セブ島初上陸
세부 첫 상륙

宿雾岛首次登场

エアラインスクールが誕生
에어라인 스쿨 탄생

空乘培训学校诞生了

CA経験者のみを採用
러분의 전용 스

聘请的讲师都有空乘经验

「Training in Cebu」1Weekと2Weeksを用意
今までキャビンアテンダントを目指している方専門のス
クールがセブ島にはありませんでした。
CA経験がない普通の英語講師に英語を学ぶしかあり
ませんでした。当然面接対策にはなりません。専門の単
語も知らない・・・。
ASAはCA経験者のみを採用し午前中は機内で使う英
語や面接英語を学び、午後は機内で必要なデモトレー
ニングを行います。
지금까지 세부에는 항공 승무원을 목표로 하는 분들을 위한 전
문학교가 없었습니다.
승무원 경험이 없는 일반 영어 강사에게서 영어를 배워야만 했
기에 면접에 대비할 수도 없고, 전문 용어도 알 수 없었습니다.
ASA는 승무원 경험자만을 채용하여 오전에는 기내에서 사용
하는 영어 및 면접 영어를 배우고, 오후에는 기내에서 필요한

Training in Cebu 1Week와 2Weeks가 준비되어 있음
“Training in Cebu”开设一周和两周两种培训班

食事、
ドリンクの出し方 ウォーキング メイクアップ
レベッカ＆ルーシー

人命救急 緊急対応

講師はレベッカ＆ルーシー
강사: 레베카&루시

讲师丽贝卡＆露西

チーフトレーナーのレベッカはドバイCAを3 年 経 験 後
1,000名を超えるCA志願者にトレーニングを教えてき
た経験者です。

9:00-12:00

승무원에게 필요한 영어 레슨

13:00-17:00

데모 트레이닝

영어 면접 연습 기내 안내방송 연습
식사 및 음료 서비스 방법, 워킹, 메이크업, 인명구조, 긴급조치
9:00-12:00

作为空中乘务员所需的英语培训

13:00-17:00

模拟培训

英语面试训练、机上广播训练
치프 트레이너 레베카는 두바이 항공사 승무원으로 3년간 근

以前只能跟没有空乘经验的英语老师学英语，当然也不会教面

CAとして必要とされる英語Lesson
Demo Training

英語面接の練習 機内アナウンスの練習

데모 트레이닝을 실시합니다.

迄今为止在菲律宾宿雾岛 还没有空中乘务员的专门学校。

9:00-12:00
13:00-17:00

客舱服务、走姿、化妆、客舱安全和营救、紧急情况应急处理

무한 경력이 있으며, 1,000명이 넘는 승무원 지망생들을 훈
련 시켜온 경험자입니다.

试技巧，而且也学不到专业词汇……。
ASA聘请的讲师都有丰富的空乘经验，在上午学习机上用专业

聘任的主任讲师丽贝卡曾在迪拜有过3年空中乘务员的经验，

英语和面试英语，
下午在客舱内学习所需要的模拟培训。

迄今为止已培训了超过1000人的空乘学生，经验非常丰富。

CAになるための
５箇条

❶エントリーシートの書き方
❷TOEIC600点以上
❸英語の会話力
❹企業リサーチ
❺美容対策

Instructor

セブで英語留学中でも！

■自己紹介■

夜間でもCA Lessonまたはデモトレーニングが受けれま
す。(17：00-21：00) 講師はもちろん元CA
학교 수업을 마친 밤에도 승무원 레슨 또는 데모 트레이닝을
받으실 수 있습니다.(17:00-21:00)
물론 모든 강사는 승무원 경험자입니다!
在英语学校学习完后，晚上也可进行空乘培训 或模拟培训
（17:00-21:00）当然，讲师都是空乘经验者！

AIR ARABIA CABIN CREW INSTRUCTOR/
SENIOR CABIN CREW 2012 – 2017
•GCAA CERTIFIED CABIN CREW INSTRUCTOR
•INTRODUCTORY AWARD IN TRAINING SKILLS
– CITY & GUILDS OF LONDON INSTITUTE
•AHA & MEDAIRE TRAINED FIRST AID
INSTRUCTOR
•REGISTERED NURSE

外国人講師はすべて
3年以上のCA経験者
または教官経験者

スカイプで自宅にいながらCA Lessonが可能！
스카이프로 집에서도 승무원 레슨을 받을 수 있습니다!

■自己紹介■

外資系エアラインが日本人に期待することは何か？それは綺麗
な接客とおもてなし。そして繊細で丁寧な対応力。しかし英語
能力が低いと面接官の印象も悪く、実際に機内に入ってもコミ
ニケーションに不安を感じるでしょう。
このCA skype Lessonは、機内で必要とされる英語を元CA
から学ぶことができます。国内外エアライン問わず、ここで正し
い英語を学びましょう！毎日少しずつやることで自信につなが
ります。

ヘンルーシー・タン・チュア

QATAR AIRWAYS CABIN CREW
•PREMIUM CLASS CABIN CREW
•WELFARE OFFICER
•WSET CERTIFIED WINE STEWARDESS

空乘培训学校  宿雾岛  空中乘务员

機内で必要な
英語コミニケーション

通过Skype在家也可进行空中乘务员的培训 ！

元カタール航空 キャビンアテンダント
トレーナー

에어라인 스쿨 세부발 항공 승무원

面接に必要な英語を
確実に身に着ける

レベッカ・オーティス・バスコ
元
 エアアラビア キャビンアテンダント

シニアキャビンクルー（Mar2013-Mar2017）
●GCCA公認キャビンクルートレーナー
●ロンドンシティギルド協会トレーニングスキル賞受賞
●AHA＆MEDAIRE公認救命療法インストラクター
●
 看護師

エアラインスクール
セブ島発
キャビンアテンダント

http://www.asianskyacademy.com/
Unit 2C-13B, Quest homes,Don Larrazabal Avenue,
NRA, Mandaue City Cebu Philippines
TEL: +63 32-272-5932
E-MAIL: skyacademy@centrasia.com.sg

