
「航空保安大学校 空の日・オープンキャンパス２０２２」開催 

国土交通省航空保安大学校は、飛行機を安全に誘導する航空管制官、飛行計画の審査などをする航空管制運航情報官、航空管制用レーダーなど

のエンジニアである航空管制技術官を養成している我が国唯一の教育施設（国土交通省ホームページ内「航空管制官 公式」参照）です。航空

保安大学校では空の日・オープンキャンパスを通じて教育施設を広く公開しています。その他、航空管制官などの業務を紹介する公開講座など

も企画しております。今年度はキャンパス来校型とオンライン型を併用して開催しますが、キャンパスへの入場に際しましては、コロナの影響

を鑑み、事前申込制とさせていただきますので、ご了承ください。 

日 時：  令和４年７月２４日（日） 朝の部     9:30～12:00（受付開始時間  9:00）（募集定員：100名） 

昼の部（１） 12:30～15:00（受付開始時間 12:00）（募集定員：100名） 

 昼の部（２） 14:00～16:30（受付開始時間 13:30）（募集定員：100名） 

                                              （全て同内容です。） 

場 所：  航空保安大学校 大阪府泉佐野市りんくう往来南 3-11 

イベント 内容 

航空管制科 

ターミナル 

レーダー管制 
実習室見学 

レーダー管制用のシミュレータで空港に到着する航空機を誘導する 

デモンストレーションを研修生が実施します。 

飛行場管制 実習室見学 
管制塔のシミュレータで離陸・着陸許可の発出のデモンストレーションを 

研修生が実施します。 

航空路 

レーダー管制 
実習室見学 

航空路を飛行する航空機を管制用のシミュレータで誘導し、空港の管制官に 

引き継ぐデモンストレーションを研修生が実施します。 

Web配信 

【事前申込】 
実習の様子、質疑応答 

遠方等の理由でご来場いただけない方にも、Web（ZOOM）で飛行場管制の実習

の様子を配信します。この他、管制業務の説明、質疑応答を行います。事前申

し込み制のため、参加ご希望の方は【こちら】から詳細をご確認ください。 

航空情報科 

運航援助情報 

実習室見学 

フライトプラン（飛行計画）の作成などの運航援助業務の見学ができます。 

対空援助 
太平洋上の航空機との模擬交信を見学できます。 

南紀白浜空港と航空機との模擬交信を見学できます。 

航空電子科 

着陸システム・ 

シミュレータ着陸体験 

航空機を電波で滑走路へ誘導する計器着陸装置の見学ができます。 

シミュレータソフトを使って、電波に導かれて着陸をする体験ができます。 

航法システム 航空機の航行に必要な位置情報を提供する無線航法装置の見学ができます。 

通信システム・ 

レゴロボット体験 

管制官がパイロットと交信する際に使用する通信機器の見学・体験ができます。 

ロボット作成キットを使って組み立てたロボットを自在に動かすためのプログラミングのデモンスト

レーションを見学できます。 

監視システム・ 

レーダー体験 

管制官が航空機の位置を知るために使用する航空管制用レーダー装置の見学ができます。 

レーダーに映った自分の影を見てみましょう。 

動画放映 

（公式 YouTube ﾁｬﾝﾈﾙ） 

電子科学生が作成した動画（※）を放映します。 （※）学生寮・学校施設紹介、授業風景、周辺施設

紹介、学生＆教官インタビュー電子科学生の一日、航法施設紹介など    詳細は【こちら】 

特別研修科 航空灯火システム 
飛行場の模型を使って、航空機の離着陸時に利用する航空灯火を紹介します。 

当日受付にて、整理券（先着順）を配布します。 

公開講座 
業務･研修紹介 

（公式 YouTube ﾁｬﾝﾈﾙ） 

航空管制科、航空情報科、航空電子科の３科で行っている研修や、航空管制官、運航情報官、管制技術

官の各業務の概要紹介を講義形式で行います。【対象：一般向け】     詳細は【こちら】 

公開授業 
研修紹介 

（公式 YouTube ﾁｬﾝﾈﾙ） 

航空情報科、航空電子科の２科で行っている研修の内容や寮生活の様子などを学生が授業形式で紹介し

ます。【対象：中・高生向け】                     詳細は【こちら】 

展示コーナー 

パネル展示 学生の日頃の学習成果をパネルにして展示します。 

教材展示 航空保安大学校で使用している航空に関係する教科書類を展示します。 

ビデオ放映 研修だけでなく学校や寮生活を紹介するビデオを放映します。 

受験相談 

航空情報科 運航情報官、管制技術官を目指す方、また当校の受験情報を知りたい方へ、採用試験や研修の概要ある

いは学校生活、さらには当校修了後の勤務先となる全国航空官署での業務などについて、当校の航空 

情報科と航空電子科の教官あるいは現役学生が対面・オンライン形式で疑問・質問にお応えします。 

                                   詳細は【こちら】 
航空電子科 

ゲーム体験 

コーナー 
ゲームソフト 「ボクは航空管制官」のゲームソフトを使って、航空管制の体験ができます。 

※ 当日の状況により、内容を変更する場合があります。 

※ 来校には、JRまたは南海「りんくうタウン駅」をご利用下さい。  

また、当校には来場者向けの駐車場を用意していません。 

マイカーでお越しの際は、近隣有料駐車場を利用願います。
URL： http://www.cab.mlit.go.jp/asc/index.html 

 

QR： 

 

 

 
 （問い合わせ先） 国土交通省 航空保安大学校  

オープンキャンパス実行委員会 担当：折尾、田上 

          TEL: 072 (458)3916 

 

 

 

 

 

 

http://www.cab.mlit.go.jp/asc/index.html


オープンキャンパスの申込方法 
 メールフォームでの受付となります。ご了承下さい。 

 

☆申込対象 

 入場は、どなたでもお申し込み可能です。 

☆申込受付期間 

 2022年 6月 15日（水）～2022年 7月 4日（月）12:00（必着） 

☆申込方法 

 入場者全員の必要事項 

★名前★メールアドレス 

①住所 

②参加希望人数 

③参加者全員の氏名 

④参加者全員のふりがな 

⑤生年月日 

⑥昼間に連絡のとれる代表者電話番号 

⑦希望する入場時間帯（第 3希望まで） 

⑧受験相談の希望（航空情報科・航空電子科。航空管制科の受験相談はありません） 

⑨自由記入欄 

を以下メールフォームにてお申込下さい。 

 ※希望する下記入場時間帯を第３希望まで記載して下さい。 

※応募者多数の場合は抽選とさせていただきます。 

  【入場時間帯】 

    １ 朝の部     ０９：３０～１２：００  定員１００名 

    ２ 昼の部（１）  １２：３０～１５：００  定員１００名 

    ３ 昼の部（２）  １４：００～１６：３０  定員１００名 

  

   ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

☆申込受付 

   ✈申し込み受付フォームへ✈（←クリックすると申し込みフォームへ飛びます） 

   

   URL: https://www.cab.mlit.go.jp/asc/mailform.html 

 ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

 

☆当選者の発表  

 入場当選者へは 2022年 7月 11日（月）頃に、ご記載いただいたメールアドレスにご連絡いたします。 

 また、その際に集合時間、集合場所等をご案内させていたただきます。 

 ※ 迷惑メール対策等で、ドメイン指定受信等を設定されている場合には、メールが正しく届かないことがございますので、 

asc-j2022op@mlit.go.jpのアドレスのメールが受信できるよう設定をお願いいたします。 

 

 

【注 意 事 項】 
1. 大阪府「イベント開催時における感染防止対策について」にのっとり実施いたします。（感染防止策チェックリスト） 

2. 来校の際は公共交通機関をご使用ください。校内に駐車場・駐輪場はございません。交通費含め全て自費負担となります。 

3. 校内で食事はできません。水分補給は可能ですが、指示された場所で速やかに行ってください。 

4. マスク（品質の確かな、できれば不識布）の正しい着用をお願いします。マスクのできない方は入校できません。（乳幼児除く） 

5. 校内入校時はこまめな手洗や、アルコールでの手指・施設内の消毒の徹底を行いますので、ご協力ください。 

6. 有症状者（発熱又は風邪等の症状を呈する者）は参加できません。なお入校時体温チェックを行います。３７．５度以上は入校できません。 

7. 喫煙場所はございません。 

8. 大阪府下で緊急事態宣言やまん延防止法が発令された場合、校内感染者５名以上でクラスター認定された場合はイベント中止となります。 

その際の交通費・宿泊費等のキャンセル料などは補填できません。 

9. 申込時に記載されたお名前、生年月日での個人確認を行います。個人が確認できない場合、入校できません。 

10. いただいた情報は「航空保安大学校 空の日・オープンキャンパス２０２２」のみに使用いたします。 

 

 

 

 

https://www.cab.mlit.go.jp/asc/mailform.html


オンライン受験相談会 【同時開催】 
 

＜実施内容＞ 

・航空情報科 

・航空電子科 

 

  【 受験相談会 】 

情報科・電子科学生と楽しくお話しましょう。気軽に何でも聞いてください。 

下記 URLから事前登録をお願いします。（当日参加も大歓迎） 

   

      7月 24日（日）  9:30～12:00 13:00～16:30 （入室時間は自由） 

 

 航空情報科参加 URL ↓↓↓ 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZAvc-yrrzgrG9C5mjkl6u6O7qC5UypuG8fU 

※上のリンクをクリックすると簡単な登録で入場することができます。 
 

 

 

 

 

航空電子科参加 URL ↓↓↓ 
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIlc-CgrzsuG9FEJ8ehXWdGesUa9AnD87Um 

※上のリンクをクリックすると簡単な登録で入場することができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

YouTube オンラインオープンキャンパス 【同時開催】 
 

 

     航空保安大 you tubeチャンネル  ↓↓↓ 
https://youtube.com/channel/UCIwrk3ahW3SoEF8NVi7B6Ow 

 

 

＜実施内容＞   ※ 当日のみ放映 

 

   7月 24日（日）  9:30～17:00 

 

【公開講座】   ※ 一般向け内容 

航空管制科、航空情報科、航空電子科の３科で行っている研修や、航空管制官、運航情報官、管制技術官の各業務の概要紹介を講義形式で行います。 

 

【公開授業】   ※ 中高生向け内容 

航空情報科、航空電子科、航空管制科で行っている研修の内容や寮生活の様子などを学生が授業形式で紹介します。 

・航空情報科  

・航空電子科 

・航空管制科 

 

【情報科の紹介動画放映】   

研修、業務の概要紹介 

実習室の案内 

学生による模擬授業 ～航空気象～ 

情報科学生の一日の生活紹介 

 

【電子科の紹介動画放映】   

学生寮、学校施設紹介  ～学生寮の実態は～ 

授業風景  ～授業をモニタリング～ 

周辺施設紹介  ～終業後を楽しむスポット紹介～ 

学生＆教官インタビュー  ～職場の声を聞いてみよう～ 

電子科学生の一日  ～これが僕らのＡＮＯＴＨＥＲ ＳＫＹ～ 

航法施設紹介  ～航空の安全を支えるために～ 

 

【管制科の紹介動画放映】 

  研修、業務の概要説明 

  管制科実習室の紹介 

  研修生の声（Q and A） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZAvc-yrrzgrG9C5mjkl6u6O7qC5UypuG8fU
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIlc-CgrzsuG9FEJ8ehXWdGesUa9AnD87Um
https://youtube.com/channel/UCIwrk3ahW3SoEF8NVi7B6Ow


 

 

 

 
７月２４日（日）オープンキャンパス実行時に、管制科ではＷＥＢオープンキャンパスを開催します。 

管制業務や航空保安大学校での研修の説明、質疑応答のほか飛行場管制の模擬実習を配信します。 

 

＜実施内容＞ 

 業務説明 25分＋管制デモ動画 10分＋質疑応答 25分 

※要事前予約 

※各回参加可能人数 30名程度 

※年齢制限なし 

※申込者多数の場合は、抽選となります。その場合、当選者には後日参加に必要な URLをメールでお送りします。 

※1回 60分×3回（各回とも内容は同じです） 

 

＜実施回数＞ 

第１回 9:30～10:30 

第２回 11:00～12:00 

第３回 14:15～15:15 

第４回 15:30～16:30 

 

＜申し込み方法【要事前予約】＞ 

管制科業務説明会に参加を希望される方は、事前にメールによる参加申し込みをお願いします。その際、メール件名を「業務説明会（管制科）」とし、 

本文に次の①から⑥までを記入のうえ、下記アドレスにお知らせください。 

① 氏名（フリガナ） 

② メールアドレス 

③ 希望時間   ｱ) 9:30～  ｲ) 11:00～  ｳ) 14:15～  ｴ）15:30～ 

④ お住いの都道府県及び市区町村 

⑤ 年齢（0～19歳、20代、30代、40代、50代、60歳以上） 

⑥ 記載内容、注意事項について確認した（ ○ ） 

※①～⑥までを記入の上、下記アドレス宛てに応募して下さい。 

   

opencampus-kansei@kouho-dai.ac.jp 
 

応募受付期間は令和 4年 7月 14日（水）までとします。 

当選者には、令和 4年 7月 22日(金)までに、申請していただいたメールアドレス宛に参加用 URLを送付いたします。 

＜注意事項＞ 

注１ 視聴の際は通信料が発生しますので、Wi-Fi 環境での視聴またはパソコンからの参加を推奨します。 

注２ 迷惑メール対策等でドメイン指定受信等を設定されている場合には、メールが正しく届かないことがございますので、上記のアドレスからのメールが受信できるよう設定をお願

いいたします。 

注３ 録画、転用はご遠慮願います。 

 

 


