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＃公式LINE友だち登録はこちら

イベント中はイベントに関する質問ができます
また、イベント終了後も入学相談などができます

＃公式LINE友だち登録はこちら



Symphony（女子寮） 体育館

スカイスタジアム

スタジオ棟

室内練習場

野球部棟

野球場

J-ship サンシャイン（男子寮）
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日本で唯一！空港にある高等学校。
空港から全国へ繋がるキャンパスが特徴です。

東京 /大阪 /京都 /名古屋発バスで来校の方

※全体説明会場への入場は8:30～8:45 の間にお入りください

TIME 5 6 87 9 10

個別相談

大阪/名古屋
京都バスの方
5:30～6:10

東京バスの方
6:15～6:55

【男女各生徒寮前にお集まりください】【男女各生徒寮前にお集まりください】

【J-ship サンシャイン寮内レストラン】【J-ship サンシャイン寮内レストラン】

全体説明

各体験講座

7:00～16:00【高校校舎1F図書館】

9:00～10:30

10:30～

朝食

【インフォメーションより開始】【インフォメーションより開始】

8:00～8:00～各ステージ
説明会

校内見学

【会場は P5上をご覧ください】【会場は P5上をご覧ください】

【各体験会場は P５下をご覧ください】【各体験会場は P５下をご覧ください】

【体育館】【体育館】

寮見学
大阪/名古屋
京都バスの方
6:15～

東京バスの方
7:00～

ドリンク配布
地図上のアイコン（ドリンクマーク）
の場所でドリンクをお渡しします。
熱中症を防ぐためにも、積極的に利用
しましょう。 ※本数制限なし（無料）

～ 午前中のスケジュール ～Morning schedule

エプロン（駐機場）1

機体実習棟（格納庫）2

本校のシンボル “YS-11” をはじめ
とした航空機が並ぶ様は、まるで博
物館のよう。今年完成した “Cabin
Service　Trainer” もあります。

高校校舎エリア3

一般教室や職員室などがある高校の
中心となる建物がこちらです。１F
図書室では、個別相談や模試出願も
受け付けています。

日本航空大学校校舎4

高校と渡り廊下でつながった大学校
校舎にある専門設備は要チェック。
こちらでは様々な体験講座を行なっ
ています。（裏表紙フロアマップ参照）

空港滑走路へと続くエプロン。機体
実習やフライト実習などで使用する
駐機場です。本日はここにパイロッ
トが常時スタンバイしています。

1

インフォメーション

大阪/名古屋
京都バスの方
6:35～7:00

東京バスの方
7:20～6:45



高校校舎

正面ゲート

空港駐車場

スカイスタジアム

滑走路

入学相談（1F図書館）

大学校校舎

エプロン

機体実習棟（格納庫）
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※全体説明会場への入場は9:00までにお入りください
※全体説明終了後は、全ての方が共通スケジュールです（P4、P5参照）

TIME

自家用車 /県内発バス /その他の手段で来校の方
9 11 138 1210

個別相談 【高校校舎1F図書館】到着から16:00まで終日オープン

寮見学ツアー 11:40～11:40～【男女各寮ロビー集合】【男女各寮ロビー集合】

9:０0～10:30全体説明 【体育館】【体育館】

スカイスタジアム5

体育の授業はもちろんのこと、ラグ
ビー、サッカーなどのクラブ活動を
行う人工芝グラウンドです。昨年は
リニューアル工事を完了しました。

野球場6

センター120m・両翼96mと、あの
甲子園球場と全く同じサイズの野球
場です。内野の土も甲子園球場と同
じ産地から取り寄せています。

J-Shipサンシャイン寮7

男子寮の中には生徒の居室をはじめ、
レストランや保健室、休養室、大浴場、
ランドリールーム等を完備しており、
全てのフロアでWi-Fi も使えます。

全体説明会場 (体育館)10

体育館にスカイステージが隣接して
います。B1には剣道場と柔道場、
そしてトレーニングルームがあり、
生徒たちの授業やクラブで活用され
ています。

　感染症対策について（お願い）　感染症対策について（お願い）
イベント中はマスクの着用をお願いしています。
また、参加者の皆様が密集しないよう工夫した
イベント進行を行っておりますが、各ブースへ
は分散した来場をお願いします。
※消毒用アルコールは自由にお使いください

イベント中はマスクの着用をお願いしています。
また、参加者の皆様が密集しないよう工夫した
イベント進行を行っておりますが、各ブースへ
は分散した来場をお願いします。
※消毒用アルコールは自由にお使いください

11:00～11:00～各ステージ
説明会 【会場は P5上をご覧ください】【会場は P5上をご覧ください】

2

インフォメーション

学校見学 【男女各生徒寮前にお集まりください】【男女各生徒寮前にお集まりください】12:00～12:3012:00～12:30



　本日は日本航空高等学校石川のオープンキャンパスへご参加いただき
誠にありがとうございます。
　今年で開校20年目を迎える本校は、自然豊かな「能登空港」に隣接し、
多くの実機を保有する大変恵まれた教育環境において、勉強やスポーツ
文化活動に日々邁進しております。
　本日は本校のカリキュラムや施設はもちろん、輝く生徒たちの様子を
たっぷりとご覧ください。

全体説明プログラム全体説明プログラム

会場（体育館）入場開始会場（体育館）入場開始
●AM８:40　～　AM９:00（全ての交通手段の方共通です）
●AM９:00　～　全体説明開始

各体験講座/自由見学/クラブ体験/個別相談/模擬試験出願/施設見学/
ステージ説明など多数のブースの見学、参加が可能です
各体験講座/自由見学/クラブ体験/個別相談/模擬試験出願/施設見学/
ステージ説明など多数のブースの見学、参加が可能です

オープンキャンパスにようこそ

日本航空高等学校石川　校長　浅川　正人

わからないことは？1.学校パンフレット
2.生徒募集要項
3.模擬試験要項
4.「日本航空学園のオンリーワン教育」本
5.合格へのパスポート
6.500mlペットボトルドリンク
7.帽子（ブルーまたはピンク）
8.オリジナルボールペン
9.ガイドブック（この冊子です）
10.CAステージ案内（A4用紙1枚）
11.アンケート用紙

日本航空高校石川公式LINEに友だち
登録すると、イベントに関する質問や、
終了後も入学相談などができます。
ぜひ友だち登録してみてくださいね。
例「野球部の体験はどこでやりますか？」
など 質問はこちらから

3

8:40～8:40～01 入場開始入場開始

02 司会挨拶
全体説明スタート
司会挨拶

全体説明スタート

03 学校説明学校説明

04 ステージ
(ダンス・吹奏楽PV・書道)
ステージ

(ダンス・吹奏楽PV・書道)

全体説明
終了後は..

Open Campus

9:00～9:00～

9:10～9:10～

10:00～10:00～



東京行き 高校校舎前 (北鉄バス のと里山空港前バス停)14:15
高校校舎前15:30大阪・名古屋・京都行き

高校校舎前15:30金沢(羽咋)・小松・輪島・富山

無料送迎バス時刻表 公共交通機関

13:49　　15:14
金沢駅行特急バス（¥2,200）

17:05
のと里山空港（ANA羽田便）
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体験講座一覧
11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00

個別相談個別相談

キャビンアテンダント体験キャビンアテンダント体験

空港グランドスタッフ体験空港グランドスタッフ体験

風の実験風の実験

航空整備体験航空整備体験

ドローン操縦体験ドローン操縦体験

格納庫内説明（機体の説明）格納庫内説明（機体の説明）

フライトシミュレーター体験フライトシミュレーター体験

バーチャル制服試着バーチャル制服試着

ドリンク無料配布ドリンク無料配布

7：００～１６：００ 【高校校舎１F図書室】7：００～１６：００ 【高校校舎１F図書室】

①8：00～/②11:00～ 【大学校校舎1F 101教室】①8：00～/②11:00～ 【大学校校舎1F 101教室】

7：00～8:00/10:30～14:15 【大学校校舎1F 装備品実習室】7：00～8:00/10:30～14:15 【大学校校舎1F 装備品実習室】

7：00～8:00/10:30～14:15 【格納庫（機体実習棟）】7：00～8:00/10:30～14:15 【格納庫（機体実習棟）】

7:00～8:00/10:30～14:15 【大学校校舎1F FTDルーム/大学校校舎2F205教室】7:00～8:00/10:30～14:15 【大学校校舎1F FTDルーム/大学校校舎2F205教室】

7:00～15:00 【高校校舎1F生徒玄関ロビー】7:00～15:00 【高校校舎1F生徒玄関ロビー】

8:30～15:30 【野球場前インフォメーションテント内】8:30～15:30 【野球場前インフォメーションテント内】

CAステージ説明会CAステージ説明会

パイロットステージ説明会パイロットステージ説明会

アスリート芸術ステージ説明会アスリート芸術ステージ説明会

メカニックステージ説明会メカニックステージ説明会

プログラミングステージ説明会プログラミングステージ説明会

普通科ステージ説明会普通科ステージ説明会

①8:00～/②11:00～ 【大学校校舎2F 201教室】①8:00～/②11:00～ 【大学校校舎2F 201教室】

②8:00～/②11:00～ 【大学校校舎2F 208/209教室】②8:00～/②11:00～ 【大学校校舎2F 208/209教室】

①8:00～/②11:00～ 【クラブにより場所が異なります/P●参照】①8:00～/②11:00～ 【クラブにより場所が異なります/P●参照】

①8:00～/②11:00～ 【大学校校舎1F 溶接実習室】①8:00～/②11:00～ 【大学校校舎1F 溶接実習室】

①8:00～/②11:00～ 【大学校校舎1F 101教室】①8:00～/②11:00～ 【大学校校舎1F 101教室】

①8:00～/②11:00～ 【大学校校舎2F 203教室】①8:00～/②11:00～ 【大学校校舎2F 203教室】

①8:30～/②10:30～/③12:30～ 【格納庫内キャビンサービストレーナー】①8:30～/②10:30～/③12:30～ 【格納庫内キャビンサービストレーナー】

①8:30～/②10:30～/③12:30～ 【高校校舎1F図書館内カウンター】①8:30～/②10:30～/③12:30～ 【高校校舎1F図書館内カウンター】

9：3０～11:30/13:00～14:30 【大学校校舎1F 溶接実習室】9：3０～11:30/13:00～14:30 【大学校校舎1F 溶接実習室】



5

バーチャル

FTDフライトトレーニングデバイス 風の実験

個別相談
場所：高校校舎1F 図書館

場所：大学校校舎1F FTDルーム

場所：部活により異なります

受験生の方は、ぜひこちらに
お立ち寄りください。学校に
ついてのあらゆる質問にお答
えします。

フライトシミュレーター体験

航空整備体験

場所：大学校校舎2F 205教室

場所：大学校校舎1F 溶接実習室

パイロットステージの訓練
で使用するシミュレーター
が実際に体験できます。

高大一貫教育を展開する学園
での航空整備の授業を体験で
きます。

操縦訓練にも使われる国交相
認定のシミュレーターを見学！

場所：大学校校舎1F装備品実習室

「風と翼」ついて、ホンダジ
ェットの開発経験を持つ教員
が丁寧に解説します。

制服試着コーナー
場所：高校校舎1F事務局前ロビー

制服は高校選びの大切な要素
航空業界をイメージした制服
をバーチャルで着てみよう。

時間 8:30～15:30

格納庫見学 部活動体験
場所
①第1格納庫　②第2格納庫
③第3格納庫
本校のシンボルYS-11や大型
ヘリなどの航空機や施設を細
かく解説します。

時間　部活により異なります
詳細はP6をご覧ください

クラブごとに体験を行いま
す。

時間 7:00～8:00
　　 10:30～14:15

時間 7:00～8:00
　　 10:30～14:15

ドローン操縦体験
場所：大学校校舎1F101教室
最近よく耳にするドローンと
は？知っているつもりで知ら
なかったドローンについて、
全てがわかります。

（1回あたり15～20分）

模擬試験出願
場所：高校校舎1F 図書館

模擬試験出願と証明写真の撮影
も無料で行っています。
本日のオープンキャンパス参加
の方は受験料は免除です。

時間 7:00～16:00

キャビンアテンダント体験
場所：第３格納庫
（キャビンサービストレーナー）
本校CAステージにおいて、普段
から行っている機内実習のイメー
ジを、わかりやすく体験すること
ができます。
時間 7:30～8:00

　  10:30～12:00
　　12:30～14:00

時間 7:30～8:00
　  10:30～12:00
　　12:30～14:00

時間 9:30～11:00
　　 13:00～14:15

時間 ①8:00～
　    ②11:00～

時間 7:00～8:00
　  10:30～14:15

時間 7:00～8:00
　  10:30～14:15

時間 7:00～16:00

空港グランドスタッフ体験
場所：高校校舎1F 図書館

空港の出発カウンターをイメー
ジして作った実習用カウンター
を使用して元グランドスタッフ
が空港実習を指導します。

柔道部柔道部

剣道部剣道部

卓球部卓球部

女子バレーボール部女子バレーボール部

ウィングオーケストラカンパニー（吹奏楽団）ウィングオーケストラカンパニー（吹奏楽団）

サッカー部サッカー部

クラブクラブ

アスリート芸術ステージ説明会アスリート芸術ステージ説明会

個別体験メニュー個別体験メニュー

場所場所

ラグビー部ラグビー部

女子バスケットボール部女子バスケットボール部

高校校舎 2-1教室 高校校舎 2-1教室 

高校校舎 2-2教室高校校舎 2-2教室

高校校舎 2-5教室 高校校舎 2-5教室 

高校校舎 3-1教室高校校舎 3-1教室

高校校舎 3-2教室 高校校舎 3-2教室 

高校校舎 3-3教室高校校舎 3-3教室

高校校舎 3-4教室 高校校舎 3-4教室 

高校校舎 3-5教室高校校舎 3-5教室

時 間 
①8:00～8:50
②11:00～11:50

※開催時間は
全クラブ共通です



17年連続花園出場中
花園Best8

時間 13:00～14:00
場所 スカイスタジアム

初心者、経験者が
切磋琢磨

観閲式や甲子園でも演奏
時間 13:00～14:00
場所 スタジオ棟A

クラブ体験は事前予約不要です。
実施場所はキャンパスマップを
ご参照ください。ご不明な場合
はお近くの教職員やインフォメ
ーションセンターでお気軽にお
尋ねください。

手指消毒には備え付けの消毒液を
使用してください。またオープン
キャンパス参加中はマスクの着用
をお願いしておりますが、クラブ
体験中は状況により着脱をお願い
いたします。

時間 12:00～15:00
場所 体育館バレーボールコート

難関大学合格を目指す

時間 12:30～13:30
場所 大学校校舎 203教室

2022年 県準優勝

全国高等学校
ダンスドリル選手権出場

時間 13:30～15:00
場所 体育館バスケットコート

時間 13:00～14:00
場所 スタジオ棟B

北信越大会優勝
インターハイ出場
時間 13:00～14:00
場所  スタジオ棟C

6

Club activityClub activity

自由と規律/安全運航
時間 13:00～14:00
場所 第１格納庫

国際B級ライダー指導者
トライアル競技

時間 12:00～13:00
場所 野球部棟横ガレージ

能登の里海で潜水活動
時間 12:30～15:30
場所 高校校舎1F ホール横教室

部活動を通じて
航空機の構造を学ぶ
時間 12:30～13:30
場所 高校校舎生徒ロビー

石川県高校総体Best8
選手権石川県予選Best8
時間 10:45～12:00
場所：スカイスタジアム

県大会優勝
インターハイ出場を
目指して活動しています
時間 12:30～13:30
場所 体育館B1剣道場

北信越大会出場
時間 13:30～14:30
場所 体育館B１柔道場

お知らせ感染対策

女子バレーボール部

ラグビー部

吹奏楽団

雄飛学塾

女子バスケットボール部

ダンスカンパニー卓球部

グライダー部

モーターサイクル部

潜水部

航空部

サッカー部

剣道部 柔道部

クラブ体験クラブ体験



フロアマップ
大学校校舎

ロビー

通路 通路

芝生広場

１F

溶接実習室 工作実習室 基本実習室 機械実習室 装備品実習室 ジェットエンジン
実習室

レシプロエンジン
溶接実習室

溶接教室 工作教室 基本教室 機械教室 装備品教室 ジェットエンジン
教室

レシプロエンジン
教室

W.C W.C

FTDルーム FTDルーム 教　室 溶接実習室

吹抜

学長室広報室
応接室

２F
203教室 進路指導室202教室201教室204教室205教室

大学校職員室
ドローン
教室206教室207教室208教室209教室

W.CW.C ロビー

正面入口

通路 通路

チャンネル登録をお願いします
「航空石川チャンネル」
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