言葉に
なさる前に行動したいと思います。
ホテルで接客したいと思い始めたのは、専門学校在学
中の2年生になってからです。お客様からお褒めの言葉
を頂いたとき、ホテルスタッフになって良かったと心から
思います。「話す力」より「聞く力」が大切だと胸に刻みな
がら日々仕事に励んでいます。ナリビ時代に学んだ言葉
遣いが今の仕事に活かされています。オーストラリアへ
の研修も大きな経験でした。得意な語学力とコミュニ
ケーション力で、これからも経験を積み幅広い知識を持
ち、頼られる存在になりたいと思います。

株式会社帝国ホテル
千葉県立匝瑳高等学校出身

2019年卒業 

江口 真由 さん

「さすが帝国ホテル」「憧れのホテル」と言って
くださるのは、130年の歴史があるからこそ。

私はおもに電話オペレーターとして働いています。お客さまが伝えた
いこと、どのような気持ちなのかを察し、不安や不快感が残らない応
対を目指しています。さすが一流ホテルだとお褒めいただくこともご
ざいますが、ご期待を裏切らないようにと気が引き締まります。私は
元 人々前で話すことに自信がなかったのですが、ナリビでの授業のお
かげで自分でも驚くほど楽しく話すことが出来るようになっていまし
た。ナリビは限りなく夢に近づける場所だと思います！

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。

ハイアット リージェンシー 東京
八千代松陰高等学校出身

2019年卒業 

石川 瑛太 さん

講師からの
メッセージ

VOICE!

HTコースでは、実践的な学びで技能の習得を目指し、料飲・宿泊の分野を中心に様々なサービス技能、専門知識を学んでいきます。
世界中から集うお客様を笑顔にする、お客様と共感が出来る、ホスピタリティのスペシャリストを目指していきましょう。

お客様へ最高のサービスを提供出来るホスピタリティのスペシャリストになろう。

小泉 文生 先生
（現役ホテルマン）

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』『ページング』『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、世界中のお客様が利用するホ
テルで活躍できる国際人を育てます。

君の夢を叶える
学びのコース

活躍する
卒業生

活躍する
卒業生

活躍する
卒業生



情報処理の授業
ExcelやWordなどを使って将来の仕事に活かせる
実用的なPC操作を身につける授業です。

14：30
6限目

楽しいお昼休憩
お昼休みは少し長めの1時間。時間があるときは
外に出てお気に入りのカフェに行くこともあります。

12：40
ランチ

中国語の授業
将来語学が堪能なホテリエになりたいと考えているので
英語だけでなく中国語も積極的に取り組んでいます。

11：55
4限目
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授業ピックアップ

ホスピタリティの心得から
専門知識、技術を身につけ、
最高峰のサービスを学びます

宿泊業務についての基礎、料飲サービスについては食材、飲料、料理法についてまで、ホテルに関する様々な業務の基礎を理解するまで詳しく学びます。またレストラン、バンケットでの
サービス技能については、実習を取り入れた授業で即戦力を身に付けていきます。ホテルスタッフとしての接遇の基礎や求められる資質についても理解を深めていきます。

ホテル見学・テーブルマナー講習
お客様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、仕事を具体的にイ
メージすることができます。テーブルマナーも習得し
ます。

HT研究講座
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。

第二外国語
現場でのニーズが高い第二外国語（中国語か韓国
語いずれかを選択）を学びます。その国の文化も学
びつつ、挨拶や自己紹介から日常で使う会話のやり
とり、空港や旅行でよく使われるフレーズを中心に、
基礎から応用まで2年間でしっかりと身につけます。

フロントやコンシェルジュ以外にも料飲、客室、宿泊など、ホテルスタッフの仕事は
多岐にわたります。ホスピタリティを中心に必要なスキルを身につけよう。

在校生インタビュー

HTを目指すには、どんなことに
気を付ければ良いですか？

お客様や仲間に家族のような思いやりと、さり
げない気配りが出来る人になっていただきたい
と思います。そのためには、自然で温かみのある
「笑顔」、積極的な「あいさつ」、「清潔感」のある
身だしなみ、お客様をお待たせしない「迅速さ」
が求められます。またお客様一人ひとり求める
ことが違えば、ホテルを利用する理由もそれぞ
れ異なります。そうした意味では「対応力」も身
につけていくことが必要です。

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します。1

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
のお客様への対応にも自信がもてます。

現場経験の豊富な講師から直接
学ぶため実践力が身につきます。2

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。

ホテルビジネス実務検定試験
BASIC2級取得を目指します。3

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。

ホ
テ
ル
コ
ー
ス

現役ナリビ生：坂田さんの1日

観光やホテル系の専門学校を探していたとき、高校の先生に紹介されてナリビを知りました。2コー
ス選択制で、他の分野も学べる点と、語学の授業も力を入れていることを知り、ナリビに決めました。
現在は英検の合格と中国語の習得を目指して頑張っています。特に英検はナリビが会場で受験がし
やすく、難しいところは授業中に解説をしてくださいます。研究講座ではホテルの知識を座学で学ぶだ
けでなく、料理の提供をロールプレイで体験したり、フルーツのカービングに挑戦したり、とても実践
的です。将来は困っているお客様にいち早く気づき、笑顔に出来るようなホテリエになりたいです。

千葉県立松尾高等学校出身

HTコース／ACコース

坂田 菜摘  さん

HTコースの学び

通学時間は1時間半
家が少し遠いので早めに起きてお弁当を作り、
電車を乗り継いで登校しています。

5：30
起床

ワンポイントアドバイス

外国からのお客様に日本の文化の素晴らしさを
伝えられるようなホテリエになりたいと思っています。

カリキュラム

1
TOEIC 日本語表現 TOEIC

ホームルーム

就活研究
セミナー

ロング
ホームルーム

HT
研究講座

AC
研究講座

MON TUE WED THU FRI

総合英語航空観光概論
2

9：15
10：00

10：00
10：45

3 英会話 英会話英会話

ランチタイム

英会話

第二外国語 第二外国語第二外国語 第二外国語

基礎教養（数学）

基礎教養（社会）

4

11：05
11：50

11：55
12：40

5

6

13：40
14：25

14：30
15：15

7

8

15：25
16：10

16：15
17：00

情報基礎
（後期：Amadeus 
 又はOffice）

コミュニケー
ションスキル

（後期：就活マナー）

頑張る
在校生

※HT/ACを選択した場合（2021年度の一例）
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「 資格に強い」がナリビの自慢。
資格取得と語学習得にも全力サポートするのがナリビの学び。
就職の際にも即戦力となるので積極的にキャリアアップを目指そう！

Advantages of NARIBI
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

CHECK
POINT

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

CHECK
POINT

■  目指せる資格 ■  キャリア形成レポート

■  全員が i P adを使って学習を効率的に！

■ … 本校試験実施会場

実用英語技能検定

T O E I C

中国語検定試験

韓国語能力試験

日本語能力試験

サービス接遇検定

アマデウスシステム検定

ホテルビジネス実務検定試験
ベーシック

サービス介助士

赤十字救急法救急員

パソコン技能検定Ⅱ種試験

フォークリフト運転技能講習修了資格

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。　

APPLICATION

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。

SOUND & MOVIE

時間や場所の
制約にとらわれずに
学習ができます。

ANYTIME, ANYWHERE

※団体特別受験制度 （IP: Institutional Program）

TOEIC IP※を導入しています！

現在、多くの企業が英語力を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。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、スコアアップの鍵になり
ます。ナリビでは、TOEIC IPで受験機会を増やし、大きな成果を出しています。

就職の強い味方！「amadeus」をマスター
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。

「サービス介助士」の資格を取得し、
すべてのお客様に適切な対応を！
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
いが必要なお客様への対応を学び、あわせて「サービス介助士」の
資格取得を目指します。

現場でのニーズが高い
第二外国語もしっかり学べる!
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。

日本語が母語でない学生は、
日本語の授業が週4日！

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。

CHECK
POINT

REPORT. 1

REPORT. 2

REPORT. 3

REPORT. 4

◎好きな時間に好きなだけ!

◎テスト・試験前学習にも!
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頼れるナリビの就職支援
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。

Advantages of NARIBI
EMPLOYMENT RESULTS

声在校生
VOICE

■  夢を叶えるまでの道のり

■  学校全体で
　  就職活動を
　  サポート

■  就職活動をサポートする指導内容が充実

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
練習なども徹底指導します。

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。

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。

空港・ホテルを中心に、
様々な業種の

就職先を新規開拓

留学生を対象にした
企業情報の収集・提供

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　

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）

就職指導担当
狩野 厚子

就職指導担当
中田 浩三

就職指導担当
川原 徳枝

就職指導
担当からの
メッセージ

VOICE!

就職活動は、

入学と同時に始まります。

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

気軽に遊びに来てくれます

4月
1年次

5月 6月 7月 8・9月 10月 11月 12月 1月 2・3月 2年次 内定

●就活セミナー

●自己分析・適性検査

●自己PR文の作成・身だしなみ講座

●企業研究 ●グループ面接対策・個人面接対策

●グループディスカッション・
　文章作成練習

●入社へ向けて
　自己研鑽　

●企業の採用担当者を招いて会社説明会

●プレゼン演習

●一人ひとりに
　合わせた
　個別指導

●OB・OGを
　招いて業界研究

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！

入学 就職

経験豊富な先生方と学校からの
サポートで内定をいただきました。
明るい性格で面接には自信がありましたが、先生方
に自分では気づかなかった事を指摘いただき、さら
に自信を持って面接に臨むことができました。心が
落ち着かず悩みがある時などにも丁寧に、かつ親身
に相談に乗って頂き、全てにおいて心強かったです。 千葉県立流山おおたかの森高等学校出身

国際空港上屋株式会社に内定

石戸 俊太 さん

2年生での進路変更。航空貨物の
企業から内定をいただきました。
元々ホテルへの就職を考えていましたが、将来
について改めて色々と見つめ直し、エアカーゴ
の道に進むことを決意しました。内定後は入社
までに少しでも多くの知識を身につけられるよ
うエアカーゴの研究講座を受講しています。 東京学館高等学校出身

株式会社阪急阪神
ロジパートナーズに内定

秋山 日菜子 さん

憧れの会社に
内定!
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■  内定者座談会

就職内定者紹介
憧れの企業からの内定を手にした先輩方をご紹介します！
《2022年3月卒業生》

Advantages of NARIBI
DREAM TO THE SKY

CA キャビンアテンダント GH グランドハンドリング

GS グランドスタッフ HT ホテル・観光

AC エアカーゴ OT 航空関連／鉄道

■  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）／日本航空（JAL）／ANAウイングス／日本トランスオーシャン航空（JTA）／AIRDO／
スカイマーク／スプリング・ジャパン／Peach Aviation　■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／AIRDO／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／成田国際空港振興協会／FMG／エコーパートナーズ　■ホテル ： 帝国ホテル／ミリアルリゾートホテルズ／ホテルオー
クラ東京ベイ／リゾートトラスト／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／ハイアット リージェンシー 東京／日本ホテル／星野リゾート／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 ： ANA Cargo／NCA Japan／JALカーゴサービス／JALカーゴハンドリング／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　■航空保安 ： ジェイ・エス・エス／にしけい　■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・国際線電話予約 ： ANAテレマート／JALナビア　■鉄道 ： 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

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。

その他

80％
航空・空港関連

17％
ホテル
観光関連

卒業生の
進路状況

空港などでの現場実習だけ
でなく、ある期間就業体験が
行える夏休みインターンシッ
プや放課後インターンシップ
などの独自制度があります。

就職の前に社会体験！インターンシップに参加しよう

■  内定者 紹介  Pick up! 

先生：内定獲得おめでとうございます。
三須・河﨑・上林：ありがとうございます。
先生：コロナ禍での就職活動は大変でしたか？
河﨑：就職活動自体が初めてのことなのに、今年から
オンライン面接ですと聞き、不安になりました。
三須：全体的に採用規模も縮小でしたしね。
上林：そう、志望していた仕事に就けるかなと不安で
した。でも、私は先生方にとても助けられました。
先生：というのは？
上林：いつもは優しい先生が、時には厳しい時もあり
驚いたのですが「上林さんの笑顔なら大丈夫！」と言っ
てくださって。それが心の支えになりました。
先生：確かに上林さんの笑顔なら大丈夫ですね！
上林：でも、面接はマスク必須でしたので「目だけ」なん
ですよ（笑）。表情が伝わりづらいかなと思って、結構工夫
したところも多かったです。お客さまに笑顔を印象づけら
れるような職業を希望していたので、グリーンアテンダン
トとして内定をいただけたときはとても嬉しかったです！
三須：僕も先生方にはたくさん助けていただきました。
休み時間や放課後、夏休み中でも相談に乗ってくださ
いました。

先生：三須くんは就活中悩んでいた時期もありましたね。
三須：周りの友達がどんどん内定が出ていて焦ってい
ました。各社例年より採用人数自体が減ったようなの
で不安でした。
河﨑：そうそう。だからこそ色々と工夫しましたよ。エ
ントリーシートに、あえて「面接官が驚くようなことを
書いて、印象づける！」みたいなことをしてみたり。
三須：でも、こんな状況でも航空系企業からの求人は
ゼロではないのだなぁという印象はありました。
先生：航空業界がなくなることはないですからね。特
に物流はコロナ禍でむしろ増えていますね。
三須：ネットショッピングも増えましたしね。
先生：就職活動していてナリビで良かった！と思える
ポイントはありましたか？
河﨑：先輩方の就職の記録ですね。筆記試験でどのよ
うな問題が出たのか、面接で何を聞かれたのかが記
録されていたので、非常に参考になりました。
上林：私は授業で正しい敬語（日本語）やマナー、作
法を本格的に教えていただいたので、確実に面接で
武器になっていたという実感がありました。
三須：僕は仲間に支えられた、というのも大きいです。

お互い励ましあいながらエントリーシートを作成した
り、面接に全力を尽くせたり、仲間がいたから最後ま
でやり切れたんだなと思います。
先生：ありがとうございます。社会に出ても頑張ってく
ださいね。良かったら意気込みを聞かせてください。
河﨑：これから後輩も入社してくると思うので、頼れる先輩
になれるよう今のうちから日頃の生活を見直したり、先
輩に積極的に聞いて色 な々事を吸収していきたいですね。
上林：グリーン車には外国の方も多くいらっしゃるの
で、日本人ならではのおもてなしと、ナリビで鍛えた英
語や中国語、あとは得意の笑顔で勝負！です。
三須：丁寧な仕事を心がけて成長し、いつか世界を
フィールドに活躍したいと思っています。
先生：では、最後にこれから業界を目指す後輩達に
エールをお願いします。
河﨑：少人数制と2コース選択制のナリビは本当にオ
ススメです！夢に向かって頑張って下さい。
上林：コロナ禍でも仲間や先生方が支えてくれるし、
授業も専門的で毎日が楽しいですよ！
三須：コミュニケーションが苦手だった自分がこんな
に変わりました！皆さんも是非頑張って欲しいです！

コロナに負けず就職活動を頑張った

在校生たちと座談会インタビュー！！

茨城県立藤代高等学校出身
持田 雅史 さん
日本空港サービス

GH

千葉県立船橋二和高等学校出身
岩﨑 瞳美 さん

ウェスティンホテル東京

HT

千葉県柏市立柏高等学校出身
大久保 奈菜海 さん
共立メンテナンス

HT

Colorado state
Rampart High School出身

鈴木 幸 さん
森ビルホスピタリティコーポレーション

HT

千葉県立銚子商業高等学校出身
若山 勇樹 さん

羽田空港グローバルサービス

AC

東京学館高等学校出身
細川 優美 さん
NCA Japan

AC

千葉県立匝瑳高等学校出身
髙岡 勇生 さん
日本空港サービス

GH

千葉県立富里高等学校出身
島田 輝 さん

日本空港サービス

GH

千葉県立生浜高等学校出身
矢萩 アンドレイ さん
JALカーゴハンドリング

GH

千葉県立成田国際高等学校出身
木村 心 さん

空港ターミナルサービス

GS

茨城県立取手松陽高等学校出身
大木 遥 さん
FMG

GS

茨城県立取手松陽高等学校出身
栁町 黎 さん

JALカーゴサービス

AC

千葉県立若松高等学校出身
赤須 美奈萌 さん
ANA Cargo

AC

千葉県立銚子商業高等学校出身
石井 愛里佳 さん

阪急阪神ロジパートナーズ

AC

千葉県立東金高等学校出身
石塚 琴音 さん
にしけい

OT

千葉県立千城台高等学校出身
三須 聖哉 さん

株式会社JALカーゴサービス

AC

千葉県立磯辺高等学校出身
上林 愛唯 さん

株式会社JR東日本
サービスクリエーション

OT

千葉県立成田北高等学校出身
河﨑 翼 さん

羽田空港サービス株式会社

GH

CA

CA

GH

GS

GS

GS

軽井沢のリゾートホテルで夏休みイ
ンターンシップに参加しました。華やか
なイメージでしたが、お客さまから見
えないところでのスタッフの皆さんの
努力や臨機応変に対応する姿を目の
当たりにし大変勉強になりました。

千葉県立若松高等学校出身
吉田 萌恵 さん

吉田 萌恵 さん
小泉 陽和 さん

夏期休業を利用してホテルで就業
体験をさせて頂きました。接客業
の大変さを痛感しましたが、お客
さまから「美味しかったよ」「ありが
とう」「頑張ってね」と言って頂き、
とてもやりがいを感じました。

千葉県立佐原白楊高等学校出身
塩川 碧唯 さん

成田空港の貨物地区にある国際貨物を
取り扱う企業で、就業体験をしています。
輸入された貨物がどのような過程を経て
国内に出荷されるのか、間近で見ながら
勉強させていただいています。仕事を通し
てチームワークの大切さも学びました。

千葉県立成田高等学校出身
小泉 陽和 さん

INTERVIEW

塩川 碧唯 さん
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夢を叶え、業界で活躍する先輩たち
Advantages of NARIBI
SPECIAL INTERVIEW

CA キャビンアテンダント

GH グランドハンドリング

GS グランドスタッフ

HT ホテル・観光

AC エアカーゴ

OT 航空関連／鉄道

ANA（全日本空輸）

在学中の学びや日々の経験を活かし、
お客様に寄り添う接客を心掛けています。
坂田 知優 さん 2017年卒業
千葉県立我孫子高等学校出身

1952年に設立された日本の航空会社。日本航空と並
ぶ日本の主要なフルサービスキャリアで、航空会社連
合「スターアライアンス」のメンバーでもある。コーポレー
トスローガンは「あんしん、あったか、あかるく元気！」

CA

日本トランスオーシャン航空

ご搭乗いただいたお客さまとの出会いを
大切にしていきたいと思います。
渡邉 理央 さん 2016年卒業
東海大学付属諏訪高等学校出身

1967年に設立された日本の航空会社。沖縄を中心
に14路線を運航。沖縄の魅力を発信するために、機
内アナウンスや機内BGMや音楽チャンネルなどサー
ビスのいたるところに沖縄らしさがちりばれている。

CA

スカイマーク

「また乗りたい」と思っていただけるフライト
づくりが出来るよう、日々励んでいます。
岩瀬 美由希 さん 2019年卒業
千葉県立生浜高等学校出身

東京国際空港を拠点とする、1996年に設立された
日本の航空会社。現在、国内の13都市に就航してい
る。2020年度の国内線輸送人員は日本航空と全日
本空輸に次いで国内第3位。

CA

ANA（全日本空輸）

ナリビでの充実した2年間が
今の私を支えています。
佐々木 未優 さん 2016年卒業
千葉県立成田北高等学校出身

1952年に設立された日本の航空会社。日本航空と並
ぶ日本の主要なフルサービスキャリアで、航空会社連
合「スターアライアンス」のメンバーでもある。コーポレー
トスローガンは「あんしん、あったか、あかるく元気！」

CA

ANA成田エアポートサービス

お客様の心に残るスタッフを目指し、
経験を積んでいます。
安藤 瑛菜 さん 2019年卒業
千葉県立佐倉東高等学校出身

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。

GS

JALカーゴサービス

世界の物流の中心にいると日々
実感し、やりがいを感じます。
嶋守 怜香 さん 2019年卒業
二松学舎大学附属柏高等学校出身

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。

AC

NCA Japan

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

日本で唯一の国際航空貨物専門の航空会社である
日本貨物航空㈱の100％出資により2006年に設立
された。主に輸出入される航空貨物のオペレーショ
ン業務を行っている。

AC

NCA Japan

仕事を通して、みなさんの日々の
生活を支えていると実感しています。
櫻井 瑠菜 さん 2017年卒業
茨城県立下妻第二高等学校出身

日本で唯一の国際航空貨物専門の航空会社である
日本貨物航空㈱の100％出資により2006年に設立
された。主に輸出入される航空貨物のオペレーショ
ン業務を行っている。

AC

ANA成田エアポートサービス

心に残るサービスと、よりよい対応・
接客を意識しています。
片山 詩絵 さん 2017年卒業
千葉県立犢橋高等学校出身

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。

GS

JALスカイ

お客さまに寄り添ったサービスを
常に心がけています。
髙杉 桃子 さん 2020年卒業
千葉県立千葉北高等学校出身

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。

GS

AIRDO

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。
小川 詩歩 さん 2019年卒業
千葉県立東金高等学校出身

北海道札幌市に本社を置く、日本の航空会社。北海
道と本州を結ぶ「北海道の翼」として、道内6都市と
羽田をはじめ本州を結ぶ路線など、10路線30往復
を運航。

GS

ANA成田エアポートサービス

担当した便が安全に定刻どおりに
出発するたびに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

ANA国際線を中心に、受託外国航空会社、ANA国
内線を含め、旅客業務のオペレーションの他、運航
地上支援業務（グランドハンドリング）業務を行って
いる。

GH

JALグランドサービス

常に冷静な判断と確かな作業を
心がけていま.す。
古川 貴也 さん 2018年卒業
秀明大学学校教師学部附属秀明八千代高等学校出身

グランドハンドリング業界の草分けとして、日本航空
と共に成長を続け、成田、羽田、大阪、福岡、札幌の各
空港において、日本航空をはじめとする世界主要航
空会社の地上サービスを担っている。

GH

ザ・ペニンシュラ東京

お客様を「和の心」でおもてなし
することを心がけています。
小河 隆太郎 さん 2015年卒業
宮崎県立小林高等学校出身

世界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。

HT

ハイアット リージェンシー 東京

お客様目線で物事を考え、
自ら行動することを心がけています。
髙岡 真子 さん 2019年卒業
千葉県銚子市立銚子高等学校出身

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。

HT

日本ホテル

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

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。

HT



日本学生支援機構（JASSO）奨学金
入学後に月額貸与される奨学金です。卒業してから分割返済する
制度で、高校在学時に事前予約することができます。

高等教育の修学支援新制度

兄弟・姉妹入学特典 入学金免除／兄弟姉妹に本校の卒業生もしくは在校生がいる方

INTERVIEW

何もかもが日本とは
違うという環境は自分を
成長させてくれました。
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学費サポート
特待生や各種奨学金・特典など、本校独自の学費サポートが用意されています。
また、公的機関からのサポートもありますので積極的にご活用ください。

Advantages of NARIBI
DREAM TO THE SKY

■  本校独自のサポート

特待生奨学金
SS：44万５千円（初年度授業料の半額）
S：20万円　A：10万円

★サポート対象、条件などの詳細はホームページをご確認ください。

減免
英語資格取得特典
取得級／スコアに応じて
3万円、8万円、15万円

減免

■  公的サポート ★サポート対象、条件などの詳細はJASSOのホームページをご確認ください。

貸与 給付

オープンキャンパス参加特典
居住地により5千円、1万円、2万円

給付

日本語能力資格取得特典
日本語能力試験N1取得者：8万円
日本語能力試験N2取得者：5万円

減免

減免

減免

減免

鴻池奨学金
月額5万円（無利子）

貸与

学費分割納入
1年次授業料（89万円）の2分割納入が可能

令和2年より施行された、国の新制度です。本校は修学支援新制度の認定校です。学習意欲
があれば、世帯収入に応じて「授業料の減額」と「給付型奨学金」が支給されます。授業料等
の減額で最大74万円、給付型奨学金で最大月額78,500円の給付を受けることができます。

INTERVIEW

大学を休学し、飲食店で働いてい
るうちに、接客こそ私の天職と気づ
き、ホテルで働くことを目指すため
に入学しました。最初は年下の人
たちに遠慮していましたが、すぐに
溶け込めました。

明秀学園日立高等学校出身
笠井 妃那子 さん

夢の実現に向け、大学では得られ
ない専門的な学びを求めて航空系
の学校を調べ、ナリビに入学しまし
た。同じ業界を目指す仲間達と切
磋琢磨することで学習面、生活面
においてもやる気が湧いてきます。

東海大学付属浦安高等学校出身
田口 雄太 さん

公務員として働いていましたが、や
りたい仕事を模索しながら転職し、
CAを目指したいと決意しました。
アルバイトと学校の両立は想像以
上に忙しく大変ですが、毎日がとて
も楽しく充実しています。

岩手県立一関第二高等学校出身

前歴：大学生→飲食店 前歴：大学生 前歴：公務員→テーマパーク
→空港飲食店でマネージャー

鈴木 清香 さん

実家から通える距離で、空港での現場実習も魅力を感じました。妹には「エアラ
インは命を預かる仕事。周りに流されず自分を貫くことが大切」と助言しました。

コロナ禍で就職が厳しいと聞きましたが、姉も無事に希望する企業から内定を頂
き、私もお客さまに接する職業に就きたいという夢を叶えるために入学しました。

千葉県立銚子高等学校出身
姉：一原 彩花 さん（写真右）

千葉県銚子市立銚子高等学校出身
妹：一原 好花 さん（写真左）

広い世界を体感しよう！
ナリビで学んだ「語学力」を、海外で実践してみましょう。
異文化を理解することは航空業界で働くために大切なこと。

留学をする学生も応援します！

ナリビの海外研修・留学
Airline Business College of NARITA

短期海外研修
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。

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。

★提携校：オーストラリア／ホルムズカレッジ

安宅 琴子 さん
茨城県立鹿島高等学校出身

CAコース／GSコース

Reporter-01

関 勇人 さん
千葉県立東総工業高等学校出身

GSコース／ACコース

Reporter-02

香月 悠里 さん
千葉県立成田国際高等学校出身

CAコース／GSコース

Reporter-03

この海外研修でいちばん培われたのは「積極性」です。わからなくてもボディ
ランゲージや簡単な単語に言い換えながら〝伝えること〟を頑張りました。
ケアンズは大自然の宝庫なので、観光も楽しみました。バロン滝で有名なキュ
ランダという村に行き、リバークルージングで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。

02
Report

CAIRNS

オーストラリア
（ケアンズ）

01
Report

再チャレンジ支援特典 入学金10万円減免／高校卒業後1年以内、または四年制大学・短期大学・他の専門学校等を卒業（または中退）後、
　　　　　　　　　 1年以内に本校に入学する方（留学生は除く）

短期語学留学
希望者は春季・夏季休業を利用して休学せずに

短期語学留学をすることが可能です。

夏季休業を利用してフィリピンやイギリスなどの国へ
短期留学をし、語学を学んだ先輩たちもいます。

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。

上海
（中国） オークランド

（ニュージーランド）

何もかもが日本とは
違うという環境は自分を
成長させてくれました。 世界視点で自分の考えを

持てるようになりました。
世界視点で自分の考えを
持てるようになりました。

SHANGHAI

03
Report

みんなで行こう！

AUCKLAND

在校中に長期留学！

短期で語学を鍛えよう！



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！

毎日が刺激的！多彩なイベントで学生生活が充実！

Campus L i fe

入学式
新入生歓迎会
フィールドトリップ
健康診断
TOEIC

●
●
●
●
●

TOEIC
第1回英検（1次）

●
●

成田空港見学
TOEIC
中国語検定
ハングル能力検定

●
●
●
●

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

●
●
●
●
●

夏季休業● 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

●
●
●
●
●
●

ナリビ祭
防災訓練
冬季休業
パソコン検定
TOEIC
サービス介助士講習・検定試験
アマデウスシステム検定

●
●
●
●
●
●
●

羽田空港見学
第3回英検（1次）
TOEIC

●
●
●

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

●
●
●
●

●

※状況によっては、スケジュールや
内容が変更になる場合があります。

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

●
●
●
●
●
●

1月

JANUARY

2月

FEBRUARY

3月

MARCH

4月

APRIL

5月

MAY

6月

JUNE

7月

JULY

8月

AUGUST

9月

SEPTEMBER

10月

OCTOBER

11月

NOVEMBER

12月

DECEMBER

ワンルームタイプの学生寮で新生活をスタート！

※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。
※寮についての詳細は募集要項に掲載しています。
※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
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。

セキュリティも安心！

通学しやすい

立地！

入学式

卒業式

ナリビ祭

スポーツDAY

成田空港見学

ホテル見学

ゆかたDAY

フィールドトリップ

〝楽しい〟を作りだそう！「学内イベント実行委員」 先生からも頼られる！「学生ボランティア」

学内イベントの多くは、
学生が中心になって
企画・運営しています
学生達が楽しめる様々なイベントが

年間を通して開催されています。

発想力、企画力、運営管理能力も磨かれます。

学校側のイベント運営に
関わって、様々な仕事に
参画する制度です
広報主催のイベントや併設する英会話教室のイベントは

学生ボランティアも一緒になり運営しています。

ナリビ独自のボランティアポイント制度というものもあります。

広報主催のイベントや併設する英会話教室のイベントは

学生ボランティアも一緒になり運営しています。

ナリビ独自のボランティアポイント制度というものもあります。

テーブルマナー講習

北越高等学校出身
GHコース　佐藤 花菜 さん（写真右）

参加している人たちに「楽しんでいただける」
企画を考えることにやりがいを感じます！
「やれない」ではなく「できる」を考えたい。

植草学園大学附属高等学校出身
HT／GSコース　松村 芽依 さん（写真右）

主体性やコミュニケーション能力を伸ばして、
就活にも繋げたいと思いました。

役割を成し遂げた達成感は格別でした。
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ABC-Night
フェスティバル



★全国から集まる在校生！
（直近3年間の入学実績）

ナリビの『イイところ』を教えて!Q1

オススメの学びは？Q2

今頑張っていることQ3

将来の夢Q4

北海道 ： 旭川永嶺／市立函館／海星学院　青森 ： 青森東／浪岡／三沢　岩手 ： 不来方／一関第二／盛岡中央　秋田 ： 能代松陽／聖霊女子短期大学付属　山形 ： 日本大学山形　宮城 ： 石巻西

福島 ： 桜の聖母学院　茨城 ： 麻生／牛久／鹿島／下妻第二／波崎／波崎柳川／取手松陽／日立北／日立商業／日立第二／藤代／水戸商業／石岡第一／水戸啓明／東洋大学附属牛久／

常盤大学／明秀学園日立　栃木 ： 宇都宮白楊／鹿沼東／益子芳星／今市／宇都宮短期大学附属／國學院大學栃木　群馬 ： 伊勢崎興陽／桐生工業／桐生南／吉井／関東学園大学附属

埼玉 ： 豊岡／開智未来　千葉 ： 我孫子／我孫子東／磯辺／生浜／千葉商業／千葉女子／千城台／千葉北／関宿／市川東／野田中央／松戸向陽／柏陵／柏中央／流山おおたかの森／

印旛明誠／沼南高柳／白井／船橋古和釜／船橋二和／船橋法典／船橋芝山／柏井／犢橋／実籾／八千代／八千代東／若松／四街道／四街道北／木更津東／市原八幡／市原緑／長狭／

大多喜／松尾／東金／茂原樟陽／東総工業／銚子／銚子商業／匝瑳／小見川／佐原白楊／富里／成田北／成田国際／成田西陵／佐倉東／佐倉南／佐倉西／市立柏／市立銚子／市立船

橋／愛国学園大学附属四街道／我孫子二階堂／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／中央学院／東京学館／千葉英和／千葉黎明／千葉商科大学付属／千葉聖心／

千葉学芸／八千代松陰／成田／横芝敬愛／千葉敬愛／敬愛大学八日市場／千葉経済大学附属／東海大学付属市原望洋／東海大学付属浦安／二松学舎大学附属柏／成田日本語学校

東京 ： 共栄学園／正則学園／昭和第一／関東第一　神奈川 ： 相模原総合／平塚商業／麻生総合／市立川崎／横浜隼人／北鎌倉女子学園／東海大学付属相模　静岡 ： 磐田南／御殿場南／

富士見／市立清水桜が丘　新潟 ： 柏崎工業／北越　長野 ： 赤穂／上田千曲／大町岳陽／篠ノ井／穂高商業　福井 ： 武生東　兵庫 ： 伊丹北　滋賀 ： 草津　島根 ： 出雲西　鹿児島 ： 大島北

茨城県立石岡第一高等
学校出身GSコース／HTコース

小平 レイ さん

神奈川県立麻生総合高
等学校出身GHコース／ACコース

田上 開土 さん

静岡市立清水桜が丘高
等学校出身GSコース／ACコース

瀧戸 萌 さん

栃木県立今市高等学校
出身GSコース／HTコース

中沼 望帆 さん

茨城県立日立北高等学
校出身CAコース／GSコース

小林 留亜 さん

宮城県石巻西高等学校
出身GSコース／GHコース

佐藤 晴菜 さん

鹿児島県立大島北高等
学校出身GSコース／HTコース

世門 野映瑠 さん

千葉県立千葉商業高等
学校出身CAコース／GSコース

フローレス ジェリコ アキノ さ
ん

トルコ→成田国際日本語
学院出身ACコース／GSコース

メルジャン オメル さん

California state
Irvine High School出

身
CAコース／GSコース
木下 心音 さん

声在校生
VOICE

ナリビには、全国の都道府県から学生が入学してきています。
そんな学生達に、ナリビに入ってどんなところが良いと思ったか、
ナリビの学びの中でオススメだと思うものを教えてもらったり、
頑張っていることや将来の夢など、色 と々インタビューしてみました！

N A R I B I  V O I C E

ナリビに

行こう！
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●幼い頃から飛行機が大好きでした。
　GSとしてたくさんの方々を
　笑顔でお出迎えしたいです。

●身だしなみを特に気に
　かけるようになりました。
　靴やバッグを磨いたり
　スーツを清潔に保つように
　心がけています。

●2コース選択出来るところや、高校と
　同じくらい行事があること、そして
　何と言っても成田空港に近い！
　寮設備が充実、スーツでの通学
　なので身だしなみがしっかりする
　ところ、アットホームな雰囲気で
　魅力が詰まった学校です！

●GSの実践的な授業と
　GHの実習はとても
　本格的でオススメです。

●先生方が本当に優しいです。
　どの先生も親しみやすくて気軽に
　相談することが出来ます。
　体験談をたくさん聞くことで
　仕事のイメージも湧いてきます。

●校長先生の授業は毎回新たな
　発見があり、興味深いお話し
　ばかりです。

●アルバイトを頑張っています。
　将来のために学生のうちから
　多く経験して接客スキルを
　磨いています。

●空港でGSとして働きたいと
　思っています。将来は海外
　にも住んでみたいです。

●羽田空港でGSとして働くのが
　現在の夢です。また、いつか
　地元の空港で活躍し地元への
　　　　貢献もしたいです。

●GSとして成田空港で働きたい
　です。一人ひとりに合わせた
　接客で「人の役に立つ仕事」が
　出来るようになることが夢です。

●私はGSを目指しているので、
　研究講座はとてもオススメです。
　専門知識や仕事内容について
　細やかに教えて下さいます。

●CAの研究講座の授業です。
　機内で使用するカートの操作や
　緊急時の対応など実践的な学びは
　毎回刺激があり楽しいです。

●少人数制の授業なので、先生との距離が
　近く、分からないことがあっても
　すぐに聞けるので安心です。

●どの授業もとても質問
　しやすい雰囲気で、安心して
　学ぶことができます。●英検合格に向けて勉強を

　しています。電車の中で
　単語帳を見ながら少し
　ずつですが頑張っています。

●英語力向上のためにどんなに
　忙しくても1日1回は単語帳を
　開くようにしています。

●ロールプレイでお客さまへの
　接し方を実践的に学べる
　　ところです。先生方の体験談も
　　　毎回楽しみにしています。

●CAやGSコースでロール
　プレイがあるところです。
　    先生との距離が近いところ、
　      学校専用の寮があるところです。

●ナリビに入ってGSの仕事の魅力を知り、
　目指すようになりました。空港が好きなので、
　様々な国のお客さまへ空港で接客が出来る
　GSは理想の職業です。

●様々な資格を取得しようと
　頑張っています。知識を深めて
　自分の価値観を広げたい。今は
　世界遺産検定を目指しています。

●少人数制で先生とのやりとりが
　しやすいところです。また、
　2コース選択で同時に2つ
　学ぶことが出来るのは
　魅力だと思います。

●英会話の授業です。
　外国人の先生方との
　授業が週に4回あり、楽しく
　スキルアップ出来ます。

●アルバイトでの接客です。
　就活マナーで学んだことを
　活かして、目線や言葉遣い、
　気配りを忘れずに接客し、
　就職時に困らないように
　頑張っています。

●幼い頃から良くホテルを利用
　していたので、私もお客さまに
　喜んで頂けるようなホテリエに
　なりたいと思っています。

●CAを目指しています。学校に
　通いながら、成田空港の
　ラウンジで働いた際に接客の
　楽しさややりがいを感じた
　ことがきっかけです。

●研究講座がオススメです。
　2コース選択できる為、
　幅広く知識を学ぶことができ、
　航空業界の仕事を深く理解
　する事ができます。

●英語力を高めるためにTOEICの
　勉強を頑張っています。
　4ヶ月で850点までアップ
　出来ました。

●iPadを活用したり、Wi-Fiの
　完備など、学ぶ環境が整っている
　ところです。先生方もきめ細かく
　対応してくださいます。

●ビジネスマナー、
　企業研究、接客
　（飲食店）のアルバイト、
　自分を磨くことなど、目標に向かって
　様々な事に取り組んでいます。

●人前での発表が多い
　ので度胸がつきます。
　また、ビジネスマナー
　も身につきます。

●クラスがレベルに応じて分かれているので
　自分の力に合った学習が出来る
　ところです。また先生が
　親しみやすいです。

●憧れのホテルでホテリエとして
　働くことです。
　都会を忘れるような静かな
　雰囲気に憧れています。

●何より授業内容が「就職に向けて」充実して
　いるところだと思います。ビジネスマナーや
　情報処理、コミュニケーションの取り方まで
　仕事に活かす学びが
　多いと思います。

●語学の授業がオススメです。
　私の場合は日本語や英語を
　母語のように話せる位
　レベルアップするため
　外国人の先生から
　しっかり学んでいます。

●自身への挑戦として日本へ
　留学してきました。夢は、その日本でしっかりと
　新しい人生を築くことです。そのためには学んだ
　事を活かせる仕事に就きたいと思っています。

●語学力や知識などを
　学ぶだけでは、社会に
　出た時に困ると思う
　ので、私生活の面で
　睡眠時間や食生活
　などについても常に
　規則正しい生活を送る
　ことを心がけています。

●英語力アップに努めています。
　元々私は英語が大の苦手だった
　のですが、克服したいので毎日
　少しの時間でも勉強しています。

●少人数制のため質問しやすく、授業で
　分からないことがあっても
　丁寧に説明してくれるので
　勉強がしやすいです。

●2コース選択が出来る
　ところです。並行して
　2つの分野を学べるので
　視野が広がります。

●今はGHの仕事に興味があり、
　目指したいと思っています。
　将来の選択をしっかり考えて
　決めていこうと思います。



あとは入学式を
待つだけ! !
ナリビで
待ってるよ♪

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。

オープンキャンパス

総合型選抜

学校推薦型選抜

一般選抜

入試方法は3種類
自分にピッタリの選考方法を見つけよう！

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！

ナリビでは総合型選抜、学校推薦型選抜、一般選抜の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ものを選んで出願しよう！！

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。学校推薦
型選抜や一般選抜で受験する方にも併設の英会話スクールを特別料金で
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。

9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月8月7月6月5月4月

声在校生
VOICE

「やる気支援プログラム」の利用で
入学前から英検2級に合格！
総合型選抜で入学が早く決まれば、入学前に英検2級を
目指せると思い選択しました。毎週講座があったので集
中して取り組みました。特に熟語や作文対策が実用的で、
文法や品詞、熟語など一から学び直し、英検も入学前に
合格出来ました。空港でのインターンシップなど、他の学
校にはない魅力が多いと思います。笑顔が素敵なGSを
目指して頑張ります。

茨城県立鹿島高等学校出身
酒田 夏 さん

総合型選抜で早期の入学内定。
入学前から色々な準備ができる！
自宅から通いやすく、就職率も高いナリビを選びました。
総合型選抜のやる気支援プログラムは、入学前から英
検対策や国語・数学の通信教育を無料で受講すること
ができ、とても勉強になりました。業界のことを調べて研
究したりと、入学までの時間を有意義に使うことができ
ました。

千葉県立成田北高等学校出身
後藤 悠人さん

GS AC

選んだコース

HTGS

選んだコース

学校推薦型選抜

選考料減額
選考料を10,000円減額します。

特待生試験
受験基準を満たした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
初年度の授業料を一部免除します。

学費の一部免除
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15万円の
学費免除が受けられます。

一般選抜

併願受験可能
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。

特待生試験
受験基準を満たした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
初年度の授業料を一部免除します。

学費の一部免除
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15万円の
学費免除が受けられます。

特待生で
授業料
一部免除

特待生で
授業料
一部免除

教務担当
森田 誠一

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! 総合型選抜なら

いち早く
ナリビの学びを受ける
ことができます！

6/1（水）～エントリーシート提出6/1（水）～エントリーシート提出 10/3（月）出願書類提出10/3（月）出願書類提出

10/3（月）願書提出10/3（月）願書提出

10/3（月）願書提出10/3（月）願書提出
入学式

オリエンテーション

授業開始
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入学選考
12/3（土）まで

入学選考
12/3（土）まで

入学選考
3/15（水）まで

※学校見学は随時受け付けています

総合型選抜

イングリッシュハウスでの検定試験対策講座
併設の英会話スクールで、オンラインによる週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・通信費のみ自己負担）。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。

やる気支援プログラム
入学前の学習支援プログラムとして、ベネッセグループ進
研アドの通信教育を無料で受講することができます。数
学、国語等の基礎学力の見直しを図り、入学後の学習に備
えることができます。

学費の一部免除
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15万円の
学費免除が受けられます。

Hello!

English

教務担当からの
メッセージ

VOICE!

個人面談



Twitter instagramHP
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HPやSNSで
最新情報発信中!

学校説明会

10 ： 00 ～ 12 ： 00
13 ： 30 ～ 15 ： 30

日程はHPをご確認ください。

就職・資格取得、入試・
学費・奨学金のことなど
何でもお答えいたします！

クリスマスイベント

詳細が決まり次第
HPへUPします！

12月中旬予定

在校生や講師たちと一緒に
クリスマスイベントを楽しもう！

ナリビ体験

 4月29日（金）
 7月29日（木）
 8月1日（月）

空港やホテルの仕事をもっと
知りたい方、必見！体験授業に
参加して仕事内容を理解しよう！

成田国際空港見学会

見学が可能になり次第
詳細をHPへUPします！

2023年3月下旬予定

【定員30名】
成田空港まで14分！

働く場所を見学に行こう！

在校生座談会

 6月19日（日）

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！

アフター5説明会

平日
17： 00 ～ 19： 00

随時

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。

個別相談day

10 ： 00 ～ 17： 00
（所要時間：約2時間）

日程はHPをご確認ください。

個別でのご相談も
承っております。

宿泊費補助

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。

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

私 た ち が 目 指 す も の

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。

学校理念

教育目標

OPEN CAMPUS
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。

facebook

★追加のイベントや最新の情報はHPでお知らせいたします

オンライン

OK
オンライン

OK
オンライン

OK

オンライン

OK

実際に学校
へ実際に学校
へ

実際に学校
へ

行ってみよう！行ってみよう！行ってみよう！

南北に長く伸びた国土の日本には、高速移動手段としての航空産業が不
可欠です。また、島国という地理的な特性の中で「貿易立国」「観光立国」
として成長するためにも、航空産業の重要性は増すばかりです。そうした
国際戦略、国内戦略を支える航空・観光分野で自らを成長させましょう。
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
に向け、「しっかりと」「温かく」「厳しく」サポートしていきます。

ナリビで夢を実現しましょう
Message from the principal

校 長 山村 毅

常磐線

総
武
線

外房線内房線

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

武蔵野線

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

東金線

千葉

新松戸

都営浅草線

成田
線

京成
成田公津の杜

成
田

● 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2022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。

ユア
エルム
成田

タイヤ館

esso

もりんぴあ
こうづ

（図書館）

小学校

南側

北側←上野 成田空港→

交番
成田航空
ビジネス
専門学校

成田航空
ビジネス
専門学校

近隣マップ主要駅からのアクセス

アクセスマップ

公津の杜駅から徒歩5分

オープンキャンパスのお申し込み・お問い合わせは

0120-089-032

press@abc-narita.ac.jp
https://www.abc-narita.ac.jp

お電話での
お問い合わせ

ホームページ

E-mail 【　　　　　】氏名・希望日を入力して送信
してください。24時間受付中

公津の杜

成
田
空
港

羽田空港

徒
歩
2
分

徒歩7分


