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学校概要

修学支援新制度対象校

学校の特色

教員数 留学生の受け入れ

認可：昭和 61 年 3 月 31 日

西アカは九州唯一の航空に特化した専門学校です。40 年間の実績から生み出された” 航空専門学校” だからこ
そできる実践的なカリキュラムで、航空業界の第一線で活躍できるスペシャリストを育成しています。また、
全員が参加できる企業実習では、提携先の企業様のもと、空港の現場で 3 ～ 4 ヶ月の実習に参加します。学校
では学べない貴重な体験が就職に繋がる学生も多くいます。さらに航空業界に特化した英語の授業で、現場で
活かせるコミュニケーション能力や実践力を身に付けることができます。こうした西アカならではのカリキュ
ラムと伝統で、航空業界への高い就職率を誇り、全国の空港へ 1800 名を超える卒業生を輩出しています。

常勤 30 人　／　 非常勤 14 人 あり

実用英語技能検定 /TOEIC/ 手話検定 / ビジネス実技マナー技能検定 / サービス接遇検定 / 中国語検定 / 韓国語検定 / 硬筆書写検定 / 漢字能力検定 / 秘書技
能検定　他

【就職・進学指導】  西アカは全員の航空業界就職を目指します。大手航空業界
出身の経験豊富な講師軍がバックアップし、学生一人ひとりの特長を把握し
アドバイスを行います。ES や面接練習などの就職試験対策は、授業だけの指
導ではなく、受験企業先に合わせた放課後の個別指導を徹底しています。また、
40 年で培われた 1800 名を超える合格者の就職試験情報をキャリアセンター
で公開し、試験対策に磨きをかけます。

【就職 ・ 進学実績】  全日本空輸 /ANA ウィングス / スカイマーク / オリエンタ
ルエアブリッジ / フジドリームエアラインズ /ANA 成田エアポートサービス
/ANA 大阪空港 /ANA 福岡空港 /ANA 新千歳空港 /ANA 沖縄空港 /ANA ケータ
リングサービス /JAL スカイ九州 /JAL グランドサービス九州 /JAL カーゴサー
ビス /JAL カーゴ九州 /JAL スカイエアポート沖縄 /JAL グランドサービス大阪
/ エスエーエス　他

■奨学金制度（独立行政法人日本学生支援機構） ・給付型奨学金 ・第一種奨学金 ・第二種奨学金 ■国の教育ローン（日本政策金融公庫） ■学校提携ローン（オリエント
コーポレーション） ・学費サポートプラン

目標資格

キャリア支援

学費サポート

学科・コース／学費（学費参照年度：2022 年） …職業実践専門課程職

2022年10月1日（土）～
2023年3月1日（水）必着

20,000 円　

2022年10月1日（土）～
2023年3月1日（水）必着

面接・作文・書類選考・
筆記試験（英語Ⅰ）面接・作文・書類選考

20,000 円　

2022年7月1日（金）～
2022年10月12日（水）必着

2022年9月1日（木）～
2022年10月28日（金）消印有効

面談・書類選考

20,000 円

学科・コース

募集要項 …願書受付期間願 …選考方法選 …選考料料 …エントリー期間エ

願
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卒業者数

就職希望者数

関連職種就職者数

関連職種アルバイト者数

進学者数

2019 年度

72

68

61

0

4

2020 年度

78

70

36

0

0

卒業・就職・進学者数

※特記事項  …   ・航空学科募集定員数は学科全体の定員数となります。 ・国際コミュニケーション学科の年間学費は出願区分により異なります。

総授業時間数修業年限 募集定員
入学金 年間学費 年間教材費 その他経費

学費

航空ビジネス学科
グランドハンドリングコース 2年 100 名 1,800 時間 90,000 円 1,340,000円

（初年度）
0円 0円

国際コミュニケーション学科
デジタルトランスフォーメーションビジネスコース2年制 2 年 40 名 1,700 時間 100,000 円 850,000円

（初年度） 0円 0円

航空ビジネス学科
エアライン留学コース 2年 100 名 1,800 時間 90,000 円 1,229,000円

（初年度） 0円 1,400,000円～2,000,000円

国際コミュニケーション学科
デジタルトランスフォーメーションビジネスコース1年制 1 年 80 名 850 時間 100,000 円 800,000円

（初年度） 0円 0円

国際コミュニケーション学科
就職・進学コース 2年 180 名 1,700 時間 100,000 円

750,000円
（初年度） 0円 0円

航空ビジネス学科
キャビンアテンダント・グランドスタッフコース 2年 100 名 1,800 時間 90,000 円 1,379,000円

（初年度） 0円 0円

国際コミュニケーション学科
グランドハンドリングコース 2年 50 名 1,700 時間 100,000 円

800,000円
（初年度） 0円 0円

航空ビジネス学科
エアラインスペシャリストコース 1年 100 名 900 時間 90,000 円 1,379,000円 0 円 0円

国際コミュニケーション学科
ホテル・エアラインコース 2年 50 名 1,700 時間 100,000 円 800,000円 0円 0円

推薦入試 一般入試AO 入試


