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受講の手引き 
 

 

 

 

【東京校】     〒107-0052 東京都港区元赤坂 1-1-15 ニュートヨビル 7F    

  Tel.03-6804-2284 Fax.03-6804-6183 

東京校生徒専用メールアドレス: tstudent@avion-air.com 

 

【大阪校】     〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田 1-3-1 大阪駅前第一ビル 3F   

        Tel.06-6136 -3110 Fax.06-6136-3111 

大阪校生徒専用メールアドレス: ostudent@avion-air.com 

 

【京都校】    〒600-8016 京都市下京区西洞院通塩小路下ル東塩小路町 939  

京都校生徒専用メールアドレス: ostudent@avion-air.com 

 

 

エアラインの最新情報は ホームページ・SNS で！ 
 

【ホームページ】対策授業情報・募集情報など 
http://www.avion-air.com 

募集情報のチェック、合格者速報、合格者メッセージなど。 

スマホからご覧の際は、スマホサイト TOPの『航空業界の募集情報』ボタンから、または『メニュー』 

→在校生用 PCページでご覧ください。 

 

【Twitter】エアライン最新情報や時事トピックなど 
@avion_air  

@avion_west（関西エリア専用アカウント） 

 

【Instagram】 
avion_airline_school 

 

【アビオンエアラインスクールオフィシャルブログ】 
http://avion-air.sakura.ne.jp/blog/ 
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【開校時間】 平日 13：00～21：00 土・日・祝日 13：00～20：00 （東京校・大阪校） 

※ 授業時間帯は日によって変更の場合があります、ご了承ください。 

※ 祝日の授業時間帯は場合により異なります。詳しくは該当日の授業を「受講予約システム」で確認し

てください。 

 

【休  日】 月曜・火曜、毎月定める休講日（お盆休み・年末年始など） 

※ 毎月 25 日頃に発表する翌月分のスケジュールに休校日を記載していますのでご確認ください。 

 

 

 

＜受講に際しての禁止事項＞ 

⚫ スクール施設内での無許可の録画、録音、撮影、その他電磁的記録媒体への記録 

⚫ 教材等の転売及びスクール関係者以外への貸借、それらの複製物の販売・贈与・交換 

など他人への譲渡（有償無償問わず） 

⚫ 授業内容及びスクールが提供する情報のインターネットへの掲示又は漏洩 

⚫ ユーザーID・パスワードの不正利用／他人への譲渡・貸与 

⚫ 当スクールの著作権・商標権を侵害する行為 

⚫ 飲食は原則として禁止しています。水分補給を目的として各自が持参する飲料水以外 

の持ち込みはご遠慮ください。 

⚫ その他スクール運営に支障が及ぶ行為 

 

＜スクール内での注意事項＞ 

⚫ 火災等非常時の避難経路をスクール内に掲示しておりますので、必ず確認しておいてください。 

⚫ 授業終了後は次の授業のため、椅子・テーブルを元に戻してください。 

⚫ 授業中は他の受講生の迷惑となりますので、携帯電話などは消音状態にしてください。 

 

※詳しくは受講契約書及び予約システム内「使用上の注意」をご確認ください。 

 

 

 

⚫ 生徒専用掲示板について 

・受験・授業についての質問にお答えします 

・エアライン受験の情報をアビオン生で共有できます 

 

 

 

 

 

 

 

★受講を始めよう！             授業の予約方法・欠席申請・振替など  

パスワード ART＿Avion    



AVION 受講の手引 

3 

 

 

⚫ 入学手続き完了後、「テストメール」をお送りします。 
・携帯電話の受信設定でパソコンからのメール送信をブロックしている方は、ドメイン指定 

（@avion-air.com のドメインを指定して受信）を行うことをお勧めします。 

   ・携帯アドレスに「．．.」「．．」が含まれている方にはメールが届きませんご注意ください。 

   ・出欠席の連絡については返信を省略しています、ご了承ください。 

 

⚫ テキストの配布 

 授業で使用するテキスト類は、事務手続きの都合上、受講契約日から９日目以降にお渡しします。 

９日目以降を過ぎてもテキストを受け取っていない場合は、事務室に申し出て下さい。 

 

⚫ 授業日程を確認 

毎月 25 日頃に翌月の授業スケジュールを『授業予約サイト』で発表します。 

 

⚫ 出席日を予約 

・入門クラスで『受講予約システム』の説明を行う際に、予約サイト用 ID をお知らせします。 

ID は受講生個々人に付与しますので他の人に知られないよう、各自で管理してください。 

・予約サイト用 ID は変更できません。ID を忘れた・（自身で設定した）パスワードを忘れたなど

の場合は必ず事務室に申し出てください。 

・受講予約締め切り時間（通常は、授業開始 6 時間前）を超えての予約・取り消しはできません。 

予約済みの方は出席扱いとなりますのでご注意ください。 

急な欠席・遅刻で、予約システムで出席予約を取り消しできなかった場合は必ずメールで連絡を

お願いします。 

 

 

※無断欠席が重なる場合は、授業の予約受付を中止する場合があります。 

  

 ＊Memo＊ 

あなたの ID     ：                  

 初期パスワード   ：                  

 変更後のパスワード ：                  

●記入内容は他の方に見られないように注意してください。 
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★Zoom 授業に関する注意点                             
 

アビオンエアラインスクールでは「Zoom」を利用してオンライン授業を行っております。 

以下注意点となりますので、授業スタートの前に確認しておきましょう。 

 

⚫ 10 分以上遅れての授業への参加について 
Zoom の授業は、講師の先生が許可をすることで授業に入室していただけます。 

遅刻して授業に入室されると、先生方がその都度入室許可を行うため授業を中断せざるを得なく

り、運営に支障をきたします。そのため、授業開始後 10 分以上経ってからの入室許可は困難なた

め、欠席とさせていただきます。 

授業開始の 10 分前に Zoom の ID とパスワードを開示していますので早めに授業に参加するよ

う、心がけましょう。 

 

⚫ 授業中の退室、入室について 
ネット環境の問題等で授業の途中で自ら退室、再入室されるケースがあります。 

上記「10 分以上遅れての授業への参加について」にも記載させていただいた通り、授業の途中に

先生方が入室を許可するのは難しく、授業を中断せざるを得なくなりますので、一度退室した授

業の再入室はできませんのでお気をつけください。 

なお、最近ではオンライン試験を導入している航空会社も年々増えています。試験中に受験者

側の環境が原因で最後まで受験できなかったとしても、再度試験を受けること、途中から再試験

を行うことができないのが現状です。必ず、ネット環境(Wi-Fi)を整え、使用する端末(PC、タブ

レット端末、スマートフォン等)が最新の状態であるか、充電はあるかなど確認したうえで受講さ

れることをお勧めします。 

※詳しくは予約システム内「オンライン授業の諸注意」をご確認ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoom 授業の ID・PWはここから確認してください 

授業開始 10 分前までに開示します 

授業予約はこちらから！    

【Zoom に関してのお問い合わせ】 

Zoom 事務担当（06-6136-3110）までお問い合わせください 

Point   
ダウンロードサイト 

パスワード→Avion-ART 

ビデオ授業視聴はこちらから！ 

パスワード→ Namahage01 
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★よくある質問にお答えします                            

 

【受験や受講に関する質問】 

⚫ 受験や、授業の予約方法についての質問は、いつ誰に行えばいいですか。 

 受験や授業内容についての質問 → 授業時間内で、質問してください。 

異なる生徒さんから同じ質問を受けることがありますので、授業内で対応しています。 

 

⚫ 授業の選び方が分かりません。 

受講しているコースによって受講できるカリキュラムが異なりますので、「授業の取り方」の時 

で相談をお聞きしています。 

 

⚫ 出席・欠席連絡をメールでしたのですが返信がありません。受け付けられていますか？ 

受け付けられています。常時、在校生・入学希望者からのメールが多数届くため、すべてのメ

ールに返信することが難しい場合があります。そのため、「欠席連絡」への返信は省略しています

のでご了承ください。 

 

⚫ 受験について悩みがあります。授業時間以外で相談に乗ってもらえますか？ 

受験に関する相談（例：学業/仕事とスクールの両立、モチベーションの上げ方など）があれ

ば、遠慮なく申し出てください。 

「事務局対応時間」の中で時間を調整しますので、予め来校日時を予約してください。 

 

⚫ 予習したうえで授業に参加する必要がありますか？ 

特に予習は必要ありません。また、初めて授業に参加される方は授業前に先生へ初参加である

旨お伝えください。 

 

⚫ TOEIC の授業はどのような内容ですか？ 

公式問題集を用いて授業を行っています。受講の際はテキストのご購入をお願いします。 

使用テキストについてはテストメールをご確認ください。偶数月はリーディングパートを、奇数月

はリスニングパートを勉強します。 

授業内容は単語テストを行った後、時間制限を設けテキストの問題を解いてていただく形となり

ます。事前の予習は必要ありませんので、初めての方でも受講いただけます。 

 

 

先輩からのアドバイス 

『落ち込んだ時は、“合格者体験談”を読むと、合格した人も同じ悩みを持っていたんだなぁ、と参考に

なりました。』 『アビオンのブログには、それぞれのエアラインの試験のポイント、応募の注意点が会

社別にまとめてあるので、応募前や、選考通過の連絡が来たら、真っ先に読んでいました』 
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【授業のドレスコード】  

⚫ 授業に出席する時はスーツですか？ 

出席時の服装の指定は特にありません。大学や職場から直接来校する場合もあるので、その際は、

スーツに着替えて出席する必要はありません。 

ただし、身だしなみや面接時の服装に関する授業や、エアラインの直前対策授業の場合は、面接

時の服装（＝スーツなど）で出席するよう指定する場合もあります。 

航空会社の採用担当者が突然アビオンを訪問することもありますので、ＴＰＯにふさわしい服装

でお越しください。 

 

【スクールでの過ごし方】  

⚫ 授業以外の時間で自習をしてもいいですか？ 

もちろん可能です。事前に電話やメールで来校日時をスクールに伝えて、空いている教室の状

況などを確認しておくとよいでしょう。（現在は、コロナ対策の観点から自習室の使用を停止し

ています） 

 

⚫ 授業の合間にスクールで食事をとってもいいですか？ 

飲食は原則として禁止しています。水分補給を目的として各自が持参する飲料水以外 

の持ち込みはご遠慮ください。 

 

 

 

      メールが送れない／届かない そんなときは  

＜こんなメールは届きにくい・・・／返事が遅くなる＞ 

⚫ 『件名』 がない 
  件名の無いメールを自動的に『迷惑メール』として扱う場合があります。 

携帯電話（ｽﾏｰﾄﾌｫﾝ）の機種・ｷｬﾘｱによって件名作成ができない場合は、設定による変更が可能

です。 

⚫ 二つ以上の用件が一つのメールに記載されている 
  用件別にメールを送信、またはタイトルで複数の用件があることを示すと、受信側もスムーズ

に対応できます。 

⚫ 添付ファイルの容量が大きい（４MB 以上） 
  画像などを大量に送信すると迷惑メールとして認識し、受信側のサーバーダウンにつながる場

合もあります。容量の大きいファイルは『圧縮』して送信するか、何件かのメールに分けて送信

しましょう。 

 

＜あなたに届くべきメールが 届いていないかも・・・＞ 

⚫ アドレス登録は 間違いないですか？ 

メールアドレスを変更した際はアビオンにお知らせください。 

⚫ 迷惑メール拒否設定でパソコンからのメールをブロックしている 
    ご自身で設定を変更してください。 

 

航空会社との連絡 もメールで行われる機会が増えています。 

上記と同様のケースで受験に不都合が起こる可能性がありますので、ご注意ください。 

 

アビオンに 


