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CHANGE

CHARGE

CHALLENGE

世界に雄飛

Leap
into 
the world

本学園は、日本最初の国際空港である羽田空港が昭和6年に開港したその翌年、昭和7年にわが国最古・

最大の航空学校としてスタートして90年になります。戦後、高等学校も併設され、航空科・普通科の両翼を

有するまでに発展しました。本校の生徒達がしっかりした人生観、世界観、価値観という根を持ち、片方に感

謝と喜び、もう片方に想像と創造という両方の翼を大きく広げ、時には痛みを伴う愛を知り、感動を覚え、与

えられた人生の複雑さを受け入れ、耐え、理解し、私達の故郷である地球を愛し、それぞれの国で平和の担

い手として活躍できる精神と技術を習得することを目標に教育を行っています。

航空機の安全運航は、特に愛機心が必要であり、この愛機心は、愛社心、愛国心から発生するものです。そ

れぞれの国への感謝と誇りこそ、私達の生きる喜びであり、大きなエネルギーとなります。この思想を基盤と

して本校で学び、人と人とのコミュニケーションを体得することにより、目標を実現させます。

本学園ならではの伝統と経験に基づく教育指導を受け、世界に雄飛して下さい。

先輩VOICE
学校データ/制服紹介
高大一貫授業/就職実績
EF留学
理事長挨拶
建学90年/学園の歴史

29 , 30

31 , 32

33 , 34

35

36

世界に雄飛/目次チェック
4本の柱/学科コース
山梨キャンパス施設紹介
コース説明
雄飛学塾/進学・就職実績
クラブ活動
雄飛寮

01 , 02

03 , 04

05 , 06

07

23 , 24

25 , 26

27 , 28

C o n t e n t s

01 02

自由と規律
FREEDOM AND DISCIPLINE

長所伸展
DEVELOP

YOUR
STRENGTH

共感共創
BE SYMPATHETIC

AND
GROW TOGETHER

国際教育
GLOBAL EDUCATION



さあ、飛び立とう

航空科
Aviation courseAviation course

普通科
General courseGeneral course

キャビンアテンダントステージ

航空ジェネラルステージ

キャビンアテンダントを目指します P19

P21

プレミアム特進コース より高い学力を身につけます P07

スポーツ・芸術特進コース 文武両道で人間力向上を目指します P09

総合コース 基礎学力と幅広い教養を身につけます P11

スポーツコース 競技力向上を目指し目標を達成します P13

芸術コース 自己表現力向上を目指し目標を達成します P15

情報コース IT技術の基礎から応用まで学びます P17

躍動・感動・鳴動の
世界観

知識を得たいんじゃない
自分を生かす道を
求めてるんだ

空への憧れは
安全への
使命に変わった…

見つめる先の景色は
遥かな頂

進 学
Go on to higher education

航 空
Aviation

スポーツ
Sport

芸 術
Performing Arts

YAMANASHI CAMPUS 4つの柱

航空機整備全般を学びます / パイロットを目指します
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山梨キャンパスを空から
見てみましょう！

YAMANASHI 
CAMPUS

充実した施設が夢をかなえる【施設紹介】

体育館J-ship.GYMA 体育館J-ship.GYM バレーボールコートA 野球グランドB

サッカーグランドF 空手道場GJ-ship.第2GYM バレーボールコートE

キャビンアテンダント　トレーニングモックアップC Wilbur Auditorium hallD
テキサス（校内コンビニエンスストア）M

ダンススタジオO  

航空科実験室K

武道館Iレストラン・レインボーH 卓球部トレーニングセンターJ

J-ship.
フィットネスセンターL

J-ship.CafeN WING HALLP

P
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河口 涼太 プレミアム特進コース　３年
千葉県市川市立塩浜学園中学校出身

プレミアム特進コースでは、通常の授業に加え、週に3日間
は5校時～7校時まで自習室で自習の時間があり、平日

の20時～22時30分まで夜授業と呼ばれる勉強時間もあります。土曜日は
校内にある雄飛学塾で自由に勉強ができるので、志望校や夢に向けて
個々のペースで学習する事ができます。勿論、迷ったりわからない時には
先生に気軽に相談ができます。勉強の時間は長いですが、夢への必要な
時間だと思います。生徒の個性に先生が理解をしてくださるので、多様に
勉学に励めます。

VO I C E

コ
ー
ス
紹
介
／
プ
レ
ミ
ア
ム
特
進
コ
ー
ス

Premium
Advanced Course

Premium
Advanced Course

普通科
プレミアム特進
コース

高い知性と教養
授業から放課後の自学自習までトータルに指導。「完全学校完
結型」教育システムで難関大に合格するためだけの受験学力の
養成に偏ることのない奥行きのある幅広い教養を養います。

健全な心身
広大なキャンパスだからこそ可能な充実した体育施設と、生徒
一人ひとりの健康管理・栄養管理にまで踏み込んだ行き届いた
様々な生活施設が、頑強で健全な心身を養います。

豊かな人間性
日本航空学園の教育方針である「J-Ship」は、単なる学校教育
の枠を超えた「全人格教育」を実践することで、高い倫理観・社
会観・国家観と豊かな人間性を養います。

優れたリーダーシップ
「自由と規律」「長所伸展」「共感共創」「国際教育」の理念の下、
自己の確立・忍耐と礼節・共に感動できる心を養います。学校生
活では、高い自立性と協調性、優れたリーダーシップを身につけ
ます。

学習進度状況を常に管理をして苦手分野の克服

高校１年生

進路適性の発見

さまざまな学習分野に取り組み
ながら適性進路を発見。

基礎完成期

高校２年生

文系・理系

自分の適性や将来へのビジョン
を考え希望進路を固める。

練成期

高校３年生

国公立大文系・国公立医歯薬大理系・私立大文系・私立大理系

進路に合わせた大幅な授業選択を行います。４つのコ
ースを展開し、志望校合格へ確実に導きます。

完成期

※雄飛学塾（学習部）への入部を推奨

　　

　　

プレミアム特進コース担当
プレミアム特進で

確かな学力、幅広い知識、
豊かな人間性を身につけ
難関大学を目指しましょう！

やざき　 けんいち

矢崎  賢一

山梨県甲府市出身 
日本大学文理学部応用物理学科卒業　
理科担当　雄飛学塾顧問
山梨県公立高校で教壇にたち2016年より本校に着任
担当生徒は早稲田大学、筑波大学、明治大学、ICU、関西学院大学、立命
館大学、青山学院大学、神奈川大学、法政大学、防衛大学校等に合格

プレミアム特進では、学習するべきポイントを確
実に定着させ更なる学力向上を目指します。懇
切丁寧で質問しやすい雰囲気の中で基礎学力
から応用力を養成し学習に取り組んでいます。
難関大学合格に必要な学力が身に付けられる
コースです。

POINT
1

2

3

国公立大学、難関私立大学合格
新教育課程に対応したハイレベルな授業
校内に完備された無料の塾
授業以外での学習を3年間で5,000時間確保4
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コ
ー
ス
紹
介
／
ス
ポ
ー
ツ・芸
術
特
進
コ
ー
ス

樋口  大樹

Advanced Course of
Athletics and
Performing Arts

Advanced Course of
Athletics and
Performing Arts

普通科
スポーツ・芸術特進

コース

選考の流れコース合格までの

このコースで

2021年度の時間割

中学校5教科の評 定
Step
01

入学試験の結 果
Step
02

希望者の中から選 考
Step
03

勉強×スポーツ・芸術
将来の目標に向かってスタート

Step
04

▷Wind Orchestra Company／ウインド オーケストラ 
カンパニー（吹奏楽団）

▷Drum Company／ドラムカンパニー（太鼓隊）
▷Wing Dance Company／ウイングダンスカンパニー
　　　

対象となるクラブ活動
▷野球部
▷剣道部
▷卓球部
▷男子バスケットボール部
▷女子バスケットボール部

スポーツ 芸術
▷蹴球部（男子サッカー部）
▷女子サッカー部
▷男子バレーボール部
▷女子バレーボール部
▷空手道部

０校時

１校時

２校時

３校時

４校時

５校時

６校時

７校時

８校時

９校時

10 校時

◎

◎

◎

◎

◎

◎

通常授業 授業・自主学習コース授業◎補習授業

月 水 木 金火

在原 梨央 スポーツ・芸術特進コース　３年
千葉県私立麗澤中学校出身

スポーツ・芸術特進コースでは、「勉強」も「部活動」も両立
しながら生活を送っています。朝、そして部活後の夜にも授業があり、大

変ではありますが、将来の為、自分の夢の為に頑張っています。また、3年間クラス
替えが無く、他のコースでは味わうことのできないような仲間との絆が生まれ
るのも魅力の一つであると思います。スポーツ・芸術と勉強を両立するのは難し
いことですが、自分の夢に少し欲張るのも良いのではないでしょうか。スポー
ツ・芸術と勉強の両方を頑張りたい、結果を出したいという方は是非進路の
一つとして考えてみてください。

VO I C E

　　 　　

ひぐち　   たいじゅ

日本体育大学卒業　保健体育科担当　空手道部監督　
「全日本空手道連盟公認5段」
「日本体育協会上級コーチ」「WKF 公認組手コーチ」
元ナショナルチームキャプテン(2002～2004)。世界大会出場。
アジア大会無差別級2位・団体組手優勝。
現全日本空手道連盟強化委員。現シニアナショナルチームコーチ。
TOKYO 2020 空手組手コーチ

スポーツ・芸術特進コース担当

スポーツ・音楽で

高みを目指しながら、

しっかり勉強もします。

人間力を高め、

強い「心」と「身体」を育てます。

「スポーツまたは芸術で高いレベルを目指したい」そして「国公立大学・難関私立大学・防
衛大学校・航空学生などの合格を目指したい」そんなスポーツ・芸術で高みを目指しなが
ら、しっかりと勉強したい人にぴったりのコースです。
将来の目標を持っている人はその目標に一歩でも近づけるよう指導し、まだ目標が決
まっていない人も自分の可能性を広げられるように指導しています。

いらは

みずき伊良波
ステファニー 瑞絆

山梨県甲府市出身　都留文科大学卒業
英語科担当
アメリカ留学経験あり
TOEIC８００点　
トリリンガル
（日本語、英語、スペイン語）

コース授業が
単位に含まれます！

POINT
1

2

3

スポーツ・芸術分野でハイレベルな指導を受けられる
国公立大学、難関私立大学への進学を目標とする
文武両道
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基礎学力の充実から応用力まで幅広い教養を身につける
文系科目

国
語
演
習

社
会
演
習

理系科目

数
学
B

理
科
演
習

語学

外
国
語

英
語
演
習

高校生活は600日。学びは一生。

堀井 姫華 総合コース　２年
山梨県中央市立田富中学校出身

総合コースでは、基礎学力の5教科、そして航空知識を学ぶ
ことができます。先生方が分かりやすく工夫をしてくれて、

ペースを合わせてくれるので安心して、とても楽しい授業です。3学年まとめて授
業をしているので1年生では学べないことが沢山学べて今まで知らなかった知
識を学ぶことができます。授業内ではコミュニケーションが盛んで、先輩
方や先生が優しく教えてくれて、皆で協力して授業に取り組みます。分か
りやすい説明で授業内の雰囲気もよく質問しやすく、学力がしっかりと着
いたことが実感できます。

VO I C E

コ
ー
ス
紹
介
／
総
合
コ
ー
ス

普通科
総合
コース

Gomprehensive CourseGomprehensive Course

総合コースでは、文系・理系の科目を幅広く学習し得意分野を見
つけ、その能力をより伸ばしていくことを目標としています。また、
文理科目だけでなくグローバルな人材を育成するために外国語
学習にも力を入れています。アメリカの提携校への留学や海外語
学研修も視野に入れ、より実践的な語学学習をしていきます。総合
コースで基礎学力の定着とハイレベルな語学教育で、進学に必要
な基礎学力を身につけていきましょう。

総合コース担当

いけだ　  しゅうへい おおすが 　 しょう

大須賀  聖池田  周平

山梨県甲斐市出身　
国立山梨大学卒業　
数学科担当　卓球部副顧問
日本スポーツ協会公認コーチ
山梨県卓球協会強化スタッフ

山梨県甲府市出身　
都留文科大学国文学科卒業
国語科担当　テニス部顧問
山梨県大学生テニス連盟大会準優勝
元山梨県テニス大会A級選手

勉強は楽しく。

基礎から

コツコツと。

POINT
1

2

3

基礎学力の定着
苦手な箇所の克服をしてやる気を引き出す
目標に合わせた学習指導
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沼中 彩里 スポーツコース　３年
山梨県笛吹市立一宮中学校出身

スポーツコースでは、日本トップレベルの充実した様々な
競技に対応した施設で、スポーツに取り組むことができま

す。先生方も、各スポーツの経験と知識が豊富な方が多く、的確に指導してくれ
ます。また、週に3日「コース授業」という部活動を行う時間割があり、女子サッ
カー部に所属している私は多くの時間をサッカーと向き合うことができ
ています。他の部活動の生徒からも刺激を受け、互いに切磋琢磨しなが
ら学校生活を送っています。私たちと一緒に充実した高校生活を送って
みませんか。

VO I C E

Sports CourseSports Course

普通科
スポーツ
コース

夢を叶える充実の施設

コ
ー
ス
紹
介
／
ス
ポ
ー
ツ
コ
ー
ス

スポーツコース担当

最高の環境で
一緒に夢を叶えましょう！

つきおか　  ゆうじ とよいずみ  けいすけ
豊泉  啓介月岡  裕二

明治大学卒業
男子バレーボール部監督
藤沢商業高校から明治大学を経て、サント
リーサンバーズで活躍。
春の高校バレー優勝　全国高校総体優勝
第1回Vリーグ優勝

日本航空高等学校第４２期卒業
亜細亜大学卒業
野球部監督　社会科担当
第84回全国高等学校野球選手権
大会出場

かずまさなかだ
仲田  和正
山梨県韮崎市出身　
国士舘大学卒業
蹴球部監督　
保健体育科担当
監督就任１７年目。これまで
Jリーガー５名を輩出。

このコースで

▷男子バレーボール部
▷女子バレーボール部
▷空手道部

対象となる
クラブ活動

▷野球部
▷剣道部
▷卓球部
▷男子バスケットボール部
▷女子バスケットボール部
▷蹴球部（男子サッカー部）
▷女子サッカー部

　　

　　

第74回 

春高バレー
全国制覇！

第103回 甲子園出場！３回戦進出

スポーツコースは、特定競技【野球・サッカー・バレーボール・バスケットボー
ル・卓球・空手道・剣道】が洗練された設備の中で、充実した練習時

間を確保し情熱を持った指導者、そして全国から集まった
仲間達と共に全国の舞台で日本一を目指します。

POINT
1

2

3

洗練された充実の設備
コース授業が単位に含まれる
ハイレベルな指導

スポーツ
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和太鼓は奥深さがあり、なかなか触れることのでき
ない楽器です。このコースでは、和太鼓の奏法を習
得し、仲間との音楽を聴きながら音楽表現力を身に
付け、伝統芸能を伝承していくだけでなく、礼儀や
心構え、協調性を学ぶことができます。

Drum Company 

日本の精神文化を
体現

Performing Arts
Course

Performing Arts
Course

芸術コース
普通科

式典、校内イベントでの演奏や各部活の応援演奏は
勿論、学校外でのステージへも活動の場を広げてい
ます。各楽器ごとにプロの講師によるレッスンを行い、
初心者からでも演奏できるようになります。座奏に限
らず、マーチングやパフォーマンスを取り入れ心に響く
音楽を届けています。

Wind Orchestra Company
　　　　
心に響く音楽を
心を揺さぶる応援を

バレエ・シアターダンス・HIP HOPなどのあらゆる
ジャンルのダンスや演劇歌唱など幅広く学びま
す。多くの舞台経験やミュージカル創作を通じて、
表現力や感性を養えます。また礼儀作法や協調性
など社会に出てからも必要な要素を身につけてい
きましょう。

Wing Dance Company 

自己表現を磨き
新たな自分を見つけるウインド オーケストラ カンパニー（吹奏楽団）

ドラム カンパニー（太鼓隊）

ウイング ダンス カンパニー

JAA
Performance
Group

　　

　　

　　

自己表現を学ぶことは、

人生を豊かにします。

是非、ダンスや音楽を通じて自己表現を学び、

明るく元気な未来に向かいませんか？

コ
ー
ス
紹
介
／
芸
術
コ
ー
ス

仲田 里咲
芸術コース ３年
山梨県甲斐市立
双葉中学校出身

芸術コースは授業
の一環としてダンス、和太鼓、吹奏楽を
学ぶことの出来るコースです。プロの先
生方に直接ご指導頂けるので、自分のや
りたいことを本格的に学ぶことができま
す。踊ることが好きな私は、授業の時間
を使ってより多くのことを学び、技術の
向上が出来るこのコースを選択しまし
た。バレエ、ジャズ、ヒップホップなどの
レッスンを充実した環境の中で学ぶこと
ができ、技術の向上はもちろん精神面も
鍛えられます。また、礼儀作法も自然と
身につき、貴重な経験を
得られるコースです。是
非一緒にチャレンジして
みませんか。

VO I C E

芸術コースでは、情操教育を通して豊な表現
力・感受性を育みます。将来社会で活躍するた
めの人間力を身に付け、一流の指導者と無限の
可能性を広げます。

POINT
1

2

3

プロの一流講師陣
可能性を広げる徹底指導！
礼儀や協調性も身につく！

なかじま    やすひろ
中島  康宏

JAA Performance Group　芸術監督
ミュージカル俳優　振付家
日本航空高等学校第４０期卒業　日本航空大学校卒業
SEKAINOOWARIや羽生結弦のCM振付をはじめ多くの
アーティストにも振付を提供。主な出演は、劇団四季
「キャッツ」東宝ミュージカル「マイフェアレディ」ジャニーズ
「EndlessSHOCK」他多数。

JAA Performance Groupエグゼクティブプロデューサー
振付家　演出家
劇団四季を経て、多くのミュージカルに出演。舞踊講師とし
て多くの俳優、タレントを育てる。ＴＶ・ＣＭ・映画・ミュージ
カル等で振付家として活動する傍ら、日本航空学園オリジ
ナルミュージカルを演出。教え子は、劇団四季、宝塚歌劇
団、商業演劇、バレエ団、大手テーマパークなどで活躍。

ほり　  かずえ
堀  和江

日本航空高等学校第43期卒業
太鼓隊顧問
山梨県甲斐市出身。
全国高等学校総合文化祭郷土芸能
部門文部科学大臣賞受賞。優秀校東
京公演国立劇場での演奏。有名アー
ティストのPVに篠笛奏者として出演。

さがら
相良  まみ

ちの

千野 こころ

JAA Performance Group 音楽監督
吹奏楽団顧問
ホルン奏者  山梨県南アルプス市出身。
ラジオパーソナリティ、司会、BGMコーディ
ネーター、コンサート監修など多岐に活動。
YBSラジオ「千野こころのハーモニック・
ハート」メインMC。やまなし大使。日本クラ
シック音楽協会優秀指導者賞受賞。

芸術コース担当
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宇田川 美菜代 情報コース　２年
千葉県富里市立富里中学校出身

情報コースでは、普段受ける情報の授業とはまた違ったこ
とを学ぶことができます。実際にパソコンを使ってゲームな

どの作り方やネットワークなどの事についても学ぶことができます。先生もわかり
やすく、ゆっくり教えてくださるので、授業に遅れるという事が無いし、わからない
ところは、わかるまで教えてくださります。将来パソコン関係の仕事につ
くにしても、つかないにしても、必要な基礎技術が身につける事ができ
ます。一緒にITについて学んでみませんか。

VO I C E

Information CourseInformation Course

普通科
情報コース

未経験でも安心して
基礎から学べる

プロの講師
による
特別授業

企業見学

資格取得に
向けた

豊富な学習勉強や仕事などオンラインで行われる
ようになり、ITの知識や技術を持った
人材がより必要となっています。日本航
空高等学校では、そのスペシャリストを
養成する「情報コース」です。

カリキュラム

高校１年生
デジタルコンテンツ専攻

将来の職業例

２つの専攻に別れて学びます

プログラミング言語（JAVA）
コンピューター基礎
アルゴリズム基礎
ITリテラシー（ITパスポート対応）

・デジタルアーティスト
・アニメーター
・キャラクターデザイナー

● CG（2D・3D）　● VFX
● VR　● AR　● Webデザイン
● DIT　● ゲームグラフィック　● 著作権管理　他

基礎完成期
高校２年生

HTML/CSS（Wedデザイン検定対応）
Illustrator   Photoshop（Adobe 認定試験対応）
色彩学（色彩検定対応）
Webマーケティング
MAYA
Premiere（Adobe 認定試験対応）

練成期
高校３年生

技術英語
プロジェクトマネジメント
卒業制作

完成期

取得可能資格 ●ITパスポート／基本情報技術者試験
（経済産業省認定の国家資格）
●ウエブデザイン技能検定
●アドビ認定アソシエイト（ACA）

●色彩検定（文部科学省後援）
●Illustratorクリエイター能力認定試験
●Photoshopクリエイター能力認定試験　他

・映像クリエイター
・空間デザイナー　等

高校１年生

ITエンジニアリング専攻

将来の職業例

プログラミング言語（JAVA）
コンピューター基礎
アルゴリズム基礎
ITリテラシー（ITパスポート対応）

● lot　● ロボット　● AI　● ドローン
● Webシステム　● ゲームプログラミング
● スマホアプリ　他

基礎完成期
高校２年生

HTML/CSS（Wedデザイン検定対応）
Illustrator   Photoshop（Adobe 認定試験対応）
色彩学（色彩検定対応）
システム開発基礎（基本情報対応）
プログラミング言語（Python）
先端技術概論

練成期
高校３年生

技術英語
システム開発方法論
卒業制作

完成期

・ドローンパイロット
・アプリケーションエンジニア　等

コ
ー
ス
紹
介
／
情
報
コ
ー
ス

いちまる　けい

壱圓  慶
情報コース担当
システム監査技術者試験、情報セキュリティスペシャリスト試験
等国家試験多数合格。厚生労働省認定ITマスター。
壱圓慶ロボット研究所所長
長年企業向け大規模システムの開発や、Pepper、RaspberryPi
などの先端技術をいかした教育システムの開発に従事。中小企
業のIoT導入支援や人材育成に注力する。

情報コース担当
プログラミング、

デジタルコンテンツの丁寧な指導で

共に電脳世界の扉を開こう！

デジタルワールドの扉を開こう！

Open thegates of 

the digital world．

POINT
1

2

3

情報の専門知識を基礎から応用まで学べる
デジタルコンテンツ専攻、ITエンジニアリング専攻の
2つの専攻で興味ある分野のエキスパートを目指す。
パソコンの操作だけでなくこれからの社会で必要な
DX（デジタルトランスフォーメーション）人材の基礎を育成する。
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すがわら　　 くみ もりた　 つかさ こにし　      ゆみの

コ
ー
ス
紹
介
／
キ
ャ
ビ
ン
ア
テ
ン
ダ
ン
ト
ス
テ
ー
ジキャビンアテンダントステージ担当

菅原  久美

航空科

航空業界での実務経験豊富な教員が実際のCA・GSに必要な知識や技
術を教えます。高校生から航空専門知識を学び併設校の日本航空大学
校北海道へ進学して更に専門的に学ぶことで、JAL・ANAをはじめと
する航空業界へ100％の就職が可能です。即戦力として、多くの卒業生
がCA・GSとして航空業界で活躍しています。

インフィニ検定
航空券の予約や発券など旅行業の実務に
不可欠なシステムの技能試験

サービス接遇検定
サービス業務に対する心構えや技術・態度・
振る舞いについての検定試験

秘書検定
社会人として必要な知識やマナーについての
検定

中国語検定

「高大一貫教育」で、航空業界で必要とされるスペシャリストを育成します。

中国語能力を示す資格として、ビジネスなど
の世界で広く通用する資格

日本航空高等学校山梨キャンパスでは、在学時から併設校である日本航空大学校北海道の教員による授業や特別講師による
授業を受けられ、3年間の高校生活で航空業界で必要とされる基礎専門知識や資格を取得することができます。また、優先的
に日本航空大学校北海道に入学できるので、その後ライバルに一歩差をつけながらスムーズに学習をス
タートできます。
日本航空大学校北海道ではコロナ禍に置いても「特別推薦枠」があり、客室乗務員、グランドスタッフの
内定を勝ち取っています。日本航空学園では、「高大一貫教育」で、航空業界で必要とされるスペシャリス
トを育成し就職率はトップクラスです。日本航空高等学校山梨キャンパスと10年連続就職率100％を誇
る日本航空大学校北海道が連携して、あなたをサポートします。

3年間で取得できる資格キャビンアテンダント
ステージ

高大一貫教育で一流航空会社のCAやGSに

Cabin Attendant
Stage

成田 英惠
キャビンアテンダントステージ ３年
埼玉県川口市立
青木中学校出身

キャビンアテンダントステージでは､キャビンアテンダント
やグランドスタッフに必要なアナウンスやカウンター実習､

カートサービスを授業で学ぶことができます。他にも､英語や中国語にも
力を入れた授業が受けられるので語学力が身につきます。また､機内を模
したモックアップで実習ができるので、より将来の目標
である仕事を身近に感じながら授業に取り組むことが
できます。オープンキャンパスや学校見学で実際
に施設を見学できます。皆さんもこの日本航空高
校で一緒に夢に向かって頑張りましょう。

VO I C E

小西  由美乃森田  吏
明治大学 文学部卒業
日本航空株式会社 国際線客室乗務員として乗務。
株式会社JALWAYS 国際線客室乗務員として乗務。
JALアカデミー株式会社 企業人財育成インストラクター。
日本航空大学校北海道 国際航空ビジネス科学科長。

東京都八王子市出身 日本航空高等学校第42期卒業
野球部スタッフ
私立高校教員を経て国際線グランドスタッフとして
成田空港にて勤務。
その後、専門学校や空撮会社での勤務を経験し、現
在日本航空高等学校勤務。

清泉女子大学 文学部卒業
ANAホールディングスの客室乗務員として国内
線・国際線を乗務する傍ら、インストラクターと
して新人／現役CAの教育訓練を実施
ANAビジネスソリューションマナー講師
(一社)日本ウォ―キングインストラクター協会理事

世界中の人々が

温かい出会いとその感動を

心待ちにしています。

今こそ大空に向かって希望を胸に

皆で羽ばたきましょう。

POINT
1

2

3

CAステージだから学べる専門教科で“おもてなし”の心
実務経験豊富な教員から学べる
校内外で実施する様々な実習
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高大一貫教育で一流航空会社への
就職率100%

高橋 蒼良 航空ジェネラルステージ ３年
青森県五所川原市立五所川原第一中学校出身

航空ジェネラルステージでは、本物のエンジンに触れてみ
たり、実際に空港で活躍している特殊車両を運転するなど

恵まれた環境で実践的な実習に取り組むことができ、真剣で緊張感のある学
習活動ができています。また、溶接作業や危険物取扱者などの資格の
取得が在学中にできます。学校見学や行事等で来校されたお客様に
より多く座学及び実習風景をご覧いただき、少しでも本校の航空教育
の素晴らしさを知っていただけましたらありがたいです。日本航空高等
学校で夢を叶えましょう。

VO I C E

コ
ー
ス
紹
介
／
航
空
ジ
ェ
ネ
ラ
ル
ス
テ
ー
ジ

Aviation General
Stage

Aviation General
Stage

航空科
航空ジェネラル
ステージ

PRIVATE PILOT（FAA）
航空従事者国家資格。自家用の飛行機などを操縦
するのに必要な資格　※アメリカ留学希望者

自家用操縦士技能証明
日本の航空機を操縦するための
日本国発行の免許

ガス溶接技能講習
アース溶接特別講習
溶接の作業をするのに必要な資格

危険物取扱者
消防法に基づく危険物を取り扱うな
ど、その取扱いに立ち会うために必
要となる日本の国家資格

パイロットを目指して憧れの大空へ
航空気象、航法、航空法規、ATCをはじめ、より実践的な知識
を身につけます。また留学制度を利用して、約１年間アメリカ
へ留学を希望できます。併設する日本航空大学校石川操縦
科にも繋がる高大一貫教育でパイロットを目指せます。

航空機の機能・構造・性能について、豊富な教材を使い学び
ます。実際に本物の部品に触れ、基本技術を身につ
けます。グランドハンドリング（運航支援作業）では
実際に使われている教材を利用して実習します。

航空機全般について学ぶ

3年間で取得できる資格
　　

飛行場の現場で
使われている機材を使って

授業を行います。

日本航空大学校 北海道はJAL、ANAと提携した
一等航空整備士養成コースがあります。

内部進学可能
国家資格が取得できる
日本航空大学校 北海道へ　

さらに専門的な、航空教育を通して就職に直結する知
識と技術を養い、憧れの航空業界へ就職しよう！
日本航空学園の「高大一貫教育」で、航空業界で必要
とされるスペシャリストを育成！
10年連続就職率100％を誇る日本航空大学校北海道
が、連携してサポートします。

かなざわ　  けんじ

金澤  賢治
日本航空高等学校25期卒業　
日本航空大学校航空整備科卒業
航空部担当
中型・小型 飛行機、中型・小型 ヘリコプター、航空整備士。
国交省 航空局 航空整備士技能審査員。
1等航空整備士、2等航空整備士、３種類、７限定取得。

　　

航空ジェネラルステージ担当

航空整備士を目指すなら

航空業界で必要とされる、基礎知識と基本技術を
習得する。航空業界での豊富な実務経験をもつ教
員が実機教材を使用して本当に必要な知識や技
術を教えます。

POINT
1

2

航空従事者への近道
航空機運航、支援業務の実習
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雄飛学塾
志望校合格への最短距離

高校から大学校への高大一貫教育により、パイロット・キャビンアテンダント・航空整備士・
航空工場検査員・航空機設計技術者など毎年多くの人材を航空業界へ輩出しています。
また国公立大学・私立大学などそれぞれの希望に応じた進路選択が可能です。

Yuhigaku-juku private-tutoring school

日本航空高等学校 進路実績
Consistent education from high school to college

専用の自学自習ブース 教員常駐

英検対策・プレテスト 個別指導

学校の授業で学び、理解したことを着実に定着させるだけでな
く、難関大学合格へ向けた高い応用力と実践力を身に付けるため
には圧倒的な学習量が不可欠です。そのために、他校では決して
真似できない夜間学習システムを構築。生徒一人ひとりに合わせ
たオーダーメイド学習プログラムで高い学力を身につけます。

圧倒的な学習時間を確保
● 22:30まで利用可能

● 留学生にも対応

● 参加無料

オックスフォード大学
東京大学
京都大学
筑波大学
山梨大学
都留文科大学
滋賀大学
東京学芸大学
防衛大学校
上智大学
明治大学
立教大学
青山学院大学
中央大学
専修大学
日本大学
早稲田大学
大東文化大学
東洋大学
桜美林大学
東海大学
拓殖大学
帝京大学

※2021年度までの実績

※2021年度までの実績

※2021年度までの実績

日本工学院専門学校
東京エアトラベル・ホテル専門学校
大原法律専門学校
東京教育専門学校
松本調理師製菓師専門学校
愛知学院大学歯科技工専門学校
東京テクニカルカレッジ
服部栄養専門学校
HAL東京専門学校
東京調理製菓専門学校
甲府市立商科専門学校
ミス・パリエステティック専門学校
東京リゾート＆スポーツ専門学校
大原簿記法律専門学校
長野理容美容専門学校
山梨調理師秀峰専門学校
日本外国語専門学校
AOBビューティークリエイト専門学校
甲賀健康医療専門学校
専門学校甲府医療秘書学院
千葉アイエステティック美容専門学校
横浜スイーツ＆カフェ専門学校
未来ビジネス・カレッジ専門学校
東京柔道整復専門学校　　　　　他多数

専門学校

羽田空港サービス株式会社
JR東海
ジャパンマリンユナイテッド株式会社
関東興産株式会社トヨタホーム
株式会社メイワスカイサポート
トヨタ自動車株式会社
日野自動車株式会社
陸上自衛隊
航空自衛隊
海上自衛隊
高原病院
株式会社シャトレーゼ
ワタキューセイモア
国土興産株式会社
蔵王食品株式会社

就職先
株式会社アールエフ
KOA株式会社匠の里
特殊東海製紙株式会社
長野松代総合病院
翔栄工業
株式会社佐川急便
ENEOS
長野県警
山梨県警
宮崎県警
岐阜県警
株式会社にしけい
小田急電鉄株式会社
日産自動車株式会社

東京農業大学
日本体育大学
順天堂大学
国士舘大学
明星大学
駒沢女子大学
神奈川大学
立正大学
東京国際大学
関東学院大学
国際武道大学
中央学院大学
千葉商科大学
明海大学
尚美学院大学
城西大学
埼玉工業大学
駿河台大学
帝京科学大学
山梨学院大学
名古屋経済大学
名古屋商科大学
中部大学

北陸大学
新潟経営大学
新潟医療福祉大学
青森大学
同志社大学
立命館大学
関西大学
近畿大学
阪南大学
大阪体育大学
神戸国際大学
福山平成大学
立命館アジア太平洋
上武大学
法政大学
駒沢大学
慶應義塾大学
明治学院大学
国際基督教大学
東京理科大学
武蔵大学
関西学院大学
南山大学 他多数

難関大学
合格者多数！！

併設校 大学

あなたのやる気を育てたい！
夜間学習システム

校内
にある

学習塾 無料！！

Cultivate your motivationCultivate your motivation

他多数

自学自習ブースは各自のペースで学習が出来て、自分の苦手な教科の予習・復
習や大学受験問題の即時の学習方法を発見する場所にもなっています。この
ブースを使っていた先輩たちは、自分の目標の志望校合格へ向けて努力をして
合格をつかみ取りました。

雄飛学塾には英検・TOEICなどの受験用特別講座を実施しているので、英検受験も安
心です。特に本校では英語教育にも力を入れているので、TOEIC800点以上の講師陣
が生徒のサポートをいたします。

生徒個人の希望で先生から個別指導を受けることができ、苦手な教科も得意教科にな
るかもしれません。親身になって指導してくれる先生のもとで、希望の進路を実現するた
めに合格一直線です。

毎日の予習・復習から受験問題や日常の中間試験、期末試験などの学習で、壁
にぶつかったとき、いつも先生が近くにいるので即解決できます。効率的に時間
を使えて、スムーズに勉強が進みます。何か少しでも解らないことがあれば、直
に先生に聞けます。夜の学習で部活も勉強も実力アップ！
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〈野球部〉
全国高等学校野球選手権大会（甲子園）
夏6回出場・春１回出場

〈空手道部〉
インターハイ団体組手男子優勝
団体組手女子優勝・男女個人組手優勝
男女個人形優勝

〈剣道部〉
インターハイ全国選抜大会計22回出場
インターハイ女子個人ベスト16
全国選抜大会男子団体ベスト16
関東大会男子団体準優勝
男子個人第3位・女子個人第3位

〈卓球部〉
インターハイ14年連続出場
インターハイダブルス３位・団体ベスト16
関東大会個人準優勝 団体３位

〈男子バスケットボール部〉
ウインターカップ７回出場
インターハイ出場

〈女子バスケットボール部〉
ウインターカップ2年連続2回出場
〈蹴球部〉
全国高等学校サッカー選手権大会2回出場（ベスト８）
インターハイ2回出場（ベスト16）

〈女子サッカー部〉
全日本高等学校女子サッカー選手権大会出場
関東大会優勝

〈男子バレーボール部〉
第74回春の高校バレー2020優勝
春高バレー20年連続出場
インターハイベスト16
関東大会優勝

〈女子バレーボール部〉
春高バレー７回出場
インターハイ出場

● 女子サッカー部
● 男子バレーボール部
● 女子バレーボール部

● 硬式テニス部
● ボクシング部

● Wind Orchestra Company／ウインド オーケストラ カンパニー（吹奏楽団）
● Drum Company／ドラムカンパニー（太鼓隊） 
● Wing Dance Company／ウイングダンスカンパニー

● 野球部
● 陸上競技部
● 空手道部

● 剣道部
● 卓球部
● 水泳部

体育局

文化局

● 男子バスケットボール部
● 女子バスケットボール
● 蹴球部（男子サッカー部）

日本航空高等学校では、野球部、蹴球部、

バレーボール部等スポーツコース指定種

目の７クラブを中心に、運動部が14クラ

ブ。5年連続日本一の太鼓隊をはじめ、文

化部が７クラブ活動をしています。日本全

国から集まった仲間と共に、多くのクラブ

が全国大会などに出場し好成績をおさめ

ています。

君の一歩を踏み出せ！
可能性は
信じることから生まれる

● 国際クラブ
● 航空部● 雄飛学塾（学習部）

● eスポーツ部

ウインド オーケストラ カンパニー（吹奏楽団）ドラムカンパニー（太鼓隊） ウイングダンスカンパニー
太鼓日本一決定戦
5年連続日本一

日本管楽合奏コンテスト全国大会最優秀賞
山梨県吹奏楽コンクール金賞県代表（第1位通過）
西関東吹奏楽コンクール出場
山梨県アンサンブルコンテスト金賞県代表

オリジナルミュージカル公演
「パパの誕生日」
「虹色のつばさ」
「ライブエアライン」など

卓球部

男子バレーボール部

剣道部蹴球部（男子サッカー部）

女子サッカー部女子バレーボール部野球部 女子バスケットボール部

空手道部男子バスケットボール部

CLUB 
ACTIVITIESクラブ活動

インターハイ・
全国大会
10団体出場

門元隼人 水泳部 堀祥太朗 女子サッカー部 本多直人 陸上部
嶋内誠 男子バスケットボール部 蒲生壮扶 女子バスケットボール部 銭谷祐平 女子バレーボール部

島千珠 ダンス部 長田莉奈 eスポーツ部
小川優人 ボクシング部 高師慎 航空部 内藤亜矢子 国際部

堀 和江
太鼓隊

荒木 優範
剣道部

クラブ
顧問紹介

豊泉 啓介
野球部

河西 辰也
卓球部

樋口 大樹
空手道部

月岡 裕二
男子バレーボール部

仲田 和正
蹴球部

第74回 

春高バレー
全国制覇！

第103回 甲子園出場！3回戦進出
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雄飛寮

全ての思い出は
人と時間と
場所でできている

全ての思い出は
人と時間と
場所でできている

「楽し
い」は

こうで
なくち

ゃ

航空HAPPY LIFE

親元を離れて過ごす寮生活は、生徒にとって癒しを感じ、明るく家
庭的な場所であることが大切だと考えています。生徒たちが安心
して生活ができる環境づくりに日々取り組んでいます。

通学にかかる時間は3分。寮施設はキャンパス内にあり安心です。
寮監が24時間体制で常駐し、急な発熱などにも迅速に対応、近
隣の医療機関への送迎を行います。

育ち盛りの生徒の「体力増進」「健康維持」ということを中心に栄養
バランスの取れた調理をしています。また、アレルギーや留学生の
宗教なども入学時の面談で細かく確認し個別に対応しております。

各部屋には冷暖房、Wi-Fi完備、寮内には４つの浴場があり１日の
疲れをゆっくり癒すことができます。世界中から集まった仲間と充
実した寮生活を楽しもう。

寮監から 安全な寮体制 学校生活を支える食事 充実の寮生活

点呼

寮生活
の
一日

6:45

清掃
自分達の生活場所は
協力して綺麗に！

6:50

朝食
先生方はとても親切に

教えてくれるので、勉強が楽しくなる

7:30

登校・授業・部活

8:00

入浴

16:30

夕食
仲間と楽しく
Dinner time!

溶岩風呂広 ！々
ゆっくりくつろげますよ

18:30

自習
今日の復習は今日のうちにね
雄飛学塾でも勉強できるよ！

自分のベットで
ゆっくり寝よう

20:00

就寝

23:00
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ー 先輩からのメッセージ ー卒業生Voice

中学生の頃に日本航空学園を知り、当時航空整備士を目指していた私には
ぴったりだと思い入学しました。在学時には部長や寮役員を務めさせていただ
き、責任感やコミュニケーション力が向上しました。また、寮生活を通して仲間
の大切さを学び、人間性を磨く事も出来ました。現在私は発着作業を行う運航
整備をしています。限られた時間で作業を行うタイムプレッシャーが伴う仕事
ですが、定時に出発させる事が出来、お客様が窓から手を振ってくださった時
はこの仕事をしていて良かったと感じます。自分の夢に向かって進む事が１番
の成長につながります。夢叶えるために諦めずに頑張ってみてください。

日本航空学園で多くのことを学び

井上 淳さん

日本航空高等学校卒業
日本航空大学校 北海道 航空整備科卒業
（株）JALエンジニアリング運航整備部

私は幼い頃から航空機に興味を持ち、中学生の時にバレーボールに出会い自分が好きな事を両方出来るのが日本航空高等学校でした。在学
中は、厳しくも温かい先生方に恵まれ人間として大きく成長する事が出来ました。社会人として22年の月日が経ちますが、どんなに辛い場面に
於いても本校での経験が役立つ毎日を過ごしています。現在は結婚し長男・長女の2人の子供に恵まれ、その子供たちが高校に進学する際に自
らの意思でバレーボールと航空関係の両方を学びたいと本校を希望しましたので、子供たちが自分で決断し、
前進していく覚悟を持って成長してくれる事を信じて入学させました。長男は男子バレーボール部で全国大会
に出場する夢を叶え、現在はヘリコプターの整備士を目指し、日本航空大学校に進学しています。長女は女子
バレーボール部で全国大会出場を目指して奮闘しながら、グランドハンドリングスタッフを将来の目標として
文武両道で頑張っています。皆さんも子供さんの夢を叶える為に飛び立ちましょう。

卒業生として親として

五味 武士さん
日本航空高等学校第３３期卒業　
男子バレーボール部出身

【長男】 五味 拓磨 第58期卒業 　【長女】 五味 沙織 3年生在籍

私はバレーボールを本気で頑張りたいと思い、スポーツコースを選択しました。
親元を離れ、寮生活を送ることに初めは不安でいっぱいでしたが、部活にも勉
強にも真剣な仲間たちに出会い、楽しいことや嬉しいこと、時には辛いこと、悔
しいことも全てを共有し、助け合うことで一生物の大切な仲間ができました。ま
た、勉強面では先生方が分かるまで熱心に教えて下さるため、スポーツコース
でも勉強と部活動の両立ができました。大学の小論文試験では沢山の先生方
にご指導して頂いたお陰で合格することができました。多くの方々に支えて頂い
た3年間に感謝しています。

勉強とスポーツの両立の中で

清永 佳沙妃さん

日本航空高等学校2020年度卒業
都留文科大学　教養学部合格

客室乗務員として、機内でのお客様との会話から察知したニーズに寄り添い
サービスすることを心掛けています。ここからお客様の旅の思い出の1ページを
彩り、笑顔が見られた時にやりがいを感じます。尊敬する上司や先輩、同期の中
で学びの姿勢を大切にしながら日々乗務しています。就職活動は、自分と向き
合い、夢を諦めない強い意志を持つことが大切だと思います。チャレンジする勇
気を持ち、全力で頑張ってください。日本航空学園の整った施設、楽しい事や辛
い事を共有できる素敵な先生や仲間が、その勇気を後押ししてくれます。

夢を諦めない
強い意志を持つことの大切さ

中山 知奈さん

日本航空高等学校卒業
日本航空大学校 北海道 国際航空ビジネス科卒業
ANA WINGS（株）キャビンアテンダント

私は、女子サッカー部で全国制覇を成し遂げるために入学し、勉強もサッカー
と同様に頑張りたいと思い、スポーツ・芸術特進コースを選択しました。毎日、
楽しくもハードな練習をしながら、0校時や夜授業に参加し文武両道に努めま
した。共に頑張ってくれる仲間や熱心に指導してくださる先生方がいたおかげ
で、勉強も部活動も楽しんで取り組むことができました。女子サッカー部では
キャプテンを務めさせて頂き、関東大会では優勝することができました。周りの
方々や環境に恵まれて、高校3年間で人間性を磨くことができたと実感していま
す。多くの方々に支えて頂いた3年間に感謝しています。

淀川 知華さん

日本航空高等学校2021年度卒業
早稲田大学商学部合格

私はバレーボールの全国制覇を目標に、親元を離れ、日本航空高等学校に進
学しました。また学業も頑張ろうと、スポーツ・芸術特進コースを選択し、文武
両道に頑張ってきました。朝授業や夜授業で心も体もきついときもありました
が、同じ目標をもつ仲間たちと励まし合いここまでやってくることができました。
日々努力をすることにより、勉強面では志望大学合格、スポーツ面では全国制
覇という目標を達成することができました。
日本航空高等学校での３年間は人生の宝物になります。本校で目標に向かっ
て頑張っていきましょう。

前嶋 悠仁さん

日本航空高等学校2021年度卒業
明治大学法学部合格

雄飛会会長

やり遂げた３年間を振り返って

毎日が精一杯の3年間
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ジャンパー

都道府県別
出身者数

制服紹介
エアラインデザインで
見た目にも美しい機能的な制服

北海道　3

青森県　4　　岩手県　
秋田県　2　　宮城県　
山形県　1　　福島県　

新潟県　2 　　山梨県　129
富山県　6 　　静岡県　45
石川県　２　　岐阜県　 7
福井県　０　　愛知県　43
長野県　64

鳥取県　1　 　島根県　０
岡山県　４　　広島県　０
山口県　０

茨城県　　20　
群馬県　　6　　
千葉県　　30
神奈川県　84

栃木県　
埼玉県　
東京都

沖縄県　4

福岡県　　2 　 佐賀県　  
長崎県　　2　　大分県　  
熊本県　　1　  宮崎県　                  
鹿児島県　3

滋賀県　　 8　
兵庫県　　17　
三重県　　5 　
和歌山県　1

京都府
大阪府  
奈良県　

香川県　2
愛媛県　１

徳島県
高知県 海外　10

キャンパスライフ １年間で多くの行事が行われます。様々な体験や経験を通し、
人間的にも成長していきます。楽しい思い出をたくさんつくりましょう。

可愛く、格好いいコーディネートを考えるのが
楽しい制服! 
本物のキャビンアテンダントのように凛として格好いいの
に、アレンジによって可愛く着こなすこともできる制服で、と
ても好評です。男子の制服も、パイロットのようで人気があ
ります。崩さずキチンと着こなすのが航空流です。 

Uniform introduction

男子は伝統的なスタイルから現代風にアレンジされたパイ
ロットイメージの制服。
女子はスーツスタイルの冬制服のほか、エンジ色ベースの
チェックスカートがオプションで選択可能。
好みのスタイルで制服を楽しむことができます。

● リーダー研修
● 入学式 
● オリエンテーション

4
APR

● 校外訓練
● 併設校進学説明会 

5
MAY

● 生徒総会
● インターハイ予選

6
JUN

● 進路説明会
● 短期航空留学
● 高校野球選手権大会
　(県予選)
● 開校記念式典

7
JUL

● 夏期休暇
● インターハイ
● 高等学校総合文化祭
● オープンキャンパス
● サマーカーニバル

8
AUG

● 母校訪問
● 防災訓練

9
SEP

● 航空祭
● 新人戦

10
OCT

● 研修旅行
● 生徒会選挙

11
NOV

● エンドオブイヤー 
　パーティ
● 冬期休暇

12
DEC

1
JAN

● 予餞会
● 卒業式
● 研修旅行

2
FEB

● 春期休暇

3
MAR

帽子

式典時は制帽・ベレー帽。通常時は略帽と、使い分けます。

制帽・ベレー帽・略帽 

スカーフ

スカーフ初心者でも
巻きやすいハーフサイズ。 
※年度により、形状や色などが変更になる場合があります。 

スクール
バック

チェック
スカート

合計729名
2021 年４月現在

0
0
2

0
1
5

0
0

6
23
0

8
55
120
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日本航空大学校 

日本航空大学校 

高大一貫教育

一等航空整備士・一等航空運航整備士
二等航空整備士・二等航空運航整備士

一等航空整備士・一等航空運航整備士
二等航空整備士・二等航空運航整備士

就職率100%確保！！
日本航空高等学校は高大一貫教育により、企業へ就職が可能。
また一部の企業へは高等学校からも就職しています！

その他多数（順不同）

日本最大の航空従事者養成校

ANAラインメンテナンステクニクス株式会社
ANAベースメンテナンステクニクス株式会社
株式会社JALエンジニアリング
株式会社AIRDO
株式会社ソラシドエア
オリエンタルエアブリッジ株式会社
日本貨物航空株式会社
エアバスヘリコプターズジャパン株式会社
朝日航洋株式会社
株式会社IHI航空・宇宙・防衛事業領域 瑞穂工場
川崎重工業株式会社航空宇宙システムカンパニー
三菱重工業株式会社
株式会社SUBARU 航空宇宙カンパニー
ANA新千歳空港株式会社
ANAエアポートサービス株式会社
ANA成田エアポートサービス株式会社
ANA関西空港株式会社
ANA福岡空港株式会社
株式会社ANA　Cargo
株式会社ANA  ケータリングサービス
株式会社JALグランドサービス札幌
株式会社JALグランドサービス
株式会社JALカーゴサービス
スカイマーク株式会社
ジェットスタージャパン株式会社
フェデラルエクスプレスジャパン合同会社
NCAJapan株式会社
スカイマーク株式会社
株式会社AIRDO
ANA新千歳空港株式会社
ANAエアポートサービス株式会社
ANA成田エアポートサービス株式会社
株式会社JALスカイ札幌
株式会社JALスカイ
スカイマーク株式会社
株式会社AIRDO
株式会社星野リゾート
ザ・ウインザーホテルズインターナショナル
株式会社JR東海パッセンジャーズ

航空整備科
航空機整備や航空宇宙関連機器

製造のプロへ

3年制

Aviation Maintenance
航空工学科

航空機や宇宙関連機器の
設計・開発のプロへ

4年制

Aviation Engineering

国際航空ビジネス科

航空機の顔である、客室乗務員、
グランドスタッフを目指す。

3年制

International Aviation Business空港技術科

グランドハンドリングスタッフを
目指す。

2年制
2年制

Ground Handling

国際航空ビジネス科施設

大卒と同等の資格「高度専門士」の称号を取得できる。

在学中に整備士の国家資格を取得可能

女子寮施設

技能実習室

エアラインコース ２年制
エアライン・留学コース ３年制

学科紹介

空港技術科機材（実際に空港で使用している機材）

航空整備科格納庫 空港技術科機材
（実際に空港で使用している機材）

空港技術科実習 モックアップトレーニングセンター（JALやANAを
はじめとする大手航空会社やLCCも訓練で使用）

航空工学だけでなく、プログラミングなどの情
報分野や機械・電気分野の専門知識を修得する
ことで、ものづくり分野のエンジニアとして幅広
く活躍できる人材を目指す。

航空機の運航に不可欠な地上支援業務
のプロフェッショナル、グランドハン
ドリングの資格を取得できる

北海道 新千歳空港キャンパス

北海道 新千歳空港キャンパス

航空工学科の3次元CAD実習

ドローンを使ったプログラミング実習

コロナ禍でもＣＡの内定を獲得！
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留学EF
EF Education Firstと協定し、高校在学中の留学
制度の充実を図っています。
2021年度は9名の生徒がアメリカ、ハワイ、イギリ
ス、シンガポール、マルタ共和国へ渡航し、現在英語
力向上はもちろん、異文化交流を体験しています。
将来世界中で活躍できるグローバルな人材の育成
には、英語教育が必須です。

高校生活も留学も両方充実させたいあなた！
満足できる豊富な留学プログラムを準備しています。

世界最大規模の語学学校『EF』と提携！！

日本航空学園は
90周年を迎えました。

“航空の時代がやってくる”
創立者が夢見た 
航空教育の出発点

現代へつながる航空教育の系譜

我が国の航空界にとって黎明期（れいめいき）とも言え

る1932年、日本航空学園の母体である「航空発動機練

習所」が開設されました。学校法人日本航空学園の創

立者である梅澤義三（うめざわよしぞう）先生は、東京

での大学生時代に当時はまだ大変貴重だった“空飛ぶ

機械”を偶然見かけ、それが飛行機であることを知るこ

ととなりました。 「これからは航空の時代がやってくる」

という創立者の強い信念と情熱により今日の学園教育

につながる礎ができあがり

ました。

現在ではこれまでに卒業生

総数が55,000名以上、在

籍学生・生徒数は2022年

度に5,500名を数える総合

教育機関にまで発展を遂げ

ています。

発展著しい航空業界や、これからの社会において必要とさ

れるキャリア教育、技術者教育、国際教育を追求し、それ

ら多くの知識や多様な価値観にふれて羽ばたいた卒業生

の姿こそ、私達の喜びであり日本航空学園の使命であると

考えています。

日本航空学園
90年のあゆみ

理事長

Umezawa Shigeo
梅澤 重雄

1932年（昭和7年）10月

　航空発動機練習所開設

1933年（昭和8年）　2月

　山梨県中巨摩郡玉幡村に40万平方

　メートルの飛行場を開設

1939年（昭和14年）7月

　山梨航空技術学校設立認可を受ける

1942年（昭和17年）1月

　国の要請により山梨航空機関学校と改称

1945年（昭和20年）8月

　終戦により閉校する

1960年（昭和35年）3月

　学校法人梅沢学園 山梨航空工業高等

　学校設置認可を受ける

1964年（昭和39年）６月

　学校法人日本航空学園 日本航空工業

　高等学校と改称

1970年（昭和45年）10月

　日本航空専門学校の設置認可を受ける

1976年（昭和51年）5月

　日本航空大学校の設置認可を受ける

1979年（昭和54年）8月

　日本航空工業高等学校を日本航空高等

　学校と改称

1998年（平成10年）

　春夏連続甲子園出場（山梨）

2003年（平成15年）4月

　石川県に日本航空第二高等学校および

　日本航空大学校が開校

2009年（平成21年）4月

　日本航空第二高等学校を日本航空高等

　学校石川と改称

2017年（平成29年）～2018（平成30年）

　日本航空高等学校石川、神宮大会およ

　び春夏連続甲子園出場

2019年（令和元年）

　能登空港キャンパスの在籍学生・生徒数

　が1,300名を超える

2020年（令和2年）

　日本航空高等学校石川、選抜高校野球

　大会へ２度目の出場

2022年（令和4年）

　日本航空高等学校山梨　全日本バレー

　ボール高等学校選手権大会　（春高バ

　レー）男子優勝

2022年（令和4年）

　学校法人日本航空学園　建学90周年

　を迎える
学園創立者 
梅澤義三 先生

EF ニューヨークキャンパス

EF ニューヨークキャンパスへの留学可能
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