AVION に入学した時はこんな日に恵まれるとは想像もできませんでした。エアライン受
験が初めてだった私は、先生方のお話、授業、英語、すべてが新鮮でしたが、自分に自信が
無いゆえに自分をよく見せようとしてしまうところがありました。現在の仕事（研究職）は
CA のような接客業とは 180 度異なり、それも志望動機を作るうえで大変でしたが、「どん
な仕事でも必ずつながりはある」と先生にアドバイスいただき少しずつ近づけられたと思い
ます。人生は一度きり。前向きに挑戦してほしいです。
接客業未経験から CA 転職

国内大手エアライン

ＣＡ合格

Y さん

こんなに早く内定を頂けるとは思っていなかったのでとても嬉しいです。入学を決めてすぐ
今回の募集が発表、それ以来は文字通り寝る時間を削ってエアライン受験に没頭しました。
現職（看護師）では夜勤があったり不規則な帰宅時間でしたので ES の作成や面接での応答内
容を考える時間を取るのに苦労しましたが、“必ず結果を残したい”と思っていたので、そん
な経験も今は楽しかったと振り返ることができます。面接でも『英語はもっと勉強しないと』
と言われるぐらいまだまだですが、「飾らず素直な自分」でいるよう心がけました。英語もで
きず、面接も受けたことが無く、航空会社の名前も良く知らない私でも大丈夫でした、今自分
ができることをもっと大切に、磨きをかけてください(^o^)
生まれて初めての受験で合格

国内大手エアライン

ＣＡ合格

C さん

以前からチャレンジしていた航空業界でしたが、自力で対策をすることに限界を感じ、アビオ
ンを訪ねました。憧れの仕事ではあったものの、目指すことに対しては『こんな私でもなれるの
だろうか』と、何となく恥ずかしい気持ちもありました。早くから、無理だろうと諦めてしまえ
ば今このような体験談を書くこともなかったと思います。少しでもＣＡになりたいという夢があ
るなら、その気持ちに従って、頑張ってみてください。
ハードワークな看護の仕事でも効率的に転職活動

国内エアライン

ＣＡ合格

N さん

銀行員から CA 転職を目指し、ステップアップのため外資系に挑戦しました。
新卒のころは CA になりたくても諦めていましたが、ある日チャンスを逃しているだけだと気
付き、それからは“自分でチャンスを取りに行く”つもりで受験に臨んでいました。諦めずにチ
ャレンジしてください！
異業種からチャレンジ！

ガルーダ・インドネシア航空

CA 合格

E さん

平日でも遅い時間帯の授業があるのと、土日にもコマ数が豊富でしたので、会社員の私にとっ
て通いやすいと思い、アビオンへ入学しました。面接の練習だけではなく、TOEIC の対策授業が
受けられるのは、時間の無い私にはとても助かりました。会社で働きながらの受験はハードでし
たので、ダメだったら次に向けて気持ちを立て直す、というように、選考には一社一社丁寧に参
加することを心掛けていました。
平日はデスクワーク、休みはスクール

ＡＮＡウイングス

ＣＡ合格

N さん

新卒当時はエアラインにチャレンジしたもののご縁が無く、別の業界に進みましたが、サービ
ス業をしながらやはり航空会社で働く夢をもう一度追いかけてみよう、とアビオンに相談しまし
た。先生の温かい言葉に励ましを受け、一歩踏み出せたことが、今回の合格に繋がりました。授
業以外の時でも見守ってくださったことが勇気に繋がりました。
社会人 1 年目からのリベンジ

シンガポール航空

CA 合格

M さん

憧れの航空業界で働けるとは、数年前の私は想像もしていませんでした。しかし、
「諦め
なければ夢は叶う」とよく聞きますが、本当にその通りだと思います。大学の先輩がアビ
オンに通学していた縁で見学をしたことが入学の経験です。今回の試験は、今まで受けて
きた面接の中で一番、素の自分を出せたことが合格に繋がったかと思います。受験活動を
続けていくことは私にとって一番大変でした。新卒当時から目指していたので不安や焦り
もあり、精神的なアップダウンも経験しました。そんな時はアビオンに行くと、仲間や先
生方が支えて下さり、自分ももっと頑張ろう！という気持ちになれました。
学生時代からの夢を実現！

ソラシドエア

CA 合格

F さん

とにかく自分に自信が無く、学生時代からエアラインをめざし卒業後も『いつかは』と思って
いましたが、2 年はアルバイト生活かも・・・と覚悟をしていました。いつ終わるか分からない
受験生活を『辛い毎日』にするのが嫌で、仕事や日常生活も楽しいと思えるよう心がけていたこ
とが合格に結び付いたのかな、と思います。その一つにアビオンでの授業も含まれました。一次
面接もなかなか通過できなかった私が自信を持って面接に臨めたのは、受験生活を楽しめたから
だと思います。
一次面接も通らなかった私が！

JAL スカイ

GS 合格

N さん

第 1 志望の会社への合格、とても嬉しいです。1 年間諦めないで受験を続けて良かったと思い
ます。アットホームな雰囲気に魅かれ入学を決めましたが、同じ目標を持つ者同士で情報交換し
たり、面接試験の練習をすることで刺激を受けました。困ったこと、不安なことがあれば、アビ
オンに直接メールや電話をしてすぐに解決できる環境が整っているので、エアライン受験は自分
にとっても本当に長かったですが、先生方からお言葉を頂くだけで、くじけそうな時も前を向い
て受験を続けることができました。
最終面接敗退を乗り越えて

JAL スカイ

GS 合格

A さん

情報量の多さと、少人数で行き届いた授業、それがアビオンで学び始めた理由です。始めたの
は大学 4 年生の秋から、と遅く、課題は“第一印象”でした。いろいろなヘアメイク・スーツ・
表情を試しましたがうまくいかず悩んでいると、先生から『コンパクトに収まりすぎている。殻
を破って、もっと自分を思い切り表現して！』と言われました。それまで第一印象＝外見とばか
り考えていましたが、自分らしく楽しむことが大切だと考えるようになり、それが合格につなが
ったと思います。
遅いスタートでも合格

チャイナエアライン

ＣＡ合格

M さん

高校生の時からの夢でしたので、内定を頂けて本当に嬉しいです。仕事との両立は想像以上に
大変で、何度も心が折れそうになりましたが、上手に息抜きをしながら、夢をかなえるんだ！と
いう強い思いを持って焦らず頑張りました。先生方がいつも相談に乗ってくれて後押しをしてく
れることで頑張れましたし、自信を持つことができました！自分を信じて頑張っていれば必ず結
果がついてくると思います。納得のいく就職活動をしてください！
高校生の時の夢が叶った！

ＡＩＲＤＯ

ＣＡ合格

M さん

仕事と転職活動を両立するうえで、ES を書く時間が無いなど苦労することもありましたが、
モチベーションが下がりそうな時は「今やらなきゃ後悔する！」と自分に言い聞かせ、アビオ
ンに来てやる気を高めていました。私は英語があまり得意ではありません。自分が外資を受験
するなんて思ってもみませんでした。アビオンに入り、自分で自分の可能性を狭めずに挑戦し
てゆくことの大切さをあらためて学びました。
国内＆外資系トリプル合格

JAL エクスプレス（現 JAL）/ 他 2 社

CA 合格

Y さん

エアライン受験は初めてのチャレンジでしたが、毎日できる限りの努力をし、企業や、
今までの自分と向き合う毎日でした。勉強と仕事（保育士）の両立では、心が折れそうに
なることもたびたびでしたが、
「遊びはガマン！」
、土日の休みは勉強に集中し、早く合格
することを目指しました。先生からは「自分のペースで頑張ればいい」と言っていただき、
プレッシャーを感じずに試験に臨めました。何より、アビオンで出会った友達と励まし合
って乗り越えたことが、合格に繋がったと思います。
受験中は毎日努力の日々

国内大手エアライン

ＣＡ合格

K さん

第一志望のシンガポール航空にこれまで 2 度チャレンジしましたが、どちらも一次面接で
敗退。合格へのヒントをつかめれば、と思いアビオンに入学を決めました。仕事で地方にい
る時もメールで添削してくださったり、ビデオ授業で振替ができたりなど、融通の利く受講
システムでお休みや仕事の後の時間を有効に使えました。アビオンは、理想的な合格者の型
に生徒をはめるのではなく、一人ひとりをとてもよく見て出さっているスクールだと思いま
した。
シフト制勤務・出張有の仕事でも両立 シンガポール航空 CA 合格 S さん

信じられない！という気持ちです。これまで 4 回同じ会社を受験して一次か書類選考でご縁
が無かったので・・・集団授業を選んだのは、他の生徒さんたちの良い点を学び、自分の弱点を
発見しやすいのではないかと思ったからです。またアビオンに始めて相談した時も「通学しても
どうせ・・・」とネガティブに考えていましたが、
『一年以内、それより前に合格できるよ！』
と言っていただき、それを信じて入学しました。
4 年間転職活動をして、そしてアビオンで学んで合格し、合格できたのは『諦めずに受験した』
ことだけでなく、受験する会社の幅を広げてみたり、周りの生徒さん達を見て刺激にしたり、何
より先生方からのアドバイスがあったからだ、と思っています。
書類落ち

→

ストレート合格

エバー航空

CA 合格

K さん

私は緊張しやすいところがあり、涙もろい性格のためスクールでは何度も泣いていました。
そんな私でも先生方がしっかりサポートをしてくださり、アビオン生の方々が優しく声を掛
けてくださったことが有難く、内定につながったと思います。英語が苦手・エアライン受験
が初めての私でしたが、アビオンに通うことで少しでも不安をなくして自信を持つことがで
きました。皆さんも自信を持って、面接は笑顔で明るく、楽しんでください！
初受験でのスピード合格

JAL エクスプレス（現 JAL）

CA 合格

M さん

AVION すごい！とただただ感激しています。私は TOEIC の点数もなく、英語も話せないので外
資系は無理だと思っていましたが、先生に勧められてチャレンジしました。英語ができないなりの
受け答えを学べたのも、アビオンの少人数制・一人ひとりに合ったアドバイスのおかげです！
英検 3 級でもだいじょうぶ！

ガルーダ・インドネシア航空

CA 合格

K さん

留学から帰国したばかりで、学生でもなく社会人でもなかった私は、どのように試験を受ける
かさえも分からず不安でした。授業で学んだことを元に、面接中は、緊張しても常に笑顔でいる
ことに気を配りました。グループ面接では特に、他の受験者が話しているときの自分の態度や表
情がちらちらとチェックされているのが分かりました。面接＝自分をアピールする場所ではある
と思いますが、人の話を聞く姿勢や謙虚さもとても大切だと感じました。エアラインによってさ
まざまなカラーがあるため、面接前に対策授業で準備できたことが大きく助けになりました。練
習で聞かれた内容が、本番で聞かれたこともありました。
就活経験ゼロから 3 ヶ月で内定！

大韓航空・他国内ｴｱﾗｲﾝ

CA ダブル合格

W さん

目の前の、今自分のできることを一生懸命取り組んでいけば、いつか実になるのだとし
みじみと喜びを感じています。新卒の就活がうまくいかなくて、やっぱり航空業界がい
い！と思いアビオンに入ってからの半年間、卒論・アルバイト・スクールに遊びに、がむ
しゃらに頑張った結果の内定だと思います。面接練習は何度やっても意味があったと思い
ます。うまく行かなくて回り道していると感じている方がいたら、それは意味があること
だと伝えたいです。CA になるために今何ができるのか、前向きに頑張ってください！
大学卒業間直前からの出直し

国内大手エアライン

ＣＡ

他2社

合格

T さん

大学を卒業直前に、やはりどうしてもエアラインに入りたい気持ちを諦められず、社会人でチ
ャレンジしようとしましたが、どのように対策したらよいか分かりませんでした。既卒受験のポ
イントを身に付けるのと、自分と同じように目指している社会人の人と出会いたいと思い、アビ
オンへ入学しました。卒業したばかりの頃は受験準備のための時間の使い方に戸惑いましたが、
アビオンに通う社会人の皆さんからのアドバイスを受け徐々にコツを掴んでいきました。これが
スタートというつもりで、これから先も頑張ります！
卒業後 2 ヶ月、2 社

連続合格

国内大手エアライン

他1社

CA ダブル合格

H さん

信じられません！！夢心地のような感覚です(^-^) 試験までは３週間ほどしかなく、仕事で
疲れて帰宅することもあったので、私よりずっと前から準備をしている方ばかりが試験会場
に入るのだと思うと、すごく不安でなかなか寝付けないこともありました。そんな中でも 自
分を信じ続け、授業で得られる“気づき”を大切にし、自分に至らない点を改善することで
徐々に自信が持てるようになりました。
合格までの 1 ヶ月で集中！

シンガポール航空

ＣＡ合格

E さん

3 ヶ月という期間で自分が第一志望としていた会社で働けるということを、本当に幸せ
に感じています。就職活動は、テストで何点取ったら合格というものではないので、面接
が終わる都度見えない不安に押しつぶされそうになりましたが、そんな時スクールへ足を
運ぶと、ともに頑張っている仲間や先生方がいて、話をすることで少しでもモチベーショ
ンを保つよう努めました。アビオンで学ぶ中で「客室乗務員になりたい」という気持ちだ
けでは面接、特に最終面接は乗り切れない、ということが分かりました。特に先生がおっ
しゃった、
『会社は夢を叶える場所じゃない』という言葉にはハッとさせられました。
驚きのスピードで第一志望へ！

ＡＩＲＤＯ

CA 合格

K さん

長く仕事に集中してきたので、心のどこかにＣＡになりたいという思いがあっても、その思
いに向き合わず準備もしてきませんでした。いざ受験を決めて入学した時にはすでにＡＮＡの
募集が始まっていたので、何もかも準備不足でした。あるのは、それまで続けてきた接客の経
験だけでしたので、しいて言うならそれが役立ったかもしれませんが、なぜ自分が合格できた
のか、は本当に分かりません。アビオンで同じ目標に向かう方々と学ばせて頂いたことで、そ
れまで自信が無く、私にはハードルが高いと弱気でしたが、弱音ばかり吐いていないで他の生
徒の皆様のように前向きに頑張ろう！と勇気を持って取り組めるようになりました。
本気で取り組んだ合格までの 2 ヶ月

国内大手エアライン

ＣＡ合格

S さん

学生時代に入学しましたが、何一つできない私を、身だしなみから第一印象まで、すべて先生
方に一から指導していただきました。たくさんの不合格もいただきました。アビオンに入学す
る以前は、『できないことは諦める』私でしたが、アビオンで『自分に向き合い努力する』こ
とを学べたと思います。遠方からの通学でしたが、合格まで完全就職保証制度を利用し、試験
に合わせて対策授業を受けることができました。
学生時代からの夢を実現

日本航空

JAL/ジェイ・エア

CA ダブル合格

『石の上にも三年』、その言葉通りようやく合格をいただきました。ここまで来れたのは、多く
の合格された方々をこの目で見てきたからです。面接練習の時、毎回泣いていたあの人が・・・
いつも弱音ばかりだったあの人が・・・今では立派なＣＡとして飛んでいる姿を目にしています。
アビオンの完全就職保証制度のサポートで、きっといつかは！と焦らず一歩一歩突き進みました。
ＣＡを目指している、特に男性の皆さん!!

諦めたらそこで終わりです。男性だからこそできる

アピールがたくさんありますので、
“皆さん・・・一緒に飛行機飛ばしましょう！
完全就職保証制度で合格

ジェットスター・ジャパン

Good Luck！”

CA 合格

T さん

N さん

アビオンで学んで、一番自分が変わったと思う点は「自分自身の中で意識する」という点で
す。スクールに通い始めてから、私が CA になったらと考えることも増え、よりリアルに目標
を描くことができました。特に面接の練習では、本番と同じような適度な緊張感の中で行うの
で、練習の回数を重ねていくうちに、落ち着いて自分らしさを持てるようになりました。どん
な時も自分らしさを忘れず頑張ってください！自分が制服を着て働く姿をイメージして、自信
を持って面接に臨んでください。
初めてのエアライン受験で ANA！

国内大手エアライン

CA 合格

H さん

10 年ぐらいの想いが叶った事と、今まで心残りがずっとひっかかっていたものが取り払われ
て、解放された気分です。受験活動では、現職との両立で精神的な負担も感じましたが、
「絶対
大丈夫」と自分に言い聞かせていました。授業では先生が離される言葉がすべて大事だったので、
書き留めることに必死でした。面接前の対策資料はフル活用しました。授業を受けたくても受け
られないときなど有難かったです。
両親への恩返しを想って

国内大手エアライン

CA 合格

S さん

一緒に学び始めた友人が合格していく中、最終試験まで進むことはあっても、その先へ進むこ
とがなかなかできず、辛い時もありました。それを乗り越えられたのは、アビオンに来て、同じ
志を持つ新たな友人たちと出会ったからです。一生懸命な姿を見て、私ももっと頑張らないと！
と思うようになりました。ルフトハンザ航空の面接の前には対策授業が役立ちました。自己分析
も繰り返し、何を聞かれても絶対にこたえられる自信を持って面接に臨むことができました。
諦めずに良かった！

ルフトハンザ・ドイツ航空

CA 合格

Y さん

幼いころからの夢を叶えられたことがいまだに信じられません。何度か自身で受験にチャレン
ジしましたが思うように結果を出せず、スクール見学の際にアットホームな雰囲気なら頑張れる
と思い入学しました。面接では、背伸びをせず、ありのままの自分で、面接官をもてなすことが
大切だと学びました。
子供のころの夢がかなった！

ガルーダ・インドネシア航空

CA 合格

C さん

新卒の時から CA になることを目標としてきましたが、ご縁がなくホテルへ就職し、仕事を
しながらアビオンに通う日々でした。面接試験は「１＋１＝２」ではない、ということがアビオ
ンでの授業で一番印象に残っていることです。正解などなく、自分自身が考え、心をこめて面接
官にお話をすることの大切さを学びました。授業のたびに、自分に必要なことを先生方がアドバ
イスしてくださるので、一つ一つ克服していけば必ず合格できると思います。
ヴァージンアトランティック航空

CA 合格

H さん

アビオン入学前にも、数社受験しましたが、書類落ち・1 次試験落ちで終わってしまってい
ました。そんな自分を変えたい！絶対夢を叶えたい！と思いアビオンに入学して勉強を始めま
した。緊張すると早口になり、話も長くなってしまう私は、面接に苦手意識がありましたが、
授業で先生から客観的にアドバイスをもらい、家で鏡に向かって練習をし、克服しました。
カタール航空/チャイナエアライン

CA

ダブル合格

K さん

外資系エアラインどころか、航空会社の受験そのものが初めての私にとって、英語面接の授業
ははじめは苦痛でした。最初は何も話せなかったのですが、周りの生徒さんたちがすらすらと答
えているのを見て『私も頑張らないと！』というモチベーションになりました。面接になると緊
張しやすく顔が赤くなることが不安で、先生のアドバイスを頼りにメイクを変えてみたり、一人
で活動していたら逃していただろう募集情報など、たくさんのサポートがありました。必ず自分
に合う会社に出会う日が来ると思います。自分と向き合い
初めての受験

頑張ってください！

しかも外資系

マカオ航空

ＣＡ合格

U さん

他スクールで知り合った友達がアビオンに通い始め合格した、という話を聞き、アビオンに
相談に行きました。先生に言われた「半年以内に決めましょう。」この言葉が決め手となりまし
た。授業では各航空会社に合わせての勉強を教えていただいたのはもちろん、精神的にもたくさ
ん支えていただきました。合格に執着して焦っていた時期もありましたが、
「なぜ CA になりた
いのか、もう一度考えてみて」という先生の言葉のおかげで不安が払しょくできました。
きっかけは試験仲間の合格

キャセイパシフィック航空

CA 合格

F さん

〆切ぎりぎりに準備をしてしまう私にとって、まずは書類の作成が第一関門でした。人見知り気
味だった私がアビオンに通うようになって、いろいろな生徒さんと交流するようになったこと、社
会人としての意識が身に付いたことなど、自分に起こった変化はたくさんあります。モチベーショ
ンが下がってしまう私のお尻を常に叩いてくださった先生の細やかな気遣い（メール・電話など）
に一番助けていただきました。
背中を押してくれる存在があった

タイ国際航空

CA 合格

K さん

数あるスクールの中でアビオンを選んだのは、曜日固定の授業ではなかったことと、ぜひ授
業を受けたいと思う先生がいらっしゃったからです。どの先生方も授業時間後などに、ほんの
些細な質問でも丁寧に受け答えしてくださり、そこが受験する際の安心感や自信につながった
と思います。新卒の時には無理だろうと決めつけて挑戦する前から逃げていたエアライン受験。
チャレンジしたいと思う気持ちが少しでもあるなら、ぜひ挑戦してください
「あの先生の授業が受けたい！」

タイ国際航空

CA 合格

Y さん

