2020年・2021年受験対策

大卒程度公務員試験
無料 イベント
大卒程度公務員試験無料イベント
⻑崎校実施ラインナップ
2020年

2020年

1 ⽉ 2 4 ⽇ (⾦) 18 :0 0〜 19 :3 0

2⽉2 3⽇(⽇) 1 3 :3 0〜
1 5 :3 0
論作⽂書き⽅指導会

⾃⼰分析指導会

びし 、仕 事内 容や
◆1⽉2 4⽇ （⾦ ）は 官庁 ・⾃ 治体 様を お呼
す。 説明 会終 了後 に
魅⼒ など さま ざま な話 をし てい ただ きま
いた しま す。
⾃⼰ 分析 の考 え⽅ やポ イン トを をお 教え
！」 と思 わせ る必 要が
⼈物 評価 試験 は、 ⾯接 官に 「採 ⽤し たい
出し 、そ して それ を
ある ため 、⾃ らを 知り 、⾃ らの 強み を⾒
⾃⼰ 分析 の考 え⽅ を
売り 込む 必要 があ りま す。 本指 導会 では
るイ ベン トと なっ て
学び 、⾃ らの 強み を知 るき っか けを 作れ
おり ます 。

◆論作⽂試験は、受験
者が与えられた課題に
対して、
⾃分の⾒解を⾃分⾃⾝
の⾔葉で表現する試験
です。
筆記試験の様な正答は
存在しないため、⾃ら
考
え、
⾃分なりの答えを出し
ていかなければいけま
せん。
本指導会では、⽂章の
書き⽅や考え⽅を学び
、実践を
踏まえ論作⽂試験の対
策をする指導会です。
2 0 2 0年

2020年

3⽉2０ ⽇(⾦･ 祝) 13:00〜14:30

SCO A･S PI･G AB対 策会

３⽉ 2７⽇ (⾦) 1 8 :0 0 〜 1 9 :3
0
印象･マナーアップ講習
会

◆近年公 務員試験 では、⼀ 般的な教 養試験の 実施では
なく、SC OAやSPI、GABと いった試 験を実施 する⾃治 体
が増えて きていま す。4⽉に 試験が実 施される 北九州市
特別枠、 佐賀県庁 特別枠の 試験もGA B、SCOAの試験が
実施され ます。正 確さやス ピードが ⼤事な本 試験の
対策会と して実際 に問題を 解き対策 を図りま す。

◆⼈ 物評 価試 験で は、 服装 ･姿
勢･ 話し ⽅な ど⽋ かす こと
ので きな いマ ナー があ りま す。
⾯接 時に ドア をノ ック して
から 椅⼦ に座 るま での 第⼀ 印象
が⾯ 接官 に与 える 影響 で
もっ とも 重要 です 。本 講習 会で
は、 スー ツの 着こ なし ⽅は
もち ろん のこ と印 象･ マナ ーに
つい て総 合的 にチ ェッ ク
しま す。

2020年

20 20年

４ ⽉2５ ⽇(⼟) 13 :３0〜1５:3 0

論作⽂書き⽅指導会

◆2⽉に 実施す る論作 ⽂書き ⽅指導 会の第2弾とし て
本指導 会を実 施いた します 。論作 ⽂を書 くこと に慣れ て
いない ⽅やど のよう な題材 が過去 に出題 された かを
知りた いとい う⽅は 是⾮本 指導会 にご参 加下さ い。

５⽉ 9⽇ (⼟) 13 :00 〜 16 :00
⼈物試験総合対策会

◆⼈物試験に向けて総合的
な対策会を実施いたします
。
⾃ ⼰ 分 析 ･ス ー ツ の 着 こ な
し ･印 象 マ ナ ー な ど を 踏 ま
え
て、
本番さながらの実践演習ま
で⾏います。当⽇は、練習
⽤の
⾯接カードを記⼊いただき
それを基に実践を⾏います
。

お申込は ★上記イベントに参加ご希望の⽅は当社HPよりお申込ください。
WEBで！★個別相談、体験授業随時参加可能！事前にお問合せください。
お電話でのお問合せは

⻑崎市興善町2-24

⻑崎第⼀⽣命ビル３F

イベント、講座の詳細は
東京アカデミー⻑崎校のHPで！

095-818-5033

東京アカデミー長崎校

