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Take Off to the
日 本 の 大 学 で 初 。A N Aとの 産 学 連 携 教 育 による
最 先 端 の 養 成 ル ートで プロ パ イロットへ 。

日 本 の 大 学 としては 初 のプ ロ パ イロットを 養 成 する 専 攻
本学は194 3年に航空科学専門学校として開校した歴史を持ち、1967年に工学部航空宇宙学科を設立、
日本の航 空宇宙分 野におけるトップクラスの 研究と実 績を上げてきました 。そして2 0 0 6 年 4月 、多くの
優秀な人材を輩出してきたこれまでの教育経験を活かし、日本の大学としては初のパイロットを養 成する
専攻を設置しました。本 専攻は、A N A（全日本空輸 株 式会社）の全面的な協力、国土交 通省の支援、アメ
リカのノースダコタ大学航 空宇宙学部との強 力な留学協定を得て 、東 海大学の建 学の精神に立 脚した
豊かな人格を持った人間教育、基 礎から実 践まで 幅広くきめ細かなカリキュラムによる高い専門教育に
より、確かな操 縦 技 術を持ち、社 会の期待に応える、優れたパイロットを養 成します。世界の大空でダイ
ナミックに羽ばたく夢を、東海大学で実現しましょう。

News Topics
本専攻卒業生、
9名が 機長へ昇格！

（2018年 3月現在）

2016年8月、
日本の大学のパイロッ
ト養成課程出身として初の機長が
本専攻から誕生しました。
続いて女
性として初の機長昇格と、
本専攻の
卒業生が続々と機長昇格を果たし
て活躍しています。
皆さんも世界の
大空でダイナミックに羽ばたく夢を
東海大学で実現しましょう！

無利子貸与型奨学金
「未来のパイロット」を創設
東海大学をはじめとしたパイロット養成課程をもつ私
立大学や専門学校など7機関で、2018年度から無利
子奨学金 制度「未 来のパイロット」を創設しました。
2018年度 入学生より 同奨学金を希望する学生は、
本専攻を通じて応募し、成績や英語能力評価等の要
件を満たして審査に合格すれば、実機訓練費用として
500万円の奨学金が一括して貸与されます。奨学金は、
卒業後10年間での返済となります。
▶そのほかの奨学金についてはP.15へ

1分間、航空操縦学専攻を
体験してみよう。

工学部を2分間で紹介します。
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Field for Flight Training.

確かな技能と豊かな人間性を兼ね備えた、プロパイロット養成を目指して
パイロットにはさまざまな能力が要求されます。
最大の目的は、

本専攻のある湘南キャンパスは多くの学部が設置されてい

言うまでもなく「安全」です。そのためには、どんな状況をも的

るため、多様な分野を学ぶことができます。ライセンス取得に

確に把握し、適切に対処できる知識と技倆が必要です。安全の

係わる科目や留学先での飛行訓練以外に、
各自の興味に応じた

ための技倆とは、単に航空機を操る技術にとどまらず、コミュ

分野の授業を履修することができます。もちろん、専門の航空

ニケーション能力も必要とされます。地上の管制官や他機と

宇宙分野を深く学ぶのも良いですし、法学、経済学、文学など、

の交信、同乗しているクルーとの的確な情報交換など、互いに

他学部の分野を副専攻として修得することも可能です。そして、

協力しあえる能力も安全運航には欠かせません。人とのコミュ

4年次には少人数のゼミに分かれて卒業研究を行います。この

ニケーションには人格も反映されます。単なる知識と技術の習

ような東海大学ならではの環境を大いに活かすことで、航空

得にとどまらず、空の安全に欠かせない責任感、協調性、そして

業界が、そして社会が求める人間性豊かで応用力のあるパイ

豊かな人間性を、本学では同じ夢を持って入学してきた仲間

ロット、技術者、航空人を養成しています。

ぎりょう

たちとともに培うことができます。

新たな航空分野の開拓と研究
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本専攻はANAとの産学連携教育として誕生しましたが、今

操縦免許を持った学生が、新

後も産・官・学連携で将来の航空界を見据えた研究・開発に

型フライトシミュレーターや

も力を注いでいきます。たとえば、次世代の操縦訓練システム、

管 制システムの 研 究をメー

航空交 通管制システム、より実用的な航空気象予報システ

カーや航空会社と共同で行

ム、航空医学など、関連政府機関、内外の研究機関、航空会社

い、卒業論文を書くこともで

と共同研究を進めたいと考えています。本学の幅広い分野の

きるでしょう。本専攻は、大学

教員、
研究室が有機的に結びつき学外の機関と連携することで

に設置されたパイロット養成

大変ユニークで航空界に役立つ研究ができます。その研究は、

コースならではの教育と研究

学生の教育に反映され、
卒業研究として参加することもできます。

を目指しています。
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ANA
［全日本空輸株式会社］
1952年に設立され、
約14,000人の従
業員を擁し、
ANAホールディングスの
傘下で、ANAウィングス株式会社や
株式会社エアージャパンなど航空運
送事業を始めパイロット養成事業や
旅行業などの多岐に亘るグループ企
業の中核を担っています。
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履修の基本的仕組み

操縦士免許について

○ 科目の履修は、
1年次から4年次
（第1セメスターから第8セメス

留学期間中にアメリカ連邦航空局（FA A）の免許と国土交

ター）
まで全体を通して教養科目と主専攻科目を学びます。

通省が定める航空従事者技能証明を取得します。

○ 1年次は「事業用操縦士」及び「計器飛行証明」の学科試
験合格を目的としたライセンス取得科目と航空英語を含
む留学のための英語を集中的に学びます。

○ 2年次からはアメリカのノースダコタ大学へ、飛行訓練のた
めに約15か月間留学します。

留学するための条件（2017年度）
◎英語力TOEFL®（iBT）…………………… 69点以上 ※
◎航空無線通信士 ……………………………資格取得
◎事業用操縦士学科試験…………………………合格
◎計器飛行証明学科試験…………………………合格
◎GPA（大学所定の値）……………………… 2.5以上
※今後、条件の引き上げを検討しています。
（2018年6月現在）

取得可能なライセンス
●航空無線通信士
●日本の国土交通省航空局（JCAB）ライセンス：
事業用操縦士技能証明（多発）／計器飛行証明
●アメリカ連邦航空局（FAA）ライセンス：
自家用操縦士技能証明／事業用操縦士技能証明／
計器飛行証明
●国際民間航空機関（ICAO）
：
航空英語能力証明レベル4（認定）

○3年次に帰国後、さらに主専攻科目を学び卒業研究へと
進みます。
Course of Aviation
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4 年 間 の 履 修 モ デル

航空操縦学専攻で学べる科目

1年 次
第1セメスター

2年次
第2セメスター

【導入基礎科目】

第3セメスター

【事業用課程科目】＊
運航援助業務（1）

航空計器（1）
航空力学（5）

操縦士と人間力
（2）
＊
航空概論
（2）
＊

航空気象学1（5）
航空推進装置（2） 飛行安全（2）
航空機基本システム（2） 航空総合演習1（2）

基礎情報処理
（2）

航空管制交話法（1）

【事業用課程科目】＊
基礎電気電子工学
（1）

〈アメリカ ノースダコタ大学での飛行訓練〉
【実機訓練課程科目】
（3）
航空機操縦基礎（5） 計器飛行方式（3） 飛行力学
基本計器飛行（3）

＊
【語学課程科目】

航空機電源装置
（1）

第3セメスターから留学する場合

空中航法（5）

航空法規1（4）

基礎力学
（4）
＊

第4セメスター

航空人間工学（2） 航空機システム（3）

航空英語2
（3）
多発エンジン機

航空英語1（2）

無線工学
（1）

＊
【計器課程科目】

【英語科目】＊

航空法規2（1）
航空気象学2（2）
航空交通管制
（1） 航空総合演習2（1）
航空図判読法
（1）
計器飛行（2）

英語リスニング＆スピーキング（2）
英語リーディング＆ライティング
（2）
グローバルスキル
（2）

第4セメスターから留学する場合

【英語科目】＊

【現代教養科目】＊

アカデミック英語（2）

健康・フィットネス理論実習
（1）

＊
【現代教養科目】

【現代教養科目】＊

【学部共通科目】

【実機訓練課程科目】

【航空操縦専門科目】
【自己学修科目】など

生涯スポーツ理論実習
（1）

基礎数学
（1）

〈アメリカ ノースダコタ大学

＊
【現代文明論】

（3）
航空機操縦基礎
（5） 計器飛行方式
（2）
基本計器飛行（3） 航空人間工学

（20）
（21）

科目紹介

基礎知識、英語教育からライセンス取得まで、万全のプログラム体制で支援します。

航空力学

航空気象学 1

飛行機が飛行する際の翼のまわりの流
体力学や、離陸や旋回の飛行性能、安定
性や操縦性及び構造などを学び、航空局
の実 施する事業 用操 縦士技能証明の学
科試験に合格し、飛行訓練に必要な知識
を習得する。

飛行機の運航環境である大気の構造と
温度、気圧、風、水分、気団、前線、現象とし
ての乱気流雲、霧、雷雨、着氷、熱帯低気圧
などについての原理及び気象通報式天気
図を学び、航空局の実施する事業用操縦士
技能証明の学科試験に合格し、飛行訓練
に必要な知識を習得する。

航空管制交話法

航空交通管制システムについて学ぶ

航空気象学 2

計器飛行に影響する飛行気象について学ぶ

飛行力学

飛行機の円滑な運航のために航空交通
管制システムとその業務、規則及び用語に
ついて意義と内容、交話要領を学び、航空
局の実施する事業用操縦士技能証明の学
科試験に合格し、飛行訓練に必要な知識
を習得する。

飛行機の計器飛行に必要な各種気象
通報資料の解読と飛行計画実施のための
天気図類の解析、計器飛行に影響する飛
行気象について学び、航空局の実 施する
計器飛行証明の学科試験に合格し、飛行
訓練に必要な知識を習得する。

航空機力学の原理について学習し、航空
機の性能に影響する要素、安定操縦性、固
定翼機のパイロットがしばしば経験する特
殊な飛行条件について正しく理解する。

飛行性能や安定性、
操縦性について学ぶ

04

（43）
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気象現象や天気図について学ぶ

基本計器飛行

基本的な計器による飛行を深く学ぶ
飛行中の意思決定、
耐空性基準、
ヒューマ
ンファクター及び夜間飛行について考察を行
う。
ピトー管計器、
基本的な計器による飛行
についてより深く学ぶ。
さらに、VOR、ADF、
DME、
GPS、
RMI、
HSIの操作、
読み取り及び
実際的な使用について学び、
電子表示計器
（グラスコクピット）
についても紹介する。

航空機力学の原理などを学ぶ
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ライセンス取得科目

3年次
第5セメスター

（ ）内は単位数

＊ 必修科目

4年次
第6セメスター

第7セメスター

第8セメスター

＊
【現代文明論】
＊
【現代教養科目】
事業用操縦士飛行実習
（2）
（2）
システム
（2） 計器飛行証明飛行実習

【航空操縦専門科目】
【自己学修科目】など
計

（28）

（20）

卒業研究1（2）＊

【航空操縦専門科目】
【自己学修科目】
【学部共通科目】など（10）

飛行力学
（3）

【航空操縦専門科目】
など（6）
【自己学修科目】

（12）

での飛行訓練〉
航空英語2
（3）

航空機システム
（3） 多発エンジン機システム
（2）

（132
単位 ）

卒業研究2（2）

（8）

事業用操縦士飛行実習
（2）
計器飛行証明飛行実習
（2）
計
132

（単位 ）

（28）

航空法規 1

空中航法

計器飛行方式

飛行機の運航とパイロットなどに関する
国内の航空法規と国際条約や法規につい
て学び、航空局の実施する事業用操縦士
技能証明の学科試験に合格し、飛行訓練
に必要な知識を習得する。

飛行機の地文 航 法での運 航に必要な
航 法 要 素 や 航 法 計 算盤 、航 空図の 使い
方、飛行計画書の書き方、無線 航法 施設
の活用法などについて学び、演習により航
空局の実施する事業用操縦士技能証明の
学科試験に合格し、飛行訓練に必要な知
識を習得する。

米国内を計器飛行方式で飛行するのに
必要な連邦航空局の規則、方式及び航空
情報についてさらに詳しく学習する。離着
陸時及び巡航時の方式について詳しく学
習する。また、計器飛行で使用する航空路
図についても学習する。

航空法規 2

国内外の計器飛行の法規などを学ぶ

航空機操縦基礎

自家用操縦士に必要な知識と技能を学ぶ

多発エンジン機システム

飛行機の計器飛行に関する国内の航空
法規と国際条例や法規について学び、航空
局の実施する計器飛行証明の学科試験に
合格し、
飛行訓練に必要な知識を習得する。

米国連邦航空局の自家用操縦士として
安全に運航を行うために必要な知識と技
能の習得を行う。科目は航空力学、航空機
システム、連邦航空局規則、管制方式、重
量重心、航空機 性能、航空気 象、航空情
報、計器航法、野外飛行、基礎航空生理学
及び飛行安全からなる。

事業用操縦士多発限定を持ち、安全かつ
熟達した運航を行うのに必要で十分な知識、
技能の習得を行う。多発機での飛行中の意思
決定、航空機力学、乗務員間の連携、重量重
心、
航空機性能、
及び緊急・故障時の操作につ
いて考察する。商業運航における連邦規則に
ついて、
シナリオベースでさらに深く紹介する。

国内外の航空法規などについて学ぶ

運航に必要な航法などについて学ぶ

米国内での計器飛行方式について学ぶ

多発機の操縦について多角的に考察する

Course of Aviation
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4 年 間 の 流 れ

2 3 年次

1 年次
事業用操縦士及び計器飛行証明の学科試験

東海大学
湘南キャンパス

合格を目指して
「航空法規」
や
「航空力学」
など、
ライセンスの取得に必要な科目を学びます。

Tokai University Shonan Campus

また、2年次から米国の大学へ留学するため、

ノースダコタ大学
留学生活
UND Aerospace
University of
North Dakota

「航空英語」
を含めた英語を集中的に学びます。
「操縦士と人間力」
では、
現役パイロットも講師に
迎え、
エアマンシップなどを身につけます。

第1セメスター（春学期）時間割＜例＞
Mon

1

Tue

基礎力学

第1セメスターは週6回の英語の授業

We d

Thu

現代教養科目

基礎力学

2 英語リスニング＆スピーキング
3

グローバルスキル

英語リスニング＆スピーキング

4

ライセンス取得科目

操縦士と人間力

Mon

We d

アカデミック英語

ライセンス取得科目

2

ライセンス取得科目

3

ライセンス取得科目

ライセンス取得科目

4

ライセンス取得科目

ライセンス取得科目

グローバルスキル

英語リスニング＆スピーキング

ライセンス取得科目

基礎情報処理

Thu

Fr i

アカデミック英語

ライセンス取得科目

ライセンス取得科目

ライセンス取得科目

ライセンス取得科目

ライセンス取得科目

ライセンス取得科目

ライセンス取得科目

ライセンス取得科目

ライセンス取得科目

※ライセンス取得科目については、4ページを参照のこと。

小３の夏、初めてひとりで乗った飛行機の中で私はパイロットになると
決心しました。
あれから9年の時を経て今日、本専攻でエアラインパイ
ロットへの階段を一歩一歩着実に上り続けていることに幸せを感じます。
私が１年間過ごして分かったことは、
自分の興味のある分野を専門的に
学べる本専攻は将来パイロットになりたいと思う皆さんにとって絶好の
場所であるということです。
１年次の授業では現役機長でもある教授から、紙面上の形式的な内
容だけでなく、
より実践的な知識や経験を教えてもらえる機会があり、
確かな知識とモチベーションの向上に繋がっています。
さらに、
本専攻は
１年 次 留 学 準 備
在学生からの

Message

アメリカ訓練での教官との英語での意思疎通のために日本人とネイティ
ブ教師による丁寧で熱心なレベル別の指導のもとＴＯＥＦＬ®のスコア
アップをはかることができます。
また、
先輩後輩の仲が良く縦の繋がりが強いことも本専攻の強みだと
思います。
いつも頼りになる先輩方と週１回集まって、
実際のアメリカでの

未 来は自分の
夢の中に

リアルな経験談を聞くことができます。

水戸 聖子 さん

に受けなくてはならないテストがあり、
余裕がなく辛く感じる時もありま

2年次
公文国際学園高等部
（神奈川県）出身

未来はいつも自分の夢の中にある。
夢を夢のままで終わらせずに、
一緒に

訓練や、１年次の勉強についてのアドバイス、さらには就職活動での
訓練はただ楽しいだけではなく、
1年次の第２セメスターでは毎週のよう
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訓練スケジュール＜例＞
06:00

現代教養科目

ライセンス取得科目

基礎数学

第2セメスターは週2回の英語の授業

Tue

1

英語リスニング＆スピーキング

航空概論

第2セメスター（秋学期）時間割＜例＞

Fr i

した。
しかし、
そんな時でも同期と協力し合えば必ず乗り越えられます。
パイロットへの道に挑戦してみませんか。

07:00

パターン❶

朝食

講義

パターン❷

朝食

飛行訓練

FA A

アメリカ連邦 航空局

J CA B

国土交通省 航空局
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3 4 年次
優れたラインパイロットを養成する、
先進の実践トレーニングの拠点、ノースダコタ大学へ。
2年次の春学期
（第3セメスター）
または秋学期
（第4セメスター）
の開始時
から約15か月間、
本格的な飛行訓練に入ります。
胸高鳴るその訓練フィー
ルドは、
全米屈指の施設と教育環境を誇るノースダコタ大学
（UND）
。
世界
各国と提携し、
FAR
（連邦航空規則）
141に基づく最高レベルのカリキュラム
を用意する航空宇宙学部へ留学し、
アメリカ合衆国の操縦士免許
（FAA事
業用免許）
とともにわが国の操縦士免許
（JCAB事業用免許）
を取得でき
るよう、
留学期間を通して実践的なトレーニングを積みます。
パイロットにな
るための厳しさ、
そして大空を羽ばたく感動…。
ここに集結する熱い友情の
絆の中で、
エアラインフライトへの夢に、
しっかりと近づいていきます。
21:00

留学終了後「職業操縦士とCRM」などの専門科目や、エ
アラインでの実運航を想定したフライトシミュレーター
訓練などを通して実践的能力を養います。1年を通して
行う「卒業研究1・2」では、航空に関するさまざまなテー
マに問題意識を持ち、自ら研究して毎週の卒研ゼミで
議論を行い、最後に卒業論文にまとめて発表します。

主な卒業研究テーマ例
○生還したPILOTの行動〜レジリエンスとの関わり〜
○B737FTDの制作及び運用方法の研究
プログラムWRFの導入と応用に関する研究
する事故例の調査と教訓
向上量の算定

11:00

13:00

15:00

17:00

○環境負荷軽減のための運航方式の改善

プンスカイの歴史と今後の発展

19:00

講義

昼食

飛行訓練

飛行訓練

夕食

自習

飛行訓練

昼食

講義

講義

夕食

自習

○着氷に起因

○TBO/UPRによる定時運航率

○RNAV運航の実現と初等訓練の改善
09:00

○気象数値予報

○航空業界とオー

○航空機から観測された

オーロラ画像の解析

本格的なフライトシミュレーターで訓練
補助教材、
免許取得済みの学生に対する技倆維持訓練、
卒業
研究等で活用するため、
2009年3月にFTD
（フライトトレーニン

飛行訓練時間

合計時間

190h（実機）＋39h（シミュレーター）

229h

40h（実機）

40h

総計時間

269h

グデバイス）
を設置しました。
FTDとは、
パイロットの訓練、
試験
等を行うために航空機の操縦室を模擬したもので、
各計器の配
置及びその作動、
操縦感覚等は実機と同等となっています。

フライトシミュレーターによる訓練の様子

ノースダコタ大学
○所在地

アメリカ合衆国 ノースダコタ州グランド・フォークス市

○創

設

1883年（州の成立の6年前）

○敷

地

220万㎡

○学生数

約13,000名

○分野数

207分野に及ぶ（法科大学院、医科大学院、大学院含む）

○大学院

博士課程：26

修士課程：51

UNDエアロスペース
航空宇宙学部 1968年 航空操縦科として開設
1982年 航空宇宙学センター設置
1997年

航空宇宙学部
「航空操縦学科」
「大気科学科」
「コンピュータ科学科」
「宇宙科学科」設置

航空宇宙財団 1985年 航空宇宙学部（当時センター）の支援機関と
して設立。国内外の学生の訓練に協力。
Course of Aviation
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ノースダコタ大学（ UND ）留学中のステップ

留 学月数
該当月
（Aグループ／Bグループ）

課

2

3

4

5

6

か月目

か月目

か月目

か月目

か月目

Apr/Sep

May/Oct

Jun/Nov

Jul/Dec

Aug /Jan

Sep/Feb

Oct /Mar

アメリカ（FAA）自家用操縦士の免許

野外飛行／基本的な計器による飛行

計器飛行証明

3時間

13時間

8時間

飛行機

50時間

35時間

34時間

試験（進捗度Test以外）

Cessna172S（写真-1・2）単発機
○ソロフライト
○クロスカントリー

○ナイトフライト
○クロスカントリー

○計器飛行方式でのフライト
○計器飛行方式でのクロスカントリー

（FAA）自家用操縦士 学科試験
（FAA）自家用操縦士 実技試験

（FAA）計器飛行証明 学科試験
（FAA）計器飛行証明 実技試験

ファーストソロ
（初単独飛行）

ナイトフライト
（夜間飛行訓練）

初期の訓練では、飛行場
を周回するコースを飛行
し、離着陸を何度も繰り
返す。訓練開始から約１
か月で 離 着 陸 が 安 定し
てできるようになると 、
教 官同 乗なしの 初単独
飛行に挑む。

ソロクロスカントリー

夜間飛行は事業用操縦士とし
て大切な訓練のひとつ。
ノースダ
コタでは冬の夜が長いので30
時間近くの夜間飛行を経験す
る。
晴れた日の満天の星空と街
明かりの狭間の景観を飛ぶ夜
間飛行は素晴らしく、
時にはオー
ロラに遭遇することもある。
写真2

広大なノースダコタの上空
を一人で飛ぶ訓練。
片道約
50マイルを往復飛行する。
飛行場内だけの訓練と異
なり、
複数の管制官とコミュ
ニケーションをはかる必要
がある。
他の機体との間隔
にも配慮するなど、
より高度
な技術が要求される。
写真1

自家用
操縦士免許取得
訓練開始から約3か月で、
アメリカの自家用操縦士免
許を取得。
合格の証として
ウイングマークの記念バッ
ジが手渡される。
カリキュラ
ム自体が、
完全にこの免許
取得に向けた対策の学習
内容になっているため、
ほぼ
全員が合格している。

Course of Aviation

Nov/A pr

アメリカ（FAA）事業用操縦士（単発、多発）、計器飛行証明の免許

シミュレーター

訓 練トピック

8

か月目

FA A事業用操 縦士の課程

使用機材

08

7

か月目

FA A自家用操 縦士の課程

程

訓練概要

標準の
訓練時間

1

か月目

事業用操縦訓練（単発機）
これまでUNDでの単発機の飛
行訓練では、
ランディング・ギア
が固定式のPiper Warriorと引
き込み式のPiper Arrowの2機
種が用いられてきたが、
2010年
度 か ら 固 定 式 脚 タイプ の
Cessna 172Sのみに統一され、
操作が簡単となったため、
飛行
訓練の効果と効率が高まった。

写真3

事業用操縦訓練（多発機）
訓練の締めくくりは、高性能
双発機を用いた訓練。事業用
操縦士として高性能機でより
正確に飛 行する技 術が求め
られる。また、旅客 機の運航
により近い 操 縦 技 術を習得
する。たとえば、エンジンのひ
とつが停止しても、安全に着
陸できる訓練をさまざまな条
件下で繰り返し行う。
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9

10

か月目

か月目

か月目

か月目

か月目

か月目

15

16

か月目

か月目

17

18

Jan/Jun

Feb/Jul

Mar/Aug

Apr/Sep

May/Oct

Jun/Nov

Jul/Dec

Aug /Jan

Sep/Feb

か月目

Dec/May

11

12

13

14

JCAB事業用操縦士の課程

事業用操縦士
（単発）

事業用操縦士
（多発）

2時間

13時間

41時間

30時間

か月目

予備期間

日本（JCAB)事業用操縦士、
計器飛行証明の免許
0時間
20時間

20時間

Piper Seminole（写真-3）多発機

予備期間
（操縦訓練は最大18か月以内）

○機材変更
（FAA）事業用操縦士 学科試験
（FAA）事業用操縦士 実技試験

（JCAB）
事業用操縦士
実技試験

（JCAB）
計器飛行証明
実技試験

計器飛行訓練

Super Decathlon

フードをかぶり、
周囲の景観を見ないで計器
だけで飛行する訓練。
シミュレーターの場合
は、
悪天候や雲の中といった悪条件を設定し
て練習する。
困難な条件であってもスムーズ
に飛行できる技術を養うことが目的。

単発機訓練の最後に1時間のスピン
（きりもみ降下）
の訓練が
行われる。
これは飛行機が失速した時にスピンに入ることを
想定したもの。
スピンの体験及び安全な回復操作の訓練を
受ける。
この訓練では、
American Champion Aircraft社製
のアクロバット飛行専用のSuper Decathlon機が用いられる。

在学生からの

Message

仲 間と共 に

石井 巽 さん
3年次
岡山学芸館高等学校
（岡山県）出身

日本の事業用操縦士免許
計器飛行証明を取得

高度な訓練をクリアして、JCAB（日本）
の事業用操縦士免許と計器飛行証明を
取得する。留学の最後の2〜3か月はその
準備で多忙になる。

留学を通して改めて仲間の大切さを知ることができました。
同じ夢に向かう仲間とは1年次の頃から、勉強面でお互い協力してきました。しかし、
留学中は、勉強だけではなく訓練や生活面でも支え合っていかなければなりません。
まずは訓練の様子についてお話していきます。
私たちは主に同期のフライトを、
お互い後部座席から観察(オブザーブ)しあっています。
そして、お互いの未熟なところを話し合い、どう改善すべきなのか解決策を冷静に話
し合い、次のフライトで実践していきます。オブザーブを通して、相手の苦手なところ
にはアドバイスをし、上手く出来ているところを真似することで、1回のフライトで自分
だけでなく仲間も進歩することが出来ます。そして、この事を他の同期にもミーティ
ングなどを通して共有し、全員でフライト技術が向上できるよう努力しています。
留学中は勉強やフライトなどやる事が多いですが、毎日朝から晩まで忙しいわけで
はありません。授業やフライトがない時は、買い物に行ったり、一緒に映画を見たり
ゲームをしたり、時には真冬のベランダで鍋をしてみたりと、同期と楽しく過ごす時
間も多いです。多くの困難を共に助け合い生活していく中で、留学に来てからより一
層仲間との協調性が大切だと思いました。
皆さんもパイロットとしての幅広い知識だけではなく、仲間との留学生活を活かした
人間力も、この東海大学で共に学びましょう！

国土交通省航空局の
「指定航空従事者
養成施設」に指定
本専攻の訓練施設として、
アメ
リカ・ノースダコタ大学敷地内
に設置している「東海大学飛
行訓練センター」は、国土交
通省航空局より、航空法施行
規則第50条のに基づく
「指定
航 空 従 事 者 養 成 施 設 」とし
て、指定を受けています。
この
指定により、JCABの事業用
操縦士免許、
計器飛行証明の
実地試験を
「東海大学飛行訓
練センター」の技能審査員が
行えるため、効率的な訓練及
び実地試験が可能です。
Course of Aviation
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留 学 中 の 生 活

生活環境

アパートメント／食事

○ 治安はきわめて良好です。

留学中に滞在するアパートは、寝室が2〜4部屋、バス・トイレが

○ 自動車は不要です。キャンパスと空港、ショッピングセンター、

2つ、LDK、テラスで構成されており、学生ごとに個室が確保され

ダウンタウンには無料バスが運行されています。また、昼夜問

ています。
家具・光熱費・テレビ・インターネットなど完備で、
家賃は、

わず比較的安価でタクシーが利用できます。

一人約$720／月です。学生の大半は自炊をしていますが、学生

○ ショッピングセンターがあり、衣料品、日用品、食品などが豊

会館（食堂）を利用することも可能です。

富に販売されています。また、シネマ・コンプレックス、日本食
レストランなどもあります。
○ 冬の寒さは厳しいですが、寒さ対策は十分です。キャンパスの
建物間にはガラス張りの空中回廊や、地下トンネルが設置され
ています。
飛行場のハンガーには、
床暖房が整っています。
○ 設備の整った病院がキャンパスに隣接しており、UNDの健康
保険にも加入できます。
（$160／月）

2年次からの飛行訓練は、私を1人の人間として成長

I am very excited to wel-

させてくれるものでした。

come you to the University

毎回の訓練では成功することより失敗してしまうことの

of North Dakota School of

方が多く、何故失敗してしまったのか、具体的にどう

Aerospace Sciences. I look

改善すべきかを考え、
次の訓練に活かすことが求めら

forward to meeting you and

れます。
技能審査の直前は重圧から眠れない夜が続

hope you will learn to love

きましたが、
そんな時支えになるのが、同じ志を持つ

ﬂying and the University

仲間です。
訓練を通して、
辛い時でも努力を続ける忍
在学生からの

Message

が身につき、パイロットとしても1人の人間としても一
歩成長する事が出来ました。
また、
休日は一緒に買い

留学を通して
得られたもの

物や食事に出かけたり、外で体を動かしたり、長期

安藤 祐太朗さん

この飛行訓練では一生をかけても得られない多くの

4年次
東海大学付属浦安高等学校
（千葉県）出身

10

耐力や目標を達成するために仲間と助け合う協調性

Course of Aviation

休暇中は皆で旅行へ出掛けたりと、かけがえのない
多くの思い出を作ることができました。
経験をすることができ、
皆さんを成長させてくれます。
皆さんも、
同じ夢を持つ仲間と共に大空へ羽ばたくと
いう夢を叶えましょう！

of North Dakota. I am the
Message
Student Service Manager

Debbie
Koberinski さん

Student Services Manager
for the UND Aero- space
Foundation. I will be your
“mother” while you are in
Grand Forks! I am very ex-

cited that you have chosen to come to the University
of Nor t h Dakot a for your ﬂight t raining. I am
looking forward to you beginning your training to
become a pilot! Have a great day!

Q & A
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ここでは、受験生の皆さんから多く寄せられる質問についてお答えします。ぜひ、参考にしてください。

受 験 準 備 につ いて

学 科（ 専 攻 ）の 内 容 に つ いて

Q 受験の準備は特定の教科を重点的に行う方がいいですか？

Q ４年間の学修について教えてください。

A 理 工系 、文 系 双 方に門 戸を開いています 。英 語 力には 基

A 2年次から3年次にかけて、約15か月程度アメリカのノースダコ

明書を提出していただきます。また、英語は試 験での配点

留学費用などがかかります）。それ以外の期間は、東海大学

も高く、英会話能力は必須となるので、重点的な学習が必

湘南キャンパスで学修します。

準を設けており（17ページ参照）、出願の際に英語能力証

要になるでしょう。

Q 受験の際に年齢制限はありますか？
A 年齢制限はありません。ただし、航空会社の採用試験を受け
る際には、会社ごとに設けている場合があります。本専攻に
は、現在、現役生が約7割、その他の方（浪人・大学卒・社会
経験のある方など）が約3割在籍しています。

タ大学へ留学し、
その間に飛行訓練を行います
（学費とは別途、

Q 理数系の科目が苦手なのですが、授業についていけるでしょうか？
A 物理学に関しては、入学直後にプレースメントテストが行わ

れ、基礎、標準の2クラスに分かれます。学生一人ひとりの学力
に応じたきめ細かな指導が展開されているので大丈夫です。
また、放課後、学生の自主的な勉強会も活発で、学生同士で
教え合う姿もよく見られます。

Q 必ずライセンスは取得できるのでしょうか？
A 入学者全員がライセンスを取得できることを目指しています。しか

し東海大学での学修、
アメリカでの学修・訓練、
それぞれに何度も
試験などの関門があり、
それらに合格しなければ次のステップへ
進めません。
留学中に不合格になった場合は、
その時点で帰国し
て大学の卒業を目指すことになります。
この場合は、
パイロット職
以外の航空産業や他業種への就職活動を行うことになります。

学 生 生 活 につ いて

就 職 について

Q 入学後、クラブ・サークル活動への参加はできますか？

Q 卒業生は、ANAパイロットとして入社できますか？

A 入部することは可能ですが、留学前の期間は、他学部の学生に比べ

A 航空会社への就職は、それぞれの会社の採用試験を経ること

ん。現状では、活動に参加するのは厳しいと思われます。留学後で

定者を対象とした採用試験が実施されます。なお、就職状況

あれば、
時間的余裕もできるので可能でしょう。

については、14ページを参照してください。

て授業時間が多く、数種類の試験にもクリアしなければなりませ

になります。ANA及びANAグループ会社では、本専攻卒業予

Q 学生寮はありますか？

Q 女性もパイロットとして採用されますか？

A 東海大学には大学が運営する学生寮はありませんが、大学周

A 欧米の航空会社では多くの女性機長が活躍しています。また、

辺の物件
（アパート、
マンションなど）
情報を収集し、
紹介してい
ます。なお、アメリカ留学中の宿舎の手配は、本学が行います。

身体検査の
アドバ イス

メガネをかけて
いても大丈夫。
でも生活習慣病に
気をつけよう!

日本の航空会社でも女性パイロットが活躍し始めていて、本専
攻卒業生からも機長が誕生して大空で活躍しています。

パイロットとして航空機を操縦するためには、
航空機の操縦

しては、
各眼の矯正視力が1.0以上であり
（裸眼視力の条件

に係る技能証明のほか、
航空身体検査証明を取得する必

はない）
、
各眼の常用眼鏡
（コンタクトレンズを除く）
の屈折度

要があります。
ラインパイロット
（定期運送用操縦士）
の場

が−6.0〜＋3.5ジオプトリー内であれば出願は可能です。

合は6か月毎に検査を受けて第1種航空身体検査に合格す

一方、例年の入試で、血液検査や尿検査で生活習慣病の

る必要があります。
本専攻に入学して操縦訓練を行うため

原因となるような因子が見つかり、不合格になった例があ

にも同証明が必要です。
このため、
受験時には第1種航空

ります。普段から適度な運動と十分な睡眠、食生活にも

身体検査に準じた検査を行うため健康な身体が求められ

気をつけることが大切です。そのような自己管理能力も、

ます。
しかし、
過度に心配する必要はありません。
視力に関

パイロットの資質のひとつです。
Course of Aviation
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教 員 紹 介

中川 淳雄
A. Nakagawa

主任／
教授

【主な業務経歴】
運航技術、
航空機運用性能、
訓練の運営および管理
【専 門】
パイロット資格基準、
人材育成

パイロットになるには先ず前へ
踏み出すこと
「パイロットになるには理系の人でないとな
れない」と諦めてはいませんか。
そのようなことはありません。実際には現役
のパイロットは文系と理系が大体半分ずつで
す。パイロットになるための勉強は、飛行力学
の基礎と飛行機の仕組を理解すると同時に航
空法や管制の規則の理解、それに操縦の体得
が基本です。大切なのは目標を持ち、考え、周
囲の人々と協力して前へ進む精神を持っている
こと。そこには理系とか文系の区別はありませ
ん。東海大学での4年間で、皆さんがパイロット
へ向かってチャレンジ・成長するのを私たちは
支援します。

利根川 豊
Y. Tonegawa

教授

工学博士
【主な業務経歴】
国立極地研究所共同研究員
第34次南極地域観測隊員
航空操縦学専攻の設立、
運営に従事
FAA&JCAB自家用操縦士
【専 門】
航空科学、
オーロラ等の宇宙科学
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小谷 知行 教授
T. Kotani

【主な業務経歴】
ANAエアバス型式部副部長、
基礎訓練部主席教官、
エアバス教官・技能審査員、
B777教官
【飛行経歴】
YS-11、
A320、
B747-400、
777、
FA200、
BE33、
BE36、
BE55、
BE58、

H. Kobayashi

【主な業務経歴】
ANAオペレーションサポート部副部長
B787査察操縦士、A320査察操縦士
基礎訓練部教官・技能審査員
運航訓練品質保証部、運航訓練企画部
総合安全推進部、
運航技術部
【飛行経歴】
YS-11、A320、B747-400、B787、FA200、
BE33、BE36、BE55、BE58、C172

エアラインパイロット

高い操縦技倆と信頼される人間性を

エアラインの飛行機がお客様を乗せて運航
するまでには、整備士、旅客スタッフ、運航管理
者、管制官等様々な人々が関わってようやく飛
行できます。安全でより快適でより便利な空の
旅を提供したいと言う各担当者の思いも背負っ
て飛んでいます。これらの期待に答える運航を
実現するためには高い操縦技術や幅広い知識
だけでなく豊かな人間性が要求されます。東海
大学では質の高いエアラインパイロット養成を
目的としています。エアラインパイロットとして
大空で仕事をしたいと言う若者の皆様、東海大
学にて夢を実現しませんか？充実した施設や
訓練体制にて皆様のチャレンジをお待ちしてお
ります。

1903年のライト兄弟による飛行機での世界
初、有人動力飛行以来、航空機の歴史は目覚し
い発展を遂げています。
しかしながら、
航空機を
飛ばす基本的な原理は今も変わっていません。
PILOTにとって基礎として学ぶ操縦教育に
おける知識や操縦技倆は将来へ向けての大切
な財産となります。大学で過ごす4年間は、自ら
が目指すPILOT像を実現する為にしっかりと
基礎を固める重要な時期です。
航空機の操縦は個人の能力を求められる孤
独な部分もありますが、航空機を飛ばすには多
くの人と関わっていきます。回りの人々と連携し
お互いの信頼を保つことが重要です。
これからの航空界を背負っていく高い操縦
技倆と誰からも信頼される人間性を身につけ
大空へ向けて羽ばたいてください。

東浦 直樹 教授
N. Higashiura

【主な業務経歴】
運航技術、
航空機性能、
訓練運営管理、
訓練機器管理
【専 門】
運航安全、
訓練運営管理

考えるパイロットを目指して

パイロットになるという覚悟

本専攻は日本の大学初のパイロット養成コー
スです。大学でパイロットを養成する意義は、必
要な知識や技能を教授することに加え、
４年間の
大学生活を通して幅広い視野と考える力を養うこ
とにあります。
機長として安全運航を支えるのは、
確かな操縦技倆と豊かな人間性です。
大学の講義では単に知識という情報を付与す
るのではなく、
その情報の本質的意味の捉え方、
考え方を養うことに主眼を置いています。
本専攻
ではライセンスを取得した後に全員が卒業研究
を行います。
テーマは自由です。
毎年、
航空機の安
全運航に関するテーマ、
あるいは航空業界の歴
史、
現状、
問題点などさまざまなテーマについて、
各自が主体的に調査研究して卒業論文をまとめ
上げています。
その中で、
自ら問題点を見つけ、
そ
れを解決するための考え方を養うことができます。
本学とUNDでの充実した4年間を通して、
確か
な操縦技倆に加え
「考える力」
という大きな付加
価値を身につけ、
応用力のあるパイロットに育って
ほしいと思います。

パイロットを志すこと、
これから大学に入ろうと
している年齢で、
それを決断することはとても勇
気のいることです。
卒業するまでにパイロットにな
るには、
普通思い描くような大学生活はまず送れ
ないでしょう。
やりたいことができないことも多々
出てくるかもしれません。
パイロットになった後も
訓練、
試験、
体調管理を延々と続けていかなけれ
ばなりません。
それでもパイロットになりたい、
とい
う人は是非とも東海大学航空操縦学専攻に入っ
てください。
航空分野にさまざまな経歴を持つ私
たち教員が精一杯指導します。
「パイロットにな
る」
と覚悟したのなら、
そう決断した自分自身に自
信と誇りを持って、
それが成就するよう4年間頑
張り続けてください。
また、
卒業後は一人の社会人としての人生が始
まります。
会社に所属する人がほとんどでしょう。
パイロットとしては元より、
社会人としての準備も
大学の間にしておかなければなりません。
民間企
業に長年在籍した経験を基にできる限りの支援
をしていきたいと思います。

Course of Aviation

小林 久倫 教授

鈴木 昌和
M. Suzuki

教授

工学博士
【主な業務経歴】
ロボットの行動学習、
大規模
システム最適化、
生物規範型
ロボット開発などに従事
【専 門】
システム制御

高度な知識をもつ人間に近い
ロボットの実現を目指す
今、宇宙空間等でも自律的に活動できる賢く
て器用なロボットが望まれています。そこで、従
来のように決められた動作をプログラムするこ
とで働くのでなく、高度な知性を持ち、自らが
行動を決定して、練習を繰り返し経験を積むこ
とによって、人のように器用で滑らかな動作が
できるロボットを究極の目標としています。その
ために必要な人工知能、最適化手法、知的制
御技術などのソフトウェアと、それらが地球外
の省エネルギーや不整地活動を必要とする環
境でも、十分性能を発揮できるような適応力
の高い生物型ロボットハードウェアを研究して
います。
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COURSE OF AVIATION,
Department of Aeronautics and Astronautics
School of Engineering

油谷 俊治 教授

浅沼 稔 教授

【主な業務経歴】
国土交通省航空局首席運航審査官
国土交通省航空局首席航空従事者試験官
国土交通省大阪航空局先任運航審査官
航空自衛官
【飛行経歴】
F-4EJ、T-2/F-1、T-4、T-33A、
T-1A/B、T-3、T-34、T-38A、B737、
B747-400、BD700

【主な業務経歴】
ANA機長
【飛行経歴】
YS-11、
B737、
B747、
B747-400、
A320
総飛行時間 21,400時間

T. Aburaya

客員

M. Asanuma

プロのパイロットになるには

大空を自由に飛ぶ鳥にあこがれて

飛行機は誰にでも操縦することができます。
たぶん自転車に乗ることができる人ならパイ
ロットになることができると思います。特に最
近の飛行機は人間の負担をできるだけ軽減し
容易に操縦できるように設計されています。
でも、操縦できるだけではプロのパイロット
とは言えません。お客様や貨物を載せて安全
にはもとより、快適に、定時性を持って運航で
きなければなりません。そしてお客様にまたあ
のキャプテンの操縦する飛行機に乗りたいと
思っていただけるようなパイロットがプロだと思
います。
東海大学の教育は、プロのパイロットを目指
すものです。志を持って頑張る皆さんを精一杯
サポートします。一緒に頑張ってみませんか？

大空を自由に飛ぶ鳥にあこがれ、
人が飛行機で
空を飛び始めてからまだ一世紀少々ですがその
進歩には目を見張るものがあります。
私自身40数年前セスナ機で初めて空を飛んだ
頃にはコンピュータで自動進入着陸する現在の飛
行機は想像もしませんでした。
自動車の運転もそうですが機械は進歩しても
動かす基本は変わりません。大切なことは変
化に対応できる柔軟性と努力です。その為には
パイロットとしての基本をしっかりと作っておく
ことが大切です。
東海大学での４年間で自分に合った基本を
しっかりと身に付けて下さい。その実現に少し
でも参加できることを楽しみにしています。

新井 直樹
N. Arai

教授

博士
（工学）
【主な業務経歴】
NEC
独立行政法人電子航法研究所
第48次南極地域観測隊員
気象予報士
【専 門】
航空気象、
衛星航法

U N D 教員紹介

Jeremy Roesler
Chief Flight Instructor

東海大学客員教授

Welcome to UND Aviation! Here you will
have many diﬀerent kinds of classrooms.
Whether it is the traditional classroom,
simulator or airplane, I am certain you
will enjoy your time at the University of
North Dakota. Flying is fun but it is also a
lot of work. With continued determination,
I am conﬁdent you will succeed. Soon,
you will be a certiﬁed pilot.

野間 大作 助教
D.Noma

【資格】
JCAB 事業用操縦士、飛行機
陸上単発多発、計器飛行証明
JCAB 自家用操縦士、滑空機上級
FAA 事業用操縦士、飛行機
陸上単発多発、計器飛行証明、
CFI、CFII、MEI

常に大きなイメージを持って

同じ目標を持つ仲間がいます

飛行機は空気の中を飛びます。その時々の
天気の状態に、大きく影響を受けます。気象現
象は、地上だけでなく上空まで続く立体的な構
造を持っています。しかし立体的な大気の構造
を、頭の中だけで想像することは容易ではあり
ません。
私は今まで、GPSや気象に関する研究をして
きました。得られた情報を如何に分かりやす
く、立体的に、直感的に理解できるようにする
かということを、常に心がけています。本学で
は、大気の立体的な姿をイメージし、安全な飛
行に役立てることができるよう、授業や研究を
していきたいと考えています。
皆さん、一緒に同じ目標を目指してがんばり
ましょう。

飛行機を操縦するために学ぶことは少なく
ありません。法規・力学・気象など文系理系を
問わずさまざまな知識、理解することや自ら考
えることが求められます。また、身体を使い演
練することも必要になります。これらを決めら
れた時間内、期間内で達成しなければなりませ
ん。自分1人の頑張りだけでできることではな
く、仲間とお互いに助け合ってこそできるもの
です。その結果として、青空の中を飛び、地上で
は見られない美しい景色を眺めることができ
ます。航空操縦学専攻では同じ目標を持つ仲
間と出会えるはずです。一緒に夢に向かって頑
張りましょう。

John Rudolph

Assistant Chief Flight Instructor
東海大学担当訓練マネージャ

Welcome to UND Aviation! Your desire to
become a pilot is about to come true. By
selecting Tokai University to fulﬁll your goal,
you are making a great ﬁrst step to assure
your success. I am an Assistant Chief
Flight Instructor in the ﬂight program and
will get to work with each of you while you
are here at the University of North Dakota.
As an Assistant Chief, I know the amount
of work and dedication that is required to
be a pilot. I am excited to meet you and
am looking forward to ﬂying with you!

Course of Aviation
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卒 業 後 の 進 路
毎年、フルライセンス取得者のほぼ全員が、操縦士訓練生として航空会社に採用されています。
進路が決まらない卒業生には、卒業後も最後までサポートを続けます。

卒業生累積 採用先

※
（ ）
は、
2017年度卒業生の採用人数

●全日本空輸

63名
（10）

●スターフライヤー

22名（3）

●日本トランスオーシャン航空 1 名

●ANAウイングス

51名（9）

●フジドリームエアラインズ

6名

●北海道エアシステム

2名

●Peach

33名（9）

●ジェイエア

4名

●天草エアライン

1名

●バニラ・エア

26名（5）

●日本エアコミューター

3名

●ジェットスター・ジャパン

1 名（1）

●スカイマークエアラインズ

27名

●オリエンタルエアブリッジ

3名

●航空自衛隊

2名

●ソラシドエア

20名

●AIRDO

5 名（1）

●アイベックスエアラインズ

9名

●琉球エアーコミューター

3 名（1）

卒業生からの

卒業生からの

Message

Message

全日本空輸
株式会社

ANAウイングス
株式会社

福島 拓 さん

福岡 健 さん

2013年度卒業
成蹊高等学校（東京都）出身

2009年度卒業
海外の高等学校出身

私は航空操縦学専攻の5期生として学び、
ANAに入社しました。
現在は

私は航空操縦学専攻一期生として学び、
2010年6月当時ANAウイングス

B777型式機の副操縦士として国内・国際線に乗務しています。

株式会社の前身である三社統合前のエアーセントラル株式会社に

パイロットに求められる能力の一つに ”自己管理” があげられます。

入社。
訓練を経て2011年6月に副操縦士発令、
2017年8月機長発令を

私たち副操縦士は日々のフライトを通じて、機長の指導の下、機長
昇格を目指していきます。
新しい技術の導入や規程類の変更等により
変わりゆく環境の中、自身の技倆を振り返り、成長し続けられるかど
うかは、機長になるために求められる資質の一つであり、
大変重要な
事です。また、ひとたび機長となればすべての責任は自分自身が負う
ことになります。
東海大学での学生生活で一番記憶に残るのはアメリカでの訓練で、
その中でも教官が同乗しないソロフライトの経験です。
アメリカの広い
空、行き先も飛行高度もすべては自分次第。言い換えれば、定められ
たルールを逸脱しそうになったり、
危険な飛行となる可能性があったと
しても、
そこには指摘してくれる教官はいません。
その時、
自分が一人の
小型機のPIC(=Pilot in command)すなわち機長であることを意識さ
せられます。
強い意志をもってフライトの全責任を負う、
その意味を学
ぶ大事な一歩を恵まれた環境で踏み出すことができました。
アメリカでの生活は主に自炊。
体調の維持やスケジュールの管理から
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賜りました。
まだまだ新米機長です。
当時、
高校生の私にとって東海大学の航空操縦学専攻は全く実績が
ない不安以上に、夢のまた夢と思えたエアラインパイロットの道に
唯一希望を与えてくれたものでした。
これまでの経験を踏まえて、東海大学を選ぶメリットはやはり早くエ
アラインパイロットへの第一歩を踏み出せること。また環境が群を抜
いて良いことです。実際にエアラインの初期課程における教育と同
様の内容を大学一年次で学び、全米でもトップクラスの飛行訓練施
設を有するUNDに一年半の間、身を置き心身共に訓練します。これ
まで航空操縦学専攻の培ってきた10年以上もの教育体制は、毎年
入社する後輩達をみると逞しく、
日々進化し成長し続けていることが
目に伺えます。
最後に、
航空操縦学専攻で過ごす4年間はこれまでに
ない感動と試練が連続しとても濃密な時間となります。知識、技量
は勿論のこと、同期と苦楽を共にし、協調性を学ぶことで豊かな人

現地の学生との交流まで勉強以外にも自分次第でさまざまなことに

間力へと繋がります。これらはすべてエアラインパイロットの基礎で

挑戦できます。
もちろん大学からのサポートも多く、
自己管理を学べる

あり必須項目です。
ここ航空操縦学専攻にはすべてが詰まっており、

最高の環境です。
皆さんと広い空を飛べるのを楽しみにしています。

東海大学で学んだことが今現在でも生きていると思います。
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航空操縦学専攻学費（2019年度）（学費・諸会費の詳細は入試要項でご確認いただくか、本学までお問い合わせください。）
1年次生（2019年度入学）
入学手続きと
同時納付金
【春学期】
学
費
諸会費
※2

2年次生（2018年度入学） 3年次生（2017年度入学） 4年次生（2016年度入学）

納付金
【秋学期】

初年度納付金
合 計

納付金

納付金

納付金

入学金 ※ 1

300,000

0

300,000

0

0

0

授業料

427,500

427,500

855,000

735,000

735,000

735,000

教育運営費

250,000

250,000

500,000

600,000

600,000

600,000

施設設備費

125,000

125,000

250,000

370,000

370,000

370,000

22,000

19,000

41,000

38,000

38,000

38,000

6,000

0

6,000

3,000

3,000

3,000

学園費
学生会費
学生健康保険互助組合費
合

計

12,200

0

12,200

0

0

0

1,142,700

821,500

1,964,200

1,746,000

1,746,000

1,746,000

+上表のほかにかかる主な費用（2018年度データ）

○航空無線通信士受験料（1年次）
、
航空従事者学科試験手数料
（1年次）
等、
30,000円程度の費用がかかります。

○留学費用として、
2〜3年次の留学中における授業料約＄86,700
（約954万円 $1＝￥110で換算）
や別途生活費及び渡米費用等がかかります。
（留学前に一括で
納入していただきます。
）
また、
訓練の進捗状況、
もしくは米国内での物価、
航空燃料費上昇および為替レートの変動により追加費用が発生する場合があります。

＋

4年間の学費
（約720万円）

留学における授業料
（約954万円）

−

留学奨学金
（150万円）

＝

2018年度新入生が、卒業までに
納付する「学費・諸会費」の総額

約1,524万円

※1 入学金については初年度のみの納付となります。 ※2 諸会費は、
学園費
（後援会の入会金・会費・同窓会費）
、
学生会費
（入会金・会費）
、
学生健康保険互助組合費
（入会金・組合費）
です。

多彩なバックアップ体制で強力にサポート!
東海大学奨学金
航空操縦学専攻
留学奨学金

制度内容
〈抜粋〉

奨学金額

ノースダコタ大学の実機訓練課程履修者全員に対して給付
します。

学部奨学金（1種） 留学期間以外の第2〜第8セメスターにおいて、前学期までの学業
学部奨学金（2種） 成績、人物等を審査し、優秀な学生に対して給付します。

パイロット奨学給付金制度
無利子貸与型奨学金

「未来のパイロット」
日本の翼
育英奨学金

種 別

留学期間中の各セメスターにつき
50万円（総額150万円）

給付

各セメスターごとに 20万円

給付

各セメスターごとに 10万円

制度内容
〈抜粋〉

奨学金額

種 別

東海大学をはじめパイロット養成機関をもつ7機関で創設され、
2018年度入学生から一定の要件を満たす学生に対して実機訓
練費用として貸与します。

500万円を最大5名に無利子貸与
卒業後、
10年間で立替払実施企業に返済

貸与

東海大学をはじめ指定する日本国内の私立大学のパイロット
養成課程に在籍し、
一定の要件を満たす学生に対して、
所定の
選考を行い給付します
（2018年度の実施については未定）
。

在学中
（4年間）
で 500万円
（訓練段階に応じて3回に分けて給付）

給付

日本学生支援機構奨学金
成績優秀であって、経済的理由により修学が困難な学生を対象とした
奨学金制度です。第一種奨学金（無利子）と第二種奨学金（有利子）の
2タイプがあり、第一種と第二種の併用も可能です。

奨学金以外にも以下の融 資制度があります。

日本政 策金融公庫「 国の教育ローン」
詳細はホームページをご覧ください。
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2 0 1 9 年 度 入 試 概 要・選 抜 の 流 れ
工学部航空宇宙学科航空操縦学専攻入学試験（大学入試センター試験利用型）
※詳細は
「工学部航空宇宙学科航空操縦学専攻入学試験要項
（7月上旬完成）
」
で必ずご確認ください。

【出願書類】

出願期間
2019年

1.4（金） 1.15（火）
（必着）

第 一 次 選 考

試 験日
大学入試センター試験

1.19（土） 1.20（日）
合格 発 表日

2.7

（合格者のみ
（木） 本人宛通知）

出願期間

2.7（木） 2.12（火）
（必着）

試 験日
身体検査

下記の中で大学の指定した日時

第 二 次 選 考

2.16（土） 2.17（日）
2.23（土） 2.24（日）
適性試験（面接含む）

下記の中で大学の指定した日時

2.17（日） 2.19（火）

◎志願票

◎写真1枚

◎調査書

証明書） ◎航空操縦学調書

◎英語能力証明書
（出願資格❼〈17ページ〉
のいずれかの

◎健康調査票（2018年10月1日以降に受診したもの。全項目の

検査が可能な最寄りの医療機関
〈東海大学医学部の全付属病院以外〉
において受診）
◎センター試験成績請求票
入学検定料[15,000円]

【選抜方法】
❶大学入試センター試験 ※詳細は右記
（17ページ）
参照
◎試験場：大学入試センターから指定された会場
❷本学所定の書類による書類審査
1.調査書 2.英語能力証明書 3.航空操縦学調書 4.健康調査票

【通知内容】
◎第一次選考合格通知 ◎第二次選考出願書類(本学所定の振込依頼書)

【出願書類】
◎振込証明書(入学検定料)
入学検定料[35,000円]

【選抜方法】
❶適性試験：東海大学 湘南校舎
1.適性試験
〈60分程度〉
コンピュータを用いた適性試験装置を操作して、航空機などの複合システムの操作・運用に
関係する判断力や操作能力を測定します。
2.面接試験
〈20分程度〉
日本語と英語による面接を行い、
航空操縦士として必要な資質を試験します。
❷身体検査
（東海大学医学部付属病院または東海大学医学部付属八王子病院）
は
※身体検査の受検医療機関
大学が指定します。
※第一種航空身体検査に準じた検査です。

合格 発 表日

3.8

【通知内容】

入学 手 続 期 間

【入学手続内容】

（合格者のみ
（金） 本人宛通知）

3.8（金） 3.15（金）
（必着）
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◎第二次選考合格通知 ◎入学手続書類

◎入学金等 学費・諸会費納入 ◎入学手続書類提出
※入学金などの学費・諸会費は本パンフレットの15ページを参照のこと。
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出 願 資 格（ 抜 粋 ）次の❶〜❸いずれかに該当する者で、❹〜❼の条件を満たす者。
❶ 高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者及び
2019年3月卒業見込みの者。
❷ 通常の課程による12年の学校教育を修了した者及び
2019年3月修了見込みの者。
高等学校を
❸ 学校教育法施行規則第150条の規定により、
卒業した者と同等以上の学力があると認められる者及び
2019年3月31日までにこれに該当する見込みの者。
❹ 各眼の矯正視力が1.0以上であり(裸眼視力の条件は
ない)、各眼の常用眼鏡(コンタクトレンズを除く※)の
屈折度が−6.0〜＋3.5ジオプトリ―内であること。
❺ 屈折矯正手術（角膜前面放射状切開手術、レーシッ
ク等）の既往歴がないこと。
❻ オルソケラトロジー(コンタクトレンズによる屈折矯正
術)を受けていないこと。

❼ 次の①〜⑤のいずれかに該当する者。なお、TOEFL ®テスト及び TOEIC ®
Listening & Reading Testについては、TOEFL ®テスト ITP、TOEIC ®
Listening & Reading Test IPの成績でも可。
① TOEFL ® テストのOﬃcial Score Reportが400点以上(PBT)または32点以上
(iBT)、
もしくはTOEFL® テスト ITP Score Reportが400点以上であること。
② TOEIC ® Listening & Reading TestのOﬃcial Score Certiﬁcate、TOEIC ®
Listening & Reading Test IP Score Reportが450点以上であること。
③ TOEIC Bridge ® TestのOﬃcial Score Certiﬁcateが150点以上であること。
④ 公益財団法人日本英語検定協会実用英語技能検定2級以上に合格していること。
またはGTEC for
⑤ 株式会社ベネッセコーポレーション英語検定GTEC（3技能版）
STUDENTSのスコアが560点以上、
もしくはGTEC（4技能版）
が940点以上であ
ること。
GTEC CBTの場合はスコアが820点以上であること。
※上記①〜③、⑤については、2017年4月1日以降に受験したものであること。なお、スコアに
ついては、来年度以降基準スコアを引き上げることを検討しています。
※コンタクトレンズを常用している場合も出願できますが、出願書類の健康調査票及び本学で
実施する身体検査においては、メガネを装用しての受検となります。

第一次選考（大学入試センター試験）の試験科目及び配点など
試験教科
数

学

国

語

試 験 科目

配

「英語」

外国語

「数学Ⅰ」
「数学Ⅰ・数学A」
「数学Ⅱ」
「数学Ⅱ・数学B」

点

備

考

250点

リスニングも利用する。

1科目
選択

100点

2科目受験した場合は、
高得点の科目を合否判定に使用する。

1科目
選択

100点

2科目以上受験した場合は、
高得点の科目を合否判定に使用する。

「国語(近代以降の文章)」
「物理基礎」
「化学基礎」
「生物基礎」
「地学基礎」

理

※2科目受験をもって1科目とみなす

科

「物理」
「化学」
「生物」
「地学」

※第1解答科目の得点を合否判定に使用する

地理歴史・
公 民

東京
会場

熊本
会場

直接、教員や在学生から生の声を聞くことができる説明会が開催されます。

2018年度 航空操 縦学専攻 説明会
日程

日程

日程

2018年

13:30

7.7（土）16:00
〜

大阪
会場

※第1解答科目の得点を合否判定に使用する

2018年

7.16（月・祝）
2018年

場所

8.5（日）15:30

場所

羽田空港第一旅客ターミナル6階

場所 ギャラクシーホール
〒144-0041 東京都大田区羽田空港3-3-2

東海大学 熊本キャンパス

〒862-8652 熊本県熊本市東区渡鹿9-1-1

航空操縦学専攻の教育プログラム及び米国ノースダコタ大学(UND）での留学生活について／

内容 入試紹介／学費・奨学金／個別相談など

http://www.u-tokai.ac.jp/

にてご確認ください。

〒530-0018 大阪府大阪市北区小松原町2-4

※両回とも同一内容を説明します。
どちらかの回にご参加ください。

13:00

※予約方法などの詳細は
本学オフィシャルサイト

アクセス梅田フォーラム「大阪富国生命ビル12階」

午前の部 10:30〜13:00
午後の部 14:30〜17:00

〜

完全
予約制

「世界史A」
「世界史B」
「日本史A」
「日本史B」
「地理A」
「地理B」
「現代社会」
「倫理」
「政治・経済」
「倫理、政治・経済」

※会場については変更の可能性があります。

オープンキャンパスも湘南キャンパスにて開催します。詳細は受験生情報サイト（http://www.tokai-adm.jp/）でご確認ください。
Course of Aviation
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東 海 大 学 は 4 つ の 力 を 育 成しま す 。
「明日の歴史を担う強い使命感と
豊かな人間性をもった人材」に育つよう、
全学を挙げて取り組んでいます。

自ら
考える力

集い力

挑み力

成し遂げ
力

常に未来を見据え自らが取り組むべき課題を探求する力
多様な人々の力を結集する力
困難かつ大きな課題に勇気をもって挑戦する力
失敗や挫折を乗り越えて目標を実現していく力

「4つの力」の
イメージキャラクター

リッキー

東海大学
が育成
する
●●●●

力

東海大学では建学の精神に基づき、
「自ら考え、集い、挑み、成し遂げる」これら4つの力を身につけ、
時代に即応できる人材を育成します。

各学部・学科のアドミッション・ポリシーは、
東 海大学オフィシャルサイトにてご確認ください。

http://www.u-tokai.ac.jp/academics/undergraduate/
スマホ専用

入試広報課

〒259-1292 神奈川県平塚市北金目4 -1-1
TEL：0463-58-6422（直通）FA X：0463-50 -2186
5.2S1804-NN28

