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航空整備・グランドサポート

国土交通大臣より「航空従事者養成施設」の指定をいただきました。
　「成田つくば航空専門学校」は2019年2月1日付けをもって、国土交通大臣より「航空従事者養成施設」（二等航空運航整備士・飛
行機・陸上、水上・タービン機）の指定をいただきました。これに伴いN-TACは全国で唯一“双発タービン飛行機”での二等航空運
航整備士資格が取得できる施設となりました。当校は1978年「成田航空大学校」として創立、2013年学校法人筑波研究学園「成田つ
くば航空専門学校」として再スタートした学校ですが、指定養成施設の認定
は受けておりませんでした。今回学校の教職員が一丸となった取り組みに加
え、何より今年3月に卒業した航空整備学科航空整備士コースの学生が団
結し頑張った結果、見事全員が合格し得られた結果です。今後は双発ター
ビン機を活かしながら更に上をめざしつつ、安全第一で立派な整備士・航
空従事者を育成し、今後予想される航空整備士不足対応の一翼を担い、邁
進していきます。

N-TACレクリエーション～スポーツ大会～
　これまでは秋に開催していたN-TACレクリエーションですが、今
年から新入生の交流も兼ね、また秋から早期研修に出てしまう学生
も全員が参加できる5月に時期を変更し、近くの我孫子市民体育館・
球場でスポーツ大会を行いました。年に1度のレクリエーションと
いうことで、新学期開始直後から選出された実行委員の学生が、何
度も打ち合わせを重ね企画・準備をしてくれました。今年は「バド
ミントン」「バスケットボール」「ソフトボール」の3種目を、クラス
対抗戦で実施し、航空整備学科の3年生が見事3冠達成という快挙
を成し遂げました。上位入賞には至らなかったクラス・学生も、全
員が頑張り楽しんだ今回のスポーツ大会、クラス・学年の垣根を越
えての交流は何よりも良い時間となり、新入生にとってはこれから
の学生生活をより一層充実させるきっかけにもなりました。

入学Information

お申込み・お問合せは
℡ 0120－219－301

URL:www.n-tac.ac.jp
e-mail:koho@n-tac.ac.jp 

★

✈オープンキャンパス✈
7/15（月・祝）21（日）28（日）
8/2（金）4（日）8（木）18（日）20（火）25（日）28（水）
9/8（日）29（日）10/22（火・祝）
 ★印は特別オープンキャンパス
10：30～14：00
　※ランチ付 天王台駅北口から無料送迎バス有

体験メニュー
盛りだくさん

・実習機シャイアン見学・航空機整備体験
・ベルトローダー実習
・トーイングトラクター試乗 などなど

✈授業見学会✈
10/1（火）　都民の日
　※詳細は後日HPでお知らせします。

願書受付は10月1日よりスタート！
■募集学科および定員

学科 コース 修業年限 入学定員
航空整備学科
（航空従事者養成施設指定）

航空整備士コース 3 60航空技術コース 2
グランドサポート学科 2 30
■出願区分と特典制度

公募推薦
出願条件

指定校推薦
特典 区分 区分 特典

入学金10万円免除 特別推薦A 評定平均4.0以上
欠席日数5日以内 指定校推薦特A 入学金 10万円免除選考料半額免除

入学金5万円免除 特別推薦B1 評定平均3.5以上欠席日数15日以内 指定校推薦特B 入学金 5万円免除選考料半額免除
OC参加で
選考料半額免除 一般推薦 評定平均2.8以上

欠席日数30日以内 指定校推薦 OC参加で
選考料全額免除

上記出願区分に満たない場合、又は他校との併願の方は「一般入学」となります。



航空整備学科

内定獲得までとこれからの目標
　今回私は株式会社JALエンジニアリングから内定
を頂きました。幼い頃から飛行機が好きで、空港
で働く事が夢だったので、とても嬉しく思います。
内定を頂くまでにしたことは、企業見学に積極的に
参加し、必要な資格を取得したことです。またこの
内定は学校の教官方やクラスメイト、また両親や
周りの方々の支えがあって得たものだと思っています。内定を頂いたこ
とはまだスタートラインに立っただけなので、入社後にはさらに努力を
続け、一等航空整備士や英語の取得を目指します。

八木元紀

航空整備学科航空整備士コース3年　神奈川県　荏田高等学校出身

目標は決めるのではなく達成するもの
　今まで努力をしたことが無かった私は、入
学を機に自分が達成出来る範囲での目標を
設定し、徐々にレベルを上げながら過ごして
きました。自分自身の目標を設定したことに
より、今まで出来ないと諦めていた国家試験
に合格し、また入学前からの夢であった企業
から内定を頂くことが出来ました。就職後は、航空業界と直接
的な係わりはありませんが、今後も日 の々生活の中で目標達成
を心掛け、努力を惜しまず実力をつけていきたいと思います。

加瀬航太

株式会社IHI物流産業システム　内定

航空整備学科航空技術コース2年　茨城県　波崎高等学校出身

内定おめでとう！

新たな決意を胸に
　新生活が始まり早2ヶ月。少しずつこの環
境にも慣れてきました。本年より新元号「令
和」となり、時代の移り変わりを目のあたり
にしている今日この頃。今までに体験した
ことのない未知との遭遇に胸を躍らせてい
ます。先輩方が就職活動で内定を頂いた話
を聞くと、1年後、2年後の自分がどのようになっているのか
ということを強く意識するようになりました。自分の希望に
沿った企業に合格するために、今この時を大切にし、日本の
社会を担う人間になれるよう、努めていくと決意しました。

三留吹希

学生のコメント
“シャイアン”を学ぶ
　N-TACへ入学してから1年が経ち、入学前から
希望していた整備士コースへと進み、現在は進
路を決めるきっかけにもなった“シャイアン”の
勉強をしています。1年生の頃は座学が中心で、
実習が少なく毎日が眠気との闘いでした。しか
し整備士コースとなりシャイアンの勉強をして
いると、紙の上で説明されてもわからない事はすぐに実機に行き実
際に見ながら教えてもらいとても分かり易いのと同時に、モチベー
ションが上がりもっと知りたいと思うようにもなりました。今の目
標は一先ずシャイアンを識る事なので頑張っていきたいと思います。

宇野大輔

代表者2名　Q：学生生活はどうですか？

代表者2名　Q：喜びの声　Q：就職活動を振り返って　Q：今後の抱負

Topics 1

基本技術 締結実習 （1年生の授業風景）
　入学して以来、毎日朝から夕刻まで机に向かい、教官の耳
慣れない航空用語を聞き、見たこともない難解な図面を見せら
れ、眠気と格闘しながら毎日を過ごしてきました。その1年生
が、真新しいカバーオールに身を包んで、初めての本格的な実
習を体験できると期待し臨んだ実習が『締結（ていけつ）作業』
の実習でした。ところが写真の通り、またしても「座学」でガッ
クリ・・・ 締結作業とはボルトやナットを使って部品を取り
付ける作業です。航空機は多くの部品がボルトやスクリュー、
ナットなどのねじで結合されています。また、それらのねじ類
は、大きな温度変化、腐食や激しい振動にさらされており、そ
れらに耐える強度と、緩まないための細工が施されています。

その取り扱いを知らずに航空機の整備作業はできないといって
も決して過言ではありません。ボルト、ナットを締め付けて固
定する単純な作業ではあるものの、其々の部品の機能、性能を
損なうことの無いよう、ねじの知識や取扱について確かな知識
を必要とします。まずはその
知識を得るための大切な座学
の一コマでした。これから先、
整備士にとって基本となる数
多くの項目について、実習で
技量を身に着け、学んだ知識
を深化させていきます。

Topics 2

エンジン実習／ウエット・モータリング（2年生の授業風景）
　二等航空運航整備士資格取得を目指す2年生整備士コースは、新年度
が始まり、いよいよシャイアン（双発ターボプロップ機）を使った実習が
始まりました。彼らはこの飛行機で二等航空運航整備士の技能審査を受
験します。1年次で学んだ飛行機の基礎知識について実機を使って構造や
仕組みを学びます。さらには機体やエンジンの取扱に関しても学び、航
空機を「飛ばす」為の知識技能を身につけていきます。その中でも最も神
経を使うエンジンオペレーションの一つであるモータリングの授業風景
を紹介します。モータリングとはエンジンを始動（点火）させることなく
空転させることで、整備作業における様 な々点検や操作に使用されるオペ
レーションです。スターターによって空転させるだけのドライ・モータリ
ングと、着火せずに燃料を流すウエット・モータリングの2種類の方法
があります。今回はウエット・モータリングを実施しました。コックピッ
トで操作を行うメンバーと機外で燃料が流れるのを確認するメンバーに
分かれ、無線機を使って双方で連絡を取り合ってオペレーションを行い

ます。いずれのモータリングでも点火装置を作動させないよう操作禁止
処置を施します。これを怠るとエンジンが始動してしまいます。その為、
実際のコックピット
操作を担当する前
に、何度も練習し
て本番に臨みます。
このような実習を
通して飛行機を取
り扱う事の難しさ
を体感し、怪我を
しない、怪我をさせ
ないよう安全の大
切さを身につけてい
きます。

締結実習座学

ウエット・モータリング-1 ウエット・モータリング-2

株式会社JALエンジニアリング　内定

航空整備学科1年　福島県　高等学校卒業程度認定試験合格 航空整備学科航空整備士コース2年　東京都　岩倉高等学校出身
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グランドサポート学科

内定をもらうまで
　私は株式会社JALカーゴハンドリングより内
定を頂きました。内定を頂くまでの道は長く、
何度も挫けそうになりましたが、近い将来そこ
で働く自分を明確なビジョンにすることにより、
モチベーションを保つことが出来ました。選考
試験に向かうため、新しいスーツに袖を通した
あの時の得も言われぬ緊張感は今でも覚えています。ここまでやっ
てこられたのは教官方の支えもあってこそです。内定を頂いた時の
気持ちを忘れずに、日々進歩していきたいと思います。

角田　空

グランドサポート学科2年　千葉県　沼南高柳高等学校出身

内定を頂いて
　私は内定を頂き、夢に向かい一歩進む
ことが出来ました。私が夢に向かい進むこ
とが出来たのは、学校の教官方や両親、友
達の支えや助けがあったからだと思います。
そして両親には沢山迷惑をかけてきたので、
親孝行する事が出来たと思いました。これ
からは社会人として一つ一つの行動に責任を持ち、常に感
謝を忘れずに頑張っていこうと思います。これから日本一
のグランドハンドラーを目指し精進していきたいです。

寒河江隼

ANA成田エアポートサービス株式会社　内定

グランドサポート学科2年　千葉県　千葉商科大学付属高等学校出身

内定おめでとう！

夢を叶えるために
　中学の時に見たグランドハンドリング
業務に強い憧れを抱き、その夢を叶える
ため、この学校に入学を決めました。入
学時は不安もありましたが、すぐにクラス
メートと馴染め、最近ではスポーツ大会
を通しクラスの雰囲気も良くなりました。
グラハン実習は開始から1カ月少々が経過し慣れては来ま
したが、まだまだなので実作業を経験した教官方の指導の
下、日々の授業を大切にし、中学からの夢が叶うよう頑
張って行きます。

伊藤広翔

学生のコメント
これからの目標
　私は将来グランドハンドリング業務に携
わる仕事に就く事が夢です。自分の夢を叶
えるためにこの学校に入学し、グランドハ
ンドリング実習には最も力を入れています。
その実習では実際に空港で使用されていた
器材を使い、より空港に近い環境で授業を
受ける事が出来ますが、私はまだ不得意な部分が多く悩む
時もあります。そんな時でも実経験のある教官方が丁寧に
指導して下さいます。これから私は夢に向かって学生生活
を充実させて、自分の夢を叶えられるように頑張ります。

篠崎真愛

代表者2名　Q：学生生活はどうですか？

代表者2名　Q：喜びの声　Q：就職活動を振り返って　Q：今後の抱負

Topics 1

2019年度がスタート　時代は平成から令和へ
　2019年度、グランドサポート学科には昨年よりも多い学生
が入学。入学式翌日には真っ赤な実習服に身を包み、授業は
グランドハンドリング実習から始まりました。オープンキャン
パス等でトーイングトラクターへの乗車経験があるものの、体
験実習と実際の授業では内容が格段に違い、新入生達は戸惑
いながらも、目を輝かせながら実習に取り組みました。平成生
まれの新入生達はゴールデンウィーク中に新たな元号である令
和への改元を経験し、令和で最初の就職戦線をも勝ち抜いて
行く事になります。昭和生まれの教員による平成生まれの生徒
がやがて巣立ち、令和の航空業界をリードして行く･･･不思議
な感覚にもなります。また3月末にトーイングトラクター3台

を導入し、合計6台でのグランドハンドリング実習が可能な
体制が整いました。新た
に導入した3台のトーイン
グトラクターは日産製で、
トヨタ製3台と併せ、空
港で使用されている両社
のトーイングトラクター
を使用する事で、より実
践に近い実習を目指して
行きます。

Topics 2

佐川ホールディングスのCMに出演協力
　TVCMへの出演協力依頼･･･それは突然の事だった。ある
CM制作プロダクションのコーディネーターから打診があり、
本校のハンガーおよびトーイングトラクターの走行をイメージ
した動画を撮影したいとの事であった。クライアントは何と
佐川ホールディングス。具体的な内容をお聞きするための面談
では絵コンテ（撮影する具体的な構図などを絵で示したもの）
による説明などがあり、内容的に受ける事が出来ると判断し、
数回の打合せの後2月22日（金）、あたりが暗くなる午後5時
をターゲットに撮影が開始されました。当日は撮影機材を積ん
だ大型トラックが何台もエプロンを埋め尽くし、スタッフは 
30～40名ほどがカメラや照明、録音等に携わり、特に照明は
本校東棟の屋上にサーチライトが運び込まれエプロンを照ら

し出し、加えてエプロンに水を撒いて反射したライトを効果
的に撮影するなど、わずか2秒ほどの動画に、これほどまでに
スタッフの労力が費やされるのかと、そのプロ魂に感動しま
した。因みに出演者は当
初、教員が出演する事を
企みましたが、先方から
「若い人の方が･･･」の一
声で（残念）2年生（当時1
年生）の寒河江君と樋口
（翔）君が選ばれ、4月7日
から全国でCM放映開始
となっています。

株式会社JALカーゴハンドリング　内定

撮影を終えてスタッフの皆さんと

ハイリフトローダーの前で

グランドサポート学科1年　千葉県　船橋市立船橋高等学校出身 グランドサポート学科1年　茨城県　水海道第二高等学校出身
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卒業した先輩達に聞く「私 頑張ってます！」
Q1 日頃はどのような仕事をしているのか?
　JALの国内貨物上屋で、航空機に搭載する
貨物の積み付けや、到着された貨物の仕分け
作業を実施しています。積み付け時には貨物
が動かないようにタイダウン（固縛）や誤搭載
しないように行先を確認しながら確実な積み付
けを実施しています。また、代理店では搭載
できないような貨物も出来る限り搭載できるよ
う調整しています。
Q2 N-TACでの1番の思い出は?
　2年生の実習に合わせハイリフトローダーが

導入された時です。空港で見るのと学校の実
習場で見るのではその迫力・存在感の違いに
呆然としました。この大きな特殊器材を自分
たちが実習で運転操作するのかと肝が冷えたの
を今でも覚えています。
Q3 後輩たちへのメッセージをお願い致します。
　みなさんは航空業界への夢を持って入学し
たと思います。その想いを常に持ち続けていれ
ば必ず夢はかないます。共に日本の翼を支え
る時が来ることを心待ちにしています。頑張っ
てください。

生實　聖 さん
2017年3月
航空ビジネス学科
グランドサポート
コース卒業
茨城県 日立工業
高等学校出身

株式会社JALグランドサービス
東京都大田区羽田空港 
三丁目3番2号
第一旅客ターミナル

航空業界からの声

航空整備学科　航空整備士コース
 ●株式会社JALエンジニアリング　内定6名

　　出身校：�茨城県�水戸工業高等学校、茨城県�牛久栄進高等学校、茨城県�波崎柳川高等学校、�
栃木県�石橋高等学校、神奈川県�荏田高等学校、千葉県�柏市立柏高等学校

 ●スカイマーク株式会社　内定1名　出身校：東京都�京華高等学校
 ●ジェットスター・ジャパン株式会社　内定1名

　　出身校：千葉県�秀明大学学校教師学部附属秀明八千代高等学校
 ●株式会社ジャムコ　内定1名　出身校：東京都�日本工業大学駒場高等学校
 ●三菱重工業株式会社　内定2名

　　出身校：千葉県�市川工業高等学校、千葉県�京葉工業高等学校
 ●NCA Japan株式会社　内定1名　出身校：茨城県�明秀学園日立高等学校
 ●株式会社Mテック　内定1名　出身校：愛媛県�新居浜工業高等学校
 ●株式会社IHIエアロスペース 富岡事業所　内定1名　出身校：千葉県�松戸高等学校
 ●株式会社IHI航空・宇宙・防衛事業領域 瑞穂工場　内定1名

　　出身校：千葉県�千葉英和高等学校
 ●マイナミ空港サービス株式会社　内定1名　出身校：茨城県�日立工業高等学校
 ●日本空港給油株式会社　内定3名

　　出身校：�茨城県�太田第一高等学校、茨城県�勝田工業高等学校、新潟県�松代高等学校
航空整備学科　航空技術コース
 ●日本飛行機株式会社　内定1名　出身校：東京都�関東第一高等学校
 ●ANAエアロサプライシステム株式会社　内定1名　出身校：千葉県�茂原樟陽高等学校
 ●株式会社IHI物流産業システム　内定1名　出身校：茨城県�波崎高等学校
 ●株式会社IHI航空・宇宙・防衛事業領域 瑞穂工場　内定1名

　　出身校：茨城県�牛久高等学校

 ●株式会社ジャムコ　内定1名　出身校：千葉県�実籾高等学校
 ●住友精密工業株式会社　内定1名　出身校：千葉県�実籾高等学校
 ●川重明石エンジニアリング株式会社　内定1名　出身校：茨城県�東豊学園つくば松実高等学校
 ●多摩川スカイプレシジョン株式会社　内定1名　出身校：茨城県�取手松陽高等学校
 ●マイナミ空港サービス株式会社　内定1名　出身校：東京都�堀越高等学校

グランドサポート学科
 ●株式会社JALグランドサービス　内定3名

　　出身校：埼玉県�埼玉栄高等学校、茨城県�水戸啓明高等学校、長野県�岡谷南高等学校
 ●ANA成田エアポートサービス株式会社　内定4名

　　出身校：�千葉県�千葉商科大学付属高等学校、千葉県�沼南高柳高等学校、茨城県�石岡第二高等学校、�
茨城県�藤代紫水高等学校

 ●ANAエアポートサービス株式会社　内定3名
　　出身校：�新潟県�北越高等学校、千葉県�秀明大学学校教師学部附属秀明八千代高等学校、�

千葉県�船橋北高等学校
 ●株式会社JALカーゴサービス　内定2名

　　出身校：静岡県�科学技術高等学校、千葉県�千葉敬愛高等学校
 ●株式会社JALカーゴハンドリング　内定1名　出身校：千葉県�沼南高柳高等学校
 ●株式会社キャスト新千歳　内定1名　出身校：茨城県�藤代紫水高等学校
 ●株式会社Kグランドサービス　内定1名　出身校：茨城県�つくば国際大学東風高等学校
 ●株式会社インテックス　内定1名　出身校：茨城県�鹿島学園高等学校
 ●日本空港サービス株式会社　内定1名　出身校：茨城県�霞ヶ浦高等学校
 ●ゼネラルサービス株式会社　内定1名　出身校：茨城県�霞ヶ浦高等学校
 ●株式会社グラテック　内定1名　出身校：茨城県�霞ヶ浦高等学校

『安全と品質は自ら守り抜く』　航空機整備のプロ集団
株式会社JALエンジニアリング総務部採用担当

齋藤繁男
　株式会社JALエンジニアリングは JALが長年培ってきた高い技術力を
もとに設立され東京国際空港（羽田）・成田国際空港（成田）・大阪国際空
港（伊丹）において、JALグループ航空機の運航整備、点検整備、エンジ
ン整備、部品整備を担っております。従業員数は約4100名、その内現場
で整備作業に従事している方は約3000名です。近年は女性整備士も増え
ており、職場環境・制度なども充実させ女性活躍の場をサポートしていま
す。整備品質は世界的にも高く評価されており、国内の空港において海
外航空会社の整備も受託し、日本の空の安全を守っています。
　航空機の安全な飛行を担う整備士は複雑で多岐にわたるシステムの熟
知が不可欠です。一方で多様な最新テクノロジーを搭載した航空機を一
人の整備士が全ての分野において熟知出来るものでもありません。一人ひ
とりが“航空機の安全と品質は自ら守り抜く”という誇り高い信念を抱き
強力なチームワークで仕事を完結します。
ものごとに謙虚な姿勢で取り組める誠実
な人、そして素直で正直な人で、チャレ
ンジ精神旺盛な方は航空機整備のプロ
フェッショナルを目指してみませんか。航
空専門学校卒業生の皆さんも国内、海外
を問わず多くの場所で活躍しています。

「世界」が期待する。君に、NARITAに
ANA成田エアポートサービス株式会社総務部人財開発課

吉田拓央
　ANA成田エアポートサービスは、世界をつなぐ日本最大のハブ空港「成
田国際空港」に於いて、グランドハンドリング・旅客ハンドリング・車
両整備・オペレーションサービスなど空港業務全般を担う総合ハンドリン
グ会社です。成田空港は世界中から様々な航空会社が就航しており、グ
ランドハンドリング業務においても幅広い機種を扱うことが出来る奥深
い空港と言えます。また貨物量も世界屈指で、多種多様な特殊貨物のハ
ンドリングを毎日行っており、ここでしかできない経験が沢山あります。
そして弊社は地域密着型企業として地域の皆様に支えられ成長してきた会
社です。地域の皆様への感謝の気持ちを忘れず地域活性化に貢献し続け
ていきたいと思っています。
　私達は様々な想いや事情で飛行機を利用されるお客様に対して、安全
を最優先にチーム一丸となって最高のサービスを届けるために何が出来る
のかを自ら考え、情熱と感謝の気持ち
を忘れずに行動できる人財を求めていま
す。多くの卒業生が弊社に在籍し、そ
の活躍は現場の最前線やグランドハン
ドリング部門の部長を務めるなど多岐に
渡っており、学生時代に培った技術や知
識を存分に発揮頂いています。
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