東京アカデミーの公務員合格者数はのべ人数ではなく、

全国最終合格者実数
主な内定先（九州6校受講生の内定先から一部掲載）

3,305

名

B、航空管制官、裁判所職員一般職、自衛隊幹部候補生、国立大学法人職員、国立病院機構、

福岡県上・中級、佐賀県上級、長崎県上級、大分県上・中級、熊本県上級、宮崎県上級、鹿児島

県上・中級、山口県上級、東京都Ⅰ類、広島県上級、兵庫県上級、大阪府、愛媛県上級、香川県

上級、奈良県上級、北九州市上級、福岡市上・中級、熊本市上級、東京特別区Ⅰ類、広島市上

級、熊本県町村会、福岡県飯塚市、福岡県大牟田市、福岡県久留米市、福岡県柳川市、福岡

県行橋市、福岡県春日市、福岡県苅田町、福岡県太宰府市、佐賀県佐賀市、佐賀県小城市、

佐賀県鳥栖市、長崎県大村市、長崎県佐世保市、長崎県長崎市、長崎県五島市、長崎県諫早

市、長崎県南島原市、長崎県長与町、大分県大分市、大分県別府市、大分県臼杵市、大分県

津久見市、大分県日田市、大分県由布市、大分県豊後大野市、熊本県上天草市、熊本県宇土

市、熊本県菊池市、熊本県合志市、熊本県山鹿市、熊本県人吉市、熊本県菊陽町、熊本県八

代市、熊本県宇城市、鹿児島市、鹿児島県鹿屋市、鹿児島県指宿市、山口県山口市、山口県

下関市、山口県周南市、愛媛県松山市、広島県尾道市、岡山県瀬戸内市、静岡県焼津市、静

岡県袋井市、愛知県幸田町、福岡県警察官、佐賀県警察官、長崎県警察官、大分県警察官、

熊本県警察官、鹿児島県警察官、山口県警察官、宮崎県警察官、徳島県警察官、大阪府警察

官、警視庁警察官、北九州市消防官、福岡市消防官、熊本市消防官、山口市消防官、下関市

消防官、大分市消防官、佐賀広域消防官、横浜市消防官、相模原市消防官、新居浜市消防官、

つくば市消防官、唐津市消防官、東広島市消防官、宮若市消防官

合格の喜びいっぱいの祝賀会に全員で参加できるように東京アカデミーは受験生を全力でサポート致します!

目指して
ゴールを 張ろう！
頑
最後まで

合格祝賀会 2021年度 ➡ 2022年1月〜2月

など

合格
を
勝
ち取る
まで
頑張ろ
う

国家総合職、国家一般職、法務省専門職員、国税専門官、財務専門官、労働基準監督官A・

東京アカデミーでは毎年、合格祝賀会を開催しています。

1

最終合格者実数で勝負です！！

!!

※社会情勢により実施の有無が変更となる場合があります。

2

東京アカデミー大分校

堂々の合格実績！
2019年度も、合格者数 UP! 更新中!!

24.4％

348名名
前年対比

21％UP!!
％UP!!
一次合格者数

2017年度

大分県上級行政 最終合格者
86名中21名が大分校受講生

167名名

占有率

前年対比

100％

37％UP!!
％UP!!

大分県上級 建築・機械 最終合格者
1名中1名が大分校受講生

最終合格者数

主な最終合格先 《国家・県・政令市・市町村・警察・消防》
大分校 2019年度 上級公務員コース 通学生

国家一般職
12名
国税専門官
6名
労働基準監督官AB 12名
法務省専門職員
1名
裁判所一般職
4名
国立大学法人等職員 10名
国立病院機構職員
1名

3

も
年
今 ぞ！
イ
ゴ
ス

大分県
33名
福岡県
1名
佐賀県
1名
佐賀県特別
1名
長崎県
3名
熊本県
2名
宮崎県
3名
高知県
2名
愛媛県
1名
徳島県
1名
三重県
1名
東京特別区
1名
北九州市
1名
北九州市特別 1名
熊本市
1名
広島市
2名
札幌市
1名

大分市
26名
中津市
8名
佐伯市
4名
日田市
1名
臼杵市
2名
津久見市 3名
豊後大野市 1名
国東市
1名
杵築市
1名
宇佐市
1名
竹田市
1名
延岡市
1名
下関市
1名
松山市
1名
観音寺市 1名
南さつま市 1名

大分県警 13名
福岡県警

1名

長崎県警

3名

熊本県警

2名

鹿児島県警 1名
愛媛県警

1名

警視庁

2名

大分市消防 4名
東京消防庁 3名

占有率

66.7％
裁判所事務官 最終合格者（大分会場）
6名中4名が大分校受講生
人物試験合格率

82.6%
■ 東京アカデミー最終合格者

大分県警察官A

1次試験→最終試験合格率

82.6％

人物試験合格率

67.6%
■ 東京アカデミー最終合格者

大分市Ⅰ種

1次試験→最終試験合格率

43名中
1位合格！
占有率

主な試験︵大分エリア︶
の大分校受講生の合格占有率

2018年度

大分県警察官A
占有率

大分校 上級公務員コース通学生単独！
2019年度

今年も出ました！最終TOP合格！
！

23.1％
大分県教育事務 最終合格者
13名中3名が大分校受講生

占有率

32.8％
大分市Ⅰ種 事務職 最終合格者
58名中19名が大分校受講生

占有率

41.7％
九州地区国立大学法人 事務（大分市）1次合格者
84名中35名が大分校受講生
人物試験合格率

62.2%
■ 東京アカデミー最終合格者

大分県上級

1次試験→最終試験合格率

62.2％

人物試験合格率

100%
■ 東京アカデミー最終合格者

67.6％

長崎県・熊本県・宮 崎 県・香 川 県・愛 媛 県
高知県・徳島県・三 重 県・広 島 市・札 幌 市

1次試験→最終試験合格率

100％
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2019年度公務員試験

他にも多数
あります

合格体験談

東京アカデミー受講生の
国家一般職 最終合格

国税専門官、福岡県Ⅰ類 最終合格

福重 直樹さん［九州共立大学］

松原 菜々子さん［北九州市立大学］
北九州校

継続は力なり

講義中は講師の話を聞くことを一番に心掛け、
ノートには最低限の
事しか記入しませんでした。自己学習では、最初から試験直前まで
DATA問のみを何回も解き、
苦手な問題はより多く解いていました。
二次試験対策では、早い段階からES対策をしていたこともあり、面
接練習、
試験勉強共に効率よく取り組むことが出来たと思います。
そ
して、
これから公務員試験を控えている方には、ぜひ短期の目標を
立てて取り組むことをオススメします。
勉強の全てを暗記するのでは
なく、何度も解いて身体で覚えていく方法で地道に頑張って欲しい
です。
勉強で辛いこともありますが、
その分充実感はとても大きいで
す。
継続は力なりです。

諦めないことが1番大事！

法律・経済の知識がほとんどなく、
ビデオ授業では合格できないだ
ろうと思い、先生方が直接授業をしてくださるということで東京ア
カデミーを選びました。テキストとDATA問を何度も見たり解いた
りし、模試受験後はその都度復習をしました。
また独自の業務説明
会が頻繁にあり、質問を直接官庁の方にできる機会があり、積極的
に参加することで情報収集ができました。
一番大事だと思ったことは諦めないことと健康管理です。自分自身
の学力に不安を感じていましたが、直前期に諦めず勉強したおか
げで合格できたと思っています。
また寝る時間を削るのではなく、
起きている時間でいかに集中するかが大事です。
諦めないことが本
当に1番大事です！

国税専門官 最終合格

主要科目は毎日勉強し、
講義で学習した範囲の問題は次の日に解く
ようにしていました。
また分からないところは質問に行き、
テキスト
は切って使っていました。試験直前には苦手な所だけをメモしてお
き、
確認しました。
二次試験対策ではひたすら先生方に頼り、
複数の
方に練習していただきました。
受験勉強で辛かったことは模試で結
果が出なかったことです。逆に楽しかったことは先生に教えて頂い
た問題が解けた時です。
適度に息抜きをしつつ、
自分の納得いくまで
勉強をし続けたことが合格できたポイントだと思います。受講生の
みなさん受験勉強頑張ってください。

東京アカデミーは、
個別説明会に参加した際、
受講料や立地、
内容が
良いと思ったため入会しました。
また、
対面での授業だったのも決め
手です。
東京アカデミーでは筆記だけでなく、
ESや面接対策もしっか
りすることができました。
準拠テキストやDATA問が使いやすく、
カリ
キュラムがちゃんと組まれていたので、
バランス良く勉強できたこと
も東京アカデミーに通って良かったと感じた点です。
公務員試験対策は効率良くが要です。
早目にスタートし、
助走をす
ることで焦らずに本試を戦うことができます。早目に志望順位を固
め、
それにあった学習計画をたて、
実践していくことが大切です。
勉強
は辛いこともありますが、
一次、
二次と通過して合格できた喜びはと
ても得がたいものです。ぜひ東アカで志望官庁に向かって頑張って
ください。

長崎県警察事務 最終合格

渡来 風音さん［久留米大学］
長崎校

大学生協より料金が安いうえ、
通信講座なども充実していたため入
会しました。
講義においては講師の方々が丁寧に教えてくださり、
テ
キストもポイントを押さえて作成されていたので使いやすかったで
す。教養の数的処理や判断推理が苦手だったので、そこを中心に問
題を解くようにしました。
また、モチベーションを保つために、自分
が得意な科目を途中で挟んだりして勉強を進めました。
二次試験の
面接では、
講師の先生方や事務局の方に協力してもらい、
話す内容
を評価してもらいました。
論文試験においては、
講義に出席して何度
も書く練習をしたり、
情報収集のために新聞を毎日読んだり、
ニュー
スを見たりしました。
公務員試験は長く、
きつい道のりですが、
試験後
に楽しいイベントを設定したりして、
そこを目指して頑張ってみてく
ださい。

絶対に諦めない！

一度お話を伺いに行った時、
とても丁寧に対応してくださり、
ここで
なら頑張れそうだと思い、東京アカデミーに決めました。通って良
かったと思う点は、全て生講義で質の高い講義を受けられること
や、
二次試験対策を納得いくまでできることです。
また不安なことが
あればすぐに相談できてありがたかったです。辛い時も頑張る皆を
みてモチベーションが保てました。
公務員試験は長丁場でとても大変ですが、学歴は関係なく、頑張っ
た人が報われる試験です。
私はスタートが遅く、
間に合うのかという
不安から何度も心が折れましたが、絶対に諦めない という気持ち
を強く持ち、
何とか最終合格できました。
不安やストレスを上手に解
消し、
合格に向けて頑張ってください。

全て生講義であり、
先生方の親切・丁寧さに惹かれて東京アカデミー
に入会しました。講義には欠かさず出席し、積極的に先生方に質問
をしました。
公務員試験は科目数が多く何をやればいいか不安でし
た。
しかし、
東京アカデミーでは試験に出やすいところを中心に講義
が進められるので、無駄なく効率よく勉強することができました。
チューターの方と個別相談もできるので、
勉強の進め方や二次試験
の情報もたくさん仕入れることができました。
公務員試験は諦めず地道に勉強を続けることが合格へと繋がっ
ていくと思います。模試の成績が伸びずに不安になる時期もありま
した。
しかし毎日の積み重ねによって力をつけることができました。
自分のペースで休息を取りながらも頑張ってください。

大分市Ⅰ種
（消防士）最終合格

前職の職場の先輩からの紹介で入会しました。
成績向上のポイント
は講義に必ず出席することです。
テキストだけでは理解したつもりで
終わっていたかもしれないところでも、講義を受けることで問題や
解説をしっかり理解することができました。数的処理と判断推理を
中心に勉強し、
試験直前は自分が過去問で何度も間違えた問題を解
きなおしました。
面接対策では予想した質問に対して複数の回答を
準備し、
どの回答からでも自分が面接官に伝えたいことに持ってい
けるように、実際に面接練習を繰り返し行いました。試験勉強を一
人でしていると不安になるときもあると思いますが、
そんな時は誰
かと話して、
口から不安を出しましょう。
同期や先輩、
先生方など周り
には支えてくれる人がたくさんいます。
多くの人と話し、
情報交換し、
少しでも自分の力をつけていきましょう。

私は大学3年に東京アカデミーに入会し、公務員の勉強をはじめました。
始めは勉強を頑張っていたのですが、途中からモチベーションの維持が
難しくなりました。一番ひどい日は東京アカデミーの講義だけしか勉強
していませんでした。そこで私は、少しの時間に趣味をしたり、講義前に
近くのコーヒーショップで読書をするなど日常の中にルーティンをつく
ることにしました。
こうすることで毎日コンスタントに勉強することがで
きるようになりました。長期間、勉強を続けるためには適度の息抜きが
必要であると感じました。根を詰めすぎずに取り組んだ方が良いと思い
ます。そして、同じ研究室の仲間の6割は早い時期に内定をもらっていま
した。公務員試験での就活は長期戦のためこのようなこともおこり、不
安になると思います。
しかし、当たり前のことだと割り切って頑張りま
しょう。気持ちを強く持って勉強や面接練習に臨んでください。

大分校

私は大学の部活動を12月で引退し、1月からのコースに入り、勉強を始
めました。
これまでの人生の中で必死に勉強をしたことのなかった私で
すが、消防士になりたいという強い思いがあったので、一から勉強に取り
組むことができました。東京アカデミーに入会した当初は、講義を4コマ
受けると全てが新しい知識だったので、毎日ヘロヘロになって家に帰る
といった感じでした。
しかし、1ヶ月くらいたつと、友人も増え、一緒に頑
張ってくれる仲間も増えました。そのような周囲のおかげで、試験まで
2ヶ月をきった時ぐらいには1日12時間程勉強をするようになっていま
した。
また、時間を有意義に使いトレーニングにも励みました。そして常
に、後悔をしないことをモットーに取り組みました。後悔しないように一
生懸命取り組んだからこそ、良い結果がついてきたのだと思いました。人
生一度きりなので、後悔のないように皆さんも頑張ってください！

自分のペースでこつこつ積み重ね

福岡県警 最終合格

継続することの大切さ

東京アカデミーの授業が全てだと信じ、
休まず頑張れば大丈夫だと
思います。授業後は、自習室に籠り、出た問をひたすら解いていまし
た。
試験直前には、
新しい問題に取り掛かるより、
今まで何度も解い
た問題で自分に自信をつけるのが良いと思います。
二次試験対策で
は、
論文は枚数を沢山書き、
面接は東京アカデミーで練習を重ねまし
た。
自分に自信を持ち、
自分を信じることが何よりも大切だと思いま
す。そして、
これから受験する受講生のみなさん、時には気晴らしも
行い、
継続を心掛ければ絶対に大丈夫です。

高い志を持って

社会人として働いていたので、
本格的に勉強を始めたのは受験年度
の1月からでした。
講義は必ず受けるようにし、
はじめの頃は数的も
簡単に解けましたが、
難易度が上がるにつれて解き方が大切だと感
じました。
講義で先生の解き方を学びその解き方を習得するように
努めました。
また、
東アカの教科書を頭の中でページがめくれるくら
いまで暗記しました。
国家一般職試験も本当に東アカの教科書に書
いてあることからだったので、
教科書も大切だと思いました。
模試の成績をみて、
自分はこのままいけば大丈夫だろうと思う教科
も東アカの面談で客観的にウィークポイントを教えていただいたの
はありがたかったです。
また、
どの教科に短い中で重点的に勉強すれ
ばいいのか教えていただいたのが東アカに入って一番よかった点で
す。

自分に合う勉強のスケジュールを見つけるためにも、早いうちから
自習をしておいた方が良いと思います。
自習室に残って勉強している
と、
大体いつも同じメンバーが残っているので、
その人たちの存在が
一番良い刺激になると思います。
また、
模試などで良い結果が出なく
ても、
最後までどうなるかわからないので、
諦めずに最後までコツコ
ツ勉強を続けることが大事だと思いました。一次試験から最終合格
発表までが長く、
不安になると思うので、
一次試験ではギリギリで合
格するのではなく、
最終合格ボーダーくらいの点数は取っておくと良
いと思います。
頑張ってください。

やりたいことをするために、
まずやるべきことをやる

私は大学4年の6月から熊本県に向けての挑戦を始めました。その
ため、
「やるべきこと」
が非常に多かったです。
卒論の執筆に加えバイ
トやボランティア、
サークル活動など目が回るほど忙しかったです。
し
かし、
勉強時間を少しでも確保するために、
やるべきことに精一杯取
り組もうと挑戦した結果、
勉強以外の面でも良い結果と一生の思い
出を作ることができました。
そのため、
これから試験に挑戦される皆
さんも受験勉強以外の面でも挑戦をしていって頂きたいと思ってお
ります。
公務員試験はとても長い闘いなので、
心が折れそうになるこ
ともあると思いますが、
第一志望の官庁への熱い思いを胸に最後ま
でやり切ってください！

鹿児島市上級（一般事務）最終合格

「私の勉強方法と秘訣」

勉強方法として復習は必ず行うようにしていました。特に数的推
理・判断推理に関しては解法を自分のものにするまで考え、先生
に質問に行き納得できるようにしていました。暗記物について
は、就寝前15分で良いので、見てから寝ることをおすすめしま
す。試験直前はひたすら出たDATA問を解くようにしていました。
論文対策は、文章校正をしっかり道筋を立てることが大事です。
面接対策は、指導担当の先生が教えてくれることを信じて実践す
れば大丈夫です。後は、自分自身に自信を持ち常に努力すること
が最終合格できた秘訣だと思います。

北九州市行政総合 最終合格

「私が最終合格できた理由」

高校時代の部活の顧問が、
東京アカデミーで勉強して講師になった
経験を聞き、
私もそのような環境で勉強して夢を掴みたいと思った
ため入会を決めました。
講義は休まずに出席し、
東京アカデミーの質
の高い授業を受けて、
一次試験の対策を日々行ってきました。
本試験
の半年前からは、1日10時間の自主学習を行い、過去問題集（出た
DATA問）
は10周ぐらいまわしました。
論文は一週間に1本は書き、
また面接試験対策個別指導をしっかり受け、
練習を重ねました。
質の高い生講義はもちろん、
論文や面接練習にも力を入れて指導し
てもらえたことで合格に近づけたと思います。
また教務スタッフの
方々にも相談しやすい環境であったことが良かったです。公務員を
目指すみなさん、
高い志を持って頑張ってください！

鹿児島校

東アカは、
先生の授業が分かりやすい。
いろんな人の頑張っている姿
を見てやる気が出る。
いろんな情報が手に入る。
といった点がよかっ
たです。
県警の説明会等で興味・関心を持ったので受験を決めました。県警
は人物試験重視なので、
いかにやる気を伝えられるかが重要だと思
います。
私は、
積極的に説明会等に参加して顔を覚えてもらえました
が、
やる気を少しでも伝えることができたのかなと思います。
人物重視なのでもちろん面接の練習にも力を入れることが大切で
す。面接練習は東アカと大学を利用してできるだけいろんな人と行
いました。
また、
体力試験はあまりハードルが高くないですが、
体力作
りはしていた方がいいです。

大分校

東アカの言うことを聞いておけば
普通に合格します

タイトルの通りではありますが、
東京アカデミーのスタッフや講師の
方々の言うことを
「普通」
に実践すれば、
筆記試験に関しては
「普通」
に突破できると思います。
東京アカデミーでは、
各教科の勉強方法や
勉強する時期など細かい点までしっかり指導してくださるので、
それ
に従っていれば、
自ずと結果はついていきます。
おかげで、
東京アカデ
ミーのテキストのみで筆記試験はすべて突破することができました。
東アカを信じてください。
そして、
自分を信じてください。
それが合格
への近道です。

最後は自分との勝負

鹿児島校

アカデミーに入会してよかったことは、
同じ目標に向かって頑張る仲
間の存在があったことです。勉強を続けていくうちに辛い時期も
あったのですが、
そんな時に周りを見渡せば、
同じように頑張ってい
る仲間がいたから自分も最後まで頑張ることができました。
試験までの道のりは長いので、
とにかく計画を立てることが必要だと
思います。
計画的に実践することで、
精神的にも楽になると思います。
あとは自分との勝負です。
報われない努力もあると思いますが、
あき
らめない限り結果はついてきます。合格している人は間違いなく努
力しています。
公務員試験は長丁場になるので途中でくじけそうに
なるのは当然のことです。
大事なのはそこでどうするかです。
時には
肩の力を抜く場面もつくり、
自分を信じて最後まで頑張ってください。

熊本市上級事務職 最終合格
小野 優治さん［熊本学園大学］

北九州校

日常の勉強では過去問をしっかりやりこみ、問題番号と５択の数
字の表を自作した上で、本番同様に時間を意識しながら解くよう
に工夫していました。二次試験対策では、市であれば市政だより
やHPの政策大綱を、国家であれば受ける省庁のパンフレットを
読み込み、必要であればノートにまとめていました。最終合格に
向けてのポイントは自分のできる最大限の努力と勉強をいかに
楽に出来るか工夫し続けること、積極的に質問して情報を集め
ること、日頃から自分の意見を持つことだと思います。

長崎県警察 最終合格

何事も徹底的に諦めない

熊本校

私自身、
勉強を始めるのが遅かったため、
本番前は本当にきつかっ
たです。
そのため、
出たDATA問が配られたら、
一般知能と文章理解
は毎日最低2題取り組み地道に力をつけていけばいいと思います。
公務員試験は学校のテストと違い範囲がすごく広いです。準備期間
もその分長いので、
ずっと勉強するのはきつく、
友人が民間企業に内
定したりして焦る人もいるかもしれないですが、本当にやりたい仕
事なら耐えて頑張ってください。
遊びに行ったり、
体を動かして頭を
休めることも大事です。
あと、
自習室を利用してずっと勉強していた
人ほど受かっているイメージがあるので、自習室を利用した方がい
いと思います。

東京消防庁Ⅰ類 最終合格

小川 空海さん［長崎県立大学］
警察官になるために

森山 湧斗さん［大分大学］

室之園 怜央さん［志學館大学］
北九州校

森下 一輝さん［北九州市立大学］
鹿児島校

家に帰ると勉強に集中することができない性格だったため、
アカデ
ミーに通うことは、
私にとって一番勉強ができる方法でした。
また、
ア
カデミーに行けば、
名前は知らないけどいつも一緒に頑張っている
人たちがいて、自然とやる気も出ます。
また、試験会場で会うことも
多く、
スムーズに試験に臨めたことも多かったため、
アカデミーに
通って本当によかったです。
公務員試験は本当に体力勝負だなと感じました。それは、
「心身」の
体力であるとも思いました。
そのためには、
リフレッシュすることも
大切で、
勉強ばかりではかえって効率が上がらないと思いました。
自分の一生を決める大切な試験が目の前にあります。
もう一度本気
で将来のことを考えて、机に向かう時間を少しずつ増やして合格を
勝ち取ってください。

人物試験対策は万全に

公務員試験を受けるのに大切なことは、
効率的な学習と自分を最後
まで信じることの二点です。
試験で出題される分野、
範囲は非常に広
く、
最初は戸惑うかもしれません。
しかし一口に公務員試験と言って
も、その種類は多岐にわたり、試験ごとに出題傾向も異なります。そ
こで、
早いうちから自分の目指す試験の傾向を掴み、
効率的な学習
を行うことが大切だと考えます。
また、
長期戦の公務員試験を戦い抜
くのは容易ではありません。
時には、
この辛さから逃げ出したいと思
うこともあるかもしれません。
しかしそんな時でも
「自分なら絶対大
丈夫！」
と自分自身を鼓舞し続けたことでこの長期戦に打ち勝ち最
終合格を果たすことができました。
勉強法は人それぞれと思います
が、
この二点をぜひ参考にしていただければと思います。

鹿児島県上級（警察事務）最終合格

岡村 達也さん［福岡大学］

太村 健太さん［鹿児島国際大学］
福岡校

熊本
熊本校

福岡県行政 最終合格
熊本校

熊本校

自分を信じて効率的な学習を心掛けること

熊本国税局 最終合格

「最後までやりきる」

鹿児島県警察官A 最終合格

池田 圭佑さん［久留米大学］
北九州校

鹿児島校

東アカで授業を受けて、独学では理解できないようなところも先生
の解説で理解することができ、
また、
大学学内講座と比べると、
相談
したいときに相談しやすい環境だと思いました。
講義にはできるだけ休まずに出席するようにしましたが、やむを得
ず休んだ時には、
録音を聞いて内容を理解するようにしていました。
また、
適宜行われるガイダンスでは、
点数配分や、
ややこしい選考の
手続きについても聞くことができたのでよかったです。
法律科目は覚えることも多いので、
早めに手を付けておいた方が良
いと思います。
また、
暗記しないといけないことは、
小さめのノート等
にまとめておいた方が見返しやすく、
定着しやすいと思いますが、
そ
れでも想定外のことが起こることもあるので、
想定通りにはいかな
いということを頭に入れておいた方が良いと思います。

公務員試験は
「心身」
の体力勝負

池福 ひとみさん［西南学院大学］
鹿児島校

国税専門官 最終合格

片平 博さん［鹿児島大学］
大分校

公務員は民間志望の人と比べて期間が長く、
受験生活の中で焦りや
不安を感じることもあるかと思います。
私は、
特に他の受講生の人々
の成績や勉強方法を比べてしまい、
焦ることがよくありました。
です
が、周りの受講生の勉強方法を取り入れながら、自分の勉強方法や
生活リズムを確立したことで、
最後まで頑張り続けることができまし
た。
大変なこともあるとは思いますが、
自分のペースでこつこつ積み
重ねていくことが大切だと思います。

北九州市消防 最終合格
畑間 大輔さん［関西学院大学］

森本 勘太さん［福岡大学］
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合格までの道

生講義で分からないことが理解できた

航空管制官 最終合格

稲葉 麗奈さん［立命館アジア太平洋大学］

瀬野 智博さん［熊本学園大学］
大分校

松本 沙希さん［大分大学］
長崎校

東京アカデミーの講義は憲法・民法・行政法・経済学などの主要科目
はもちろんのこと、その他の科目に関しても講義をしてくれるので
とても助かりました。
又、
自分一人で勉強するのではなく大学の友達
や東京アカデミーの友達と一緒に勉強することでモチベーションの
維持にも繋がると思います。
面接に関しては練習も大事ですが本番
の雰囲気に慣れることも大切なので、
最初に志望度が低く圧迫面接
の傾向がある面接を受けておくと、
後の面接がかなり楽になるので
受けておくことをオススメします。
最後になりますが、
公務員試験は
期間が長く、
つらいものではありますが、
継続して勉強すれば
「なる
ようになる」
試験だと思っているので、
受験生のみなさんもあまり肩
に力を入れすぎないように自分のペースで継続してやることが合格
への一歩になると思います。
受験生のみなさんﬁghtです！
！

短期間で合格に導いてくれた指導法に感謝

熊本県行政 最終合格

大分市Ⅰ種
（事務職）最終合格

松瀬 裕也さん［関西学院大学］
福岡校

長崎校

大分県上級
（行政）最終合格

勉強の毎日と周囲の内定のはやさ

継続力

裁判所事務官 最終合格

大学の友人からの誘いでグループ入会しました。東京アカデミーは
講義、
試験情報、
職種に合わせた模試、
自習室の利用ができ勉強面、
面接面でたくさんのアドバイスをもらいました。
特に力を入れて取り
組んだ教科は法律科目でDATA問を5周ほど解きました。
また、
憲法
の記述対策では、
講師の方が予想問題や過去問20年分の問題冊子
を作ってくださり、
わかりやすく解説していただいたので本番の試験
でも高得点を取ることができました。
公務員試験は合格までの道の
りがとても長いので、
精神的につらくなったりすることもあると思い
ます。
そんな時は周りの友人に相談したりして乗り超えてください。

長崎市役所 最終合格

小池 優菜さん［福岡大学］

あっという間の半年間

裁判所事務官になるために

鹿児島地方検察庁 最終合格
長濵 真衣子さん［熊本大学］

大分校

森田 幸音さん［鹿児島大学］

合澤 尚冶さん［日本文理大学］
福岡校

福岡市上級 最終合格

自分のペースで

友人から東京アカデミーのことを聞き、大学の公務員講座と比較し
て合格実績や授業料などを考慮して入会を決めました。
講義以外の
時間は自主学習に時間を費やしました。
特に力を入れて取り組んだ
科目は数的処理と専門科目です。数的処理は毎日問題を解き、専門
の法律系は何度も同じ問題を解きなおしました。
試験直前はマラソ
ンをしたり、
ドラマを見たりしてリラックスしました。
面接対策では予
約制だったので何度も対策してもらいました。そしていろいろな人
に見てもらうことで、
自分の至らない点や異なる視点からの改善点
を探し出し、
準備を進めました。
勉強は成績が伸びないと苦しいです
が、
自分が公務員として働く将来像を思い描いて取り組んでほしいで
す。
まず勉強する習慣をつけてください。
毎日継続することで力はつ
いてきます。
自分を信じて頑張ってください。

長崎県上級 教育事務 最終合格

森本 真央さん［長崎大学］
日々の努力

自分を信じること

村上 綾さん［長崎大学］
福岡校

効率良くが要です！

清家 和博さん［大分大学］
長崎校

裁判所事務官 最終合格

湯瀬 紗也佳さん［福岡大学］

北九州校

福岡出入国在留管理局 最終合格

山下 慶記さん［長崎大学］

国税専門官 最終合格

前田 智穂さん［北九州市立大学］
自分が納得できるまで挑む

福岡校

佐賀地方法務局 最終合格

木屋 光晴さん［帝京大学］
長崎校

高校の友人が通っていたため、
入会しました。
長崎県警に合格するた
めに教養に力を入れて勉強しました。特に頑張った科目は、数的処
理と判断推理で、
何度もDATA問を解きました。
講義の分かりやすさ
に加え授業の質問もしやすく、自分が理解できるようになるまで粘
り強く質問しました。
二次試験の面接対策では、
何度も予約して練習
しました。
志望先のことについて細かく調べるために個別面談で相
談したりしました。
公務員試験は勉強と面接などやらなければいけ
ないことがたくさんあります。焦ったり、不安になることもあると思
います。そんな時は、わからないことを徹底的に質問したり、講師の
方や事務局の方に相談してみてください。自分のことを信じて頑張
れば、
必ず合格できます。

「コツコツは勝つコツ」

熊本校
熊本

私は絶対に消防士になる！という強い気持ちを持って勉強に励
みました。
この気持ちが原動力になると思います。なので、
これか
ら受験勉強する方は目標を作って強い気持ちで臨んでいくこと
が大切です。何度も不合格になり辛く苦しかったですが、消防士
になるという気持ちはぶれることなく、毎日の勉強をコツコツ
と努力して諦めずに頑張りました。その結果、合格することがで
きたのだと思います。継続して努力することが大切です。どんな
に辛く苦しくても、諦めず前を向いて努力してください。頑張っ
た分だけ合格した時の喜びは大きいはずです。私もこれからの
消防人生を一生懸命頑張っていきます。皆様のご健闘をお祈りし
ています。
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講義力が強い!

強い!

Tokyo Academy has a strong Lecturer force!

Tokyo Academy is strong!!

常に

近年の多様化する学習スタイルの中で、東京アカデ
ミーは『同じ志を持つものが集う生講義』
という環境
で、受講生のみならず、講師、教務スタッフが共に同じ
目標を追い求める場です。その東京アカデミーが公務
員試験対策講座において、
常に多くの合格者を輩出し
ていることには、
理由があります。
それは、
公務員試験
対策において、
他にはない確固たる"強み"を持ってい

講義力が強い
Tokyo Academy has a strong Lecturer force!

受験生サポートが強い
Tokyo Academy has strong in Student Support!

人物試験対策に強い
Tokyo Academy is strong in Person evaluation test!
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最新の講義!!

毎年、国家一般職・地方上級・警察官・市役所（B・C）
・国立大学法人等の本試験終了後に、試験内容の詳細なデータが
当社試験研究部より全国32校へ配信されます。そのデータを基に各校で講師会を開き傾向分析や情報の共有が行わ
れ、講義に反映させていきます。東京アカデミーの講義力が強いのは、常に最新の講義が行われているからです！

東京アカデミーでは
平均指導歴が16年以上のベテラン講師が担当します！
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るからです。
Tokyo Academy is strong!! 強い東京
アカデミーをどうぞ実感してください！ 必要に応じて
オンライン講義配信の準備もしております。安心の体
制でバックアップします。

模擬試験・教材が強い
Tokyo Academy has a strong Practice test & text!
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国家一般職試験に強い 15

一般知能
今田美代 講師

民法・人物対策
安藤慎治 講師

経済学
佐藤裕一郎 講師

憲法・労働法
渡部忠信 講師

経済学ほか
石田泰之 講師

一般知能
池田 睦 講師

一般知能
橋本克弘 講師

判断推理
川畑享稔 講師

数的推理
義之信司 講師

人文科学
池田詠子 講師

法律系
久木野成敏 講師

経済学
江藤辰也 講師

Tokyo Academy is strong in National General Employment Examination

地方公務員試験に強い
Tokyo Academy is strong in Local officials test!

17

東京アカデミーの
講座・講習・イベントは
HPでもご案内しています。
右の2次元コードよりご覧ください。
■官庁・自治体説明会
2021年度2月中旬〜3月下旬開催予定！

東京アカデミーHP

※参加官庁・自治体はHPにてご確認ください。

7

ぜひご参加ください！

他多数！

❶

❷

❸

❹

❺

非公表問題の再現

試験傾向を分析

講師会で講義方針決定

模擬試験＆教材開発・作成力

高合格率を支える講師陣

全国32拠点一斉
受講生へ聞き取り調査

東アカ試験研究部が
全国の情報を集約・分析

各校独自の試験情報
とあわせて分析

情報力がなせる
完全オリジナル

熟練の講師力が
実績を証明！

全国32拠点の受講生
に聞き取り調査を行
い、非公表である地方
公務員試験において過
去に出題された本試
験問題を2,430問再
現しています。
この情報
が東アカの最新傾向に
即した講義の基となっ
ています。

東アカ試験研究部のス
タッフ55名が全国32校
からの問題を集約・分析
し、
不完全な問題につい
ては再調査を徹底的に
行い、集まった地方公務
員の試験情報は2019
年度でも約80以上の自
治体になります。
これら
の情報が地域対応教材
の作成に活用されます。

全国32校の担当講師・教務
が最新の試験傾向や情報を
提供するため、講師会を年2
回実施して講義方針を決定
しています。講師会では公務
員試験制度の変更に対応し
つつ、志望先の異なる全て
の受講生が満足できる講義
内容を検討しています。それ
が東アカの高いレベルへの
講義に繫がっています。

模試開発に携わった東ア
カ試験研究部の模試担当
スタッフ43名が約1年をか
けて、毎年全10回分の全国
模試819問の新問を作成
しております。同様に教材
についても総勢43名の教
材担当スタッフが最新の試
験情報を基に改定を毎年
行い、常に最先端の教材の
開発に尽力しています。

東京アカデミー公務員担当講師
の平均指導歴は16年以上、受
講生アンケートでも講師満足度
10点満点中、平均は8.9点と高
評価を得ています。それは、①〜
④の過程を経ているからこその
証明であり、予備校の使命であ
ると考えます。
最終合格実数を公表しているこ
とからも東アカの講義力が強い
と自信を持って言えるのです。
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受験生サポート
が強い!

Tokyo Academy has strong in Student Support!

職種・併願ガイダンス

（実施時期：2021年2月〜4月）戦略的併願で合格率アップ！

公務員試験受験は複数の試験を併願することが鉄
則です。併願ガイダンスでは各試験の本試験の日程、
受験申込の時期、申込方法などを説明し、合格の可能
性を高める併願方法を解説します。
また、国家公務員と地方公務員では試験情報発表
のタイミングが異なります。そのため併願ガイダンス
は国家公務員編と地方公務員編の2回実施します。
※併願ガイダンスの様子

※併願ガイダンス資料

社会情勢により、実施の有無・形態が変更となる場合があります。

終講オリエンテーション

学習スタートガイダンス

一次試験合格者対象ガイダンス

（開催時期：2020年10月）

（実施時期：2021年4月〜5月）

（実施時期：2021年5月〜7月予定 一次試験合格発表直後）

公務員試験対策は長期間に及び、
またたくさんの科目を同時進行で学習していく事
になります。公務員試験の概要、試験内容、合格へ向けた学習計画の立て方、受講生への
フォロー体制など最終合格までの道筋を説明します。

講座終了前に終講オリエンテーションを実施します。終講オ
リエンテーションでは、講義終了後の学習方法や本試験へ向
けての準備、一次試験合格後の二次試験対策の受け方などに
ついて説明を行います。
講義実施期間中だけでなく、受験終了まで合格へ向けたサ
ポートを行います。

各種主要公務員試験について、それぞれの一次試験合格発
表直後に、その合格者を対象にガイダンスを実施します。東
アカOB・OGの受験報告書を基に人物試験対策アドバイザー
が、本番に向けてのアドバイスを伝授します。

合格者座談会

（開催時期：2020年11月〜2021年1月）

多くの合格体験談を聞いて更にやる気度アップ！
※終講オリエンテーションの様子

合格者チューター制度
※合格者座談会の様子

東京アカデミーで毎年行っている「合格者座談会」
では、学習計画の立て方や学習の進め方、自主学習の内容、併願先、
また、座学
以外に力を入れたことや人物試験への取組み方、心構えなど、合格者から直接合格の秘訣を学ぶことができます。毎年、参加した受
講生から、
「この座談会が一番の刺激になった」、
「さらに勉強する意欲が湧いた」などの声も出る大好評の企画です。

官庁・自治体説明会
（開催時期：2021年1月〜4月）

70の官公庁の説明会を開催!

全国302官庁・自治体で開催！
のべ12,063名もの方が参加されました！

（実施時期：2020年12月〜受験終了まで随時実施）

左記座談会とは別に、合
格者に直接質問や相談が
何度もできる合格者チュー
ター制度を設けています。
合格者自身の合格体験か
らアドバイスを行います。

東京アカデミーでは全9種類の模擬試験を実施します。
模擬試験の結果をもとに学習をすすめるために、個別面談
を実施します。

〜面談内容〜

※合格者チューターの受講生対応の様子

・成績表の見方
・成績分析のやり方
・学習計画の立て方
・これから学習すべき科目
・志望先へ向けた学習 など
※個別相談の様子

その他各種情報サポートも充実！

【2020年度九州6校で実施した主な官庁・自治体説明会参加官公庁】
国家公務員 福岡国税局、熊本国税局、九州財務局、福岡財務支局、鹿児島財務事務
所、福岡地方裁判所、長崎地方裁判所、大分地方裁判所、熊本地方裁判
所、鹿児島地方裁判所、福岡入国管理局、門司税関、長崎税関、福岡高等
検察庁、福岡地方検察庁、長崎地方検察庁、鹿児島地方検察庁、福岡労
働局、長崎労働局、大分労働局、鹿児島労働局、熊本労働局、九州経済産
業局など
地方公務員 福岡県、
長崎県、
大分県、
熊本県、
鹿児島県、
北九州市、
熊本市、
鹿児島市 など
警 察・消 防 福岡県警、
佐賀県警、
長崎県警、
大分県警、
熊本県警、
鹿児島県警、
山口県警、
大阪府警、
熊本市消防局、
福岡市消防局、
大分市消防局、
東京消防庁 など

東京アカデミーでは全国の様々な試験に対応できるよう各種情報を事務局に取り揃えております。
事務局の試験情報は講座受講生であれば随時閲覧可能です。

〜例えばこんな情報があります〜

※実際の官庁・自治体説明会の様子
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個別模試成績面談

（チューター在籍時期：2020年11月〜2021年3月）

※2019年度開催分

※2020年度 九州6校 官庁・自治体説明会のべ開催官公庁数

東京アカデミーでは、各官庁、自治体から現職公務員の方をお招きして業務説明会を実施しています。
実際の仕事内容、やりがい、求める人材など
『現場を知る』
ことができる貴重な機会です！

※一次試験合格者対象ガイダンスの様子

・消防官志望の方のための「消防適性検査対策テキスト」
・SCOA試験が実施される自治体を志望する方のための「SCOA問題対策練習帳」
・SPI試験が実施される自治体を志望する方のための「就職試験対策テキスト」
・新教養試験Lightが実施される自治体を受験する方のための「新教養試験Light問題集」
・Uターン・Iターン受験のための「地方公務員受験セミナー」を全国の校舎で実施！
「地方公務員受験セミナー」の詳細はP18をご覧ください。
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人物試験対策

①人物試験対策講義

2020年11月〜12月実施／2回

11月実施
「印象アップ講義」
、
12月実施
「自己分析・面接対策講義」
面接試験において、初めて面接官と対峙した時の第一印象は合否に大きな影
響を与えます。印象アップ講義では合格に近付くための印象の高め方を伝授
します。自己分析・面接対策講義では、面接試験へ向けて一次試験前からでき
る準備について説明します。

に強い!

印象アップ講義の様子

Tokyo Academy is strong in Person evaluation test!

社会情勢により、実施の有無・形態が変更となる場合があります。

東アカの人物試験対策プロセス
一次試験合格発表後、人物試験が実施されるまでの期間は、平均2週間強
です。一次試験合格発表後からの人物評価試験の対策ではとても間に合いま
せん。その点をしっかりと理解しているからこそ、東アカでは筆記試験対策と
並行しながら数カ月を要して人物試験対策を行っています。

2019年度個別面接指導
のべ24,542回実施

②面接シート添削

2020年12月〜2021年4月

面接シートは面接試験前に提出しなければならない重要な書類です。面接
シートに合否が左右されると言っても過言ではありません。
面接シートが完成
しなければ面接の練習を充分に行うことはできません。
また、面接シートを完
成させる過程で、
話すことを考え、
自身の考えをまとめます。
東アカでは一次試
験前から面接シートの作成を開始し、
個別での添削指導を開始します。
面接シート添削の様子

全32校実績

人物試験対策アドバイザー

③スピーチ特訓・グループワーク

ベテラン・若手指導者による様々な視点による本番を想定したアドバイス！

面接の基本は「話す」
こと！面接試験へ向けて
「話す」練習から始めます！

村冨拓也

安藤慎治

橋本克弘

品川恭徳

永田敏貴

加藤

修

2021年2月〜2021年4月／全日制5回 夜間部2回

面接シート添削の中で面接へ向けて自分
の考えをまとめていきますが、本番では上
手に伝えられなければ意味がありません。
スピーチ特訓・グループワークでは各回で
決められたテーマに沿った受講生同士の対
話を通して
「話す」
訓練を行います！
※グループワークは全日制のみ実施します

スピーチ特訓・グループワーク実施の様子

④個別面接・集団討論指導

一次試験合格発表後随時／回数無制限

全国の東アカ受講生の報告書を基にした膨大な情報によって行う個別指導！
梶原良博

田上亜紀子

垣内一幸

中村真嘉

宮内あゆみ

肱岡真二

東京アカデミーは多数の専門スタッフでサポートします！
！
人物試験対策スケジュール
2020年11月
〜12月

①人物試験対策講義

2020年12月
〜2021年4月

②面接シート添削

全国の東京アカデミーでは毎年多くの受講生が本試験を受
験し、東京アカデミーではそれらの受験報告書を収集していま
す。そうして集まったたくさんの試験情報を駆使し、本番を想
定した面接指導を行います。
左：集団討論指導の様子
右：個別面接指導の様子

論文対策講義＆添削指導
（講義実施時期：2020年10月〜2021年1月、添削実施期間：講座終了まで実施）
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2021年2月
〜2021年4月

③スピーチ特訓・グループワーク

2021年4月
〜最終合格まで

④個別面接・集団討論指導

ほとんどの公務員試験では論文（作文）試験が実施され、合格の為には対策が必須と
なります。
対策必須の試験でありながら苦手な受験生が多い試験です。
そのため東京アカ
デミーでは講義で書き方の基礎から丁寧に説明し、原稿用紙の使い方から学びます。そ
の後、
実際に論文を書いて添削指導を行います。
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模擬試験・教材
が強い!

基礎事項を詰め込んだ21冊の基本書

【準拠テキストシリーズ】
長年積み重ねてきた膨大な過去問の情報を分析し、
必要最低限度の学習で最大の理解を得ら
れるよう編纂した、
東アカ講義のために作られたテキスト
（基本書）
。
※写真は2020年度のものです。

上記のように本試験でも多数的中している東アカのオリジナル教材
「準拠テキスト」
。
P.17で紹介
している
「出たDATA問」
と組み合わせて使用することで、
学習効果は格段に向上します。

判断・空間

Tokyo Academy has a strong Practice test & text!

受験者総数

26,911

※

憲法

民法

行政法

ミクロ経済学

マクロ経済学

政治学

行政学

労働法

刑法

経営学

社会学

会計学

商法

財政学

国際関係

数的・資料

社会科学

人文科学

自然科学

文章理解

名!!

業界トップクラスの模擬試験!!
※2019年度ステップ１〜市役所模試までののべ受験者数

章ごとに
ワンポイント
アドバイスを
掲載！

ライバルは全国の受験生!

無料※の全国公開模試
東アカの模擬試験は、常に受験者の学習の指針となる
「良質な問題」
による
「良質な模試」を提供するために、時間をかけて、練りに
練った問題作成を行っています。
もちろん受講生は、受講期間内に行われる模試は全て無料※。全国最大規模の受験者数を誇る模擬試験で、自己のレベル、弱点を
把握し、学習に活かすサイクルを構築することができます。
※会場実施日に受験された方に限ります。

頻出度が
一目で
分かる！
！

基本
パターンを
頻出例題で
マスター！
！

学習進度・多彩な職種に対応した

10の模試ラインアップ

2018年度
警察官A区分
（5月実施）
にて
的中！
！
例題ごとに
POINT
解説！

・2021年度 全国公開模擬試験LINE UP（予定）
①共通型ステップ１・
・
・
・
・
・
・実施時期 2020.11月8日
（日）
②共通型ステップ２・
・
・
・
・
・
・
・
・実施時期 2021.2月7日
（日）
③警察官・消防官型 ・
・
・
・
・
・
・実施時期 2021.2月21日
（日）
④裁判所職員一般職型 ・
・
・
・
・実施時期 2021.3月6日
（土）
⑤国税専門官型 ・
・
・
・
・
・
・実施時期 2021.3月20日
（土・祝）
⑥財務専門官型 ・
・
・
・
・
・
・実施時期 2021.3月20日
（土・祝）
⑦労働基準監督官Ａ型・
・実施時期 2021.3月20日
（土・祝）
⑧国家一般職型 ・
・
・
・
・
・
・
・
・
・実施時期 2021.3月28日
（日）
⑨地方上級型 ・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・実施時期 2021.4月11日
（日）
⑩市役所型 ・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・実施時期 2021.8月1日
（日）

的中問題
2018年度 警察官（A区分）5月実施

※実際の模試受験の様子

単元の学習が
終わるごとに
演習問題で
基礎知識の定着が
チェックできる！
！

模試の成績を最大限に活用した

個別模試成績面談
東京アカデミーでは全9種類の模擬試験を実施します。
模擬試験の結果をもとに学習をすすめるために、個別面談を実施します。
※実際の面談の様子
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難易度も
徐々に
ステップ
アップ！

A〜Eの5人が、5種類の参考書v〜zのうちどれ
を持っているか調べたところ、次のことがわ
かった。正しいものは次のうちどれか。
ただし、同じ種類のものを2冊以上持っている
人はいない。
・Aは3冊、Eは2冊持っており、wは2人、xは
3人、zは2人持っている。
・Aが持っているものをBは持っていない。
・CはAが持っているものを全て持っており、
さらにzも持っている。
・Cはyを持っていない。
・Eが持っているものは全てDも持っている。
1
2
3
4
5

Bはzを持っている。
Dは4冊持っている。
Eはvとyを持っている。
vは全部で3人が持っている。
yは全部で3人が持っている。

※聞き取り調査による問題での的中となり、
実際の出題とは多少異なる場合があります。
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国家一般職試験
に強い!

東京アカデミーは
国家一般職試験合格をサポートします！
公務員試験合格のカギは国家一般職試験への取組みにあり!!
国家一般職合格ガイダンスを実施！

社会情勢により、実施の有無・形態が変更となる場合があります。

Tokyo Academy is strong in National General Employment Examination

意外と合格しやすい!?

（実施時期：2020年10月・2021年2月）

国家一般職試験合格のポイント！

国家公務員試験と聞くと
「国家というだけでなんだか難しそう」
というイメージを持つ方が多いですが、必ずしもそうとは
限りません。国家公務員試験は試験の配点が明確に公開されており、配点が非公開であることの多い地方公務員に比べ、
個々の得意・不得意に合わせて作戦を練りやすい試験なのです。東京アカデミーでは国家一般職合格へ向けて受験生ごとの
作戦を提案します！このページでは国家公務員一般職試験の仕組みと攻略法をご紹介します！

P15で説明しているように、国家一般職試験への合格は専門試験科目の強化に
あります。専門試験が実施される試験は国家一般職に限らず、国税専門官や財務専
門官、労働基準監督官A、裁判所一般職などの国家公務員を始め、各都道府県の各
行政職や政令指定都市の上級事務職、一部の市町村が専門試験を実施しています。
つまり専門試験科目の学習強化は国家一般職だけでなく、他試験へ向けた対策
にもなります。試験ごとに傾向と対策が異なります。東京アカデミーの持つ試験情報
とノウハウを結集し、国家一般職合格へ向けた対策法を解説します。
※東京アカデミーオリジナル国家一般職試験合格ボーダー分析シート

国家一般職試験 合格者の決定方法とは？

2019年度全国共通

国家一般職試験では、主に地方公務員でほとんどの自治体が一次試験の結果を二次試験以降に持ち越さない「リセット方式」を採用
しているのに対して、国家一般職試験では一次試験の結果が最終合格の判定まで加算されます。
つまり一次試験の結果次第で面接試験
でのハードルが変わってくるということなのです。
また、受験者の筆記試験の得点は、各試験種目の素点（正答数）
ではなく、試験種目ご
とに平均点、標準偏差を用いた標準点となります。素点が同じである場合、その標準点が基礎能力試験（教養試験）
よりも専門試験の方
が高く、基礎能力試験の素点が1点上がると標準点は6.935上がるのに対し、専門試験の素点が1点上がれば標準点は9.243上がり
ます。つまり、専門試験の標準点は、基礎能力試験（教養試験）の標準点の1.332倍となり、専門試験科目の学習強化で合格の可能性を
高めることができるのです。
※算出方法については最寄りの東京アカデミー校舎へお問い合わせください。

教 普通

専 普通

面 普通

2019年度
九州地区

専 苦手

面 普通

2019年度
九州地区

バランスタイプの攻略法！
一次試験は58％の得点で合格できる！?

苦手を補う攻略法！
専門試験は4割正解でも合格できる！?

教養試験・専門試験・面接試験においてバランスよく得点して
合格を目指したい場合、教養試験23点・専門試験23点（正答率
58％）
で一次試験の標準点は371点となり、一次試験合格標準
点343点
（2019年度行政九州）
を超えることができます。
また、
論文試験で評価4を得たとすると、
面接試験ではＡ〜Ｅの
5段階のうちＣ評価（標準点103点）
で最終合格することができ
ます！どれも得意ではないけれど特に苦手でもないという方は、
バランス型で攻略してみてはどうでしょうか？

専門試験が苦手で不安という方の場合、
教養試験で29点取る
ことができれば、専門試験では16点（正答率40％）獲得で一次
試験に合格することができます！論文試験で評価4を得たとする
と、面接試験ではＡ〜Ｅの5段階のうちＢ評価（標準点148点）を
獲得することができれば最終合格することができます！専門試験
は自信がないけれど他の試験種目を頑張って合格したいという
方は、
苦手を補う攻略法を考えてみてはどうでしょうか？

教 普通

専 普通

面 苦手

2019年度
九州地区

一次でがっちりの攻略法！
面接試験が苦手でも合格できる！?

面接試験が苦手な方の場合、一次試験において教養試験25
点、専門試験25点（標準点403点）の得点で一次試験に合格し、
論文試験で評価4を得たとすると、面接試験ではＡ〜Ｅの5段階
のうちＤ評価
（標準点57点）
で最終合格することができます！Ｅ評
価となった場合は標準点に関わらず不合格となるため、面接試
験を最低ラインで合格する攻略法となります。
ちなみに面接試験の評価Ｂと評価Ｃの標準点の点数差は45
点。
これを教養試験の得点に換算すると正答6問分。
専門試験の
得点に換算すると正答4問分に相当します。
面接が苦手な方は一
次試験に力を入れて攻略してみてはどうでしょうか？
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教 普通

2019年度全国共通
国家一般職試験攻略法
専門試験＝法律と経済だと思っていませんか?
教育学部の方
「教育学」
+
「心理学」
を選択で10点獲得！
法律・経済が苦手な方
「行政学」
+
「政治学」
+
「社会学」
+
「国際関係」
+
「経営学」
を選択で25点獲得！
英語が得意な方
「英語
（基礎）
」
+
「英語
（一般）
」
を選択で10点獲得！
※上記は素点
（＝正答数）
での得点です。

とにかく合格を最優先に受験したい方
一次合格標準点・最終合格標準点どちらも全国下位の
北海道ブロック・沖縄ブロックが狙い目！

自分に合った攻略法で合格を目指しましょう！

国家一般職の仕事には魅力がいっぱい！
官庁・自治体説明会を開催！
（国家一般職採用の官庁が多数参加！）
（実施時期：2021年1月〜4月）

社会情勢により、実施の有無・形態が変更となる場合があります。

普段の生活の中でなかなか接する機会のない国家公務員ですが、各官庁の業務分野は多岐に渡り、魅力的なお仕事がたくさん
あります！国家一般職試験で採用される官庁も参加する「官庁・自治体説明会」
を開催します。
現職の国家公務員をお招きして、仕事内容・やりがい・求める人物像など、現職国家公務員だからこそお伝えできるリアルな
仕事内容を聞くことができます。
「生の声」を聴くことのできる貴重な機会です！
質疑応答の時間も設けているので、仕事内容に関する質問や働き方に関する質問等も可能です。
※業務説明会実施の様子

合格者のアドバイスで学習効率もモチベーションもアップ！
国家一般職合格者座談会＆合格者チューター制度！
（実施時期：2020年11月〜2021年3月）
国家一般職試験は、業務説明会や官庁訪問に参加する必要があるなど、他の試験とはや
や異なる進み方をします。そのため説明会への参加方法や説明会の様子、官庁訪問での注
意点などの情報収集が必須です。東京アカデミーでは、それらを実際に経験してきた先輩合
格者に合格者チューターとして受講生からの相談受付を行っています。実際に経験してき
たから聞けるリアルな経験談を基にアドバイスを受けることができます。

※合格者チューターの受講生対応の様子
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地方公務員試験
に強い!

Tokyo Academy is strong in Local official test!

全国各地・各種公務員試験の
人物試験概要が２冊の冊子に

※国家一般職の官庁訪問記録や、国税専門官・財務専門官などの機関訪問記録も合わせて掲載

・人物試験対策パーフェクトガイド
（非売品）
B5判 全306ページ 市役所職員・警察官＆消防官・国立大学法人等・技術/資格職を掲載
※警察官・消防官の体力試験や身体要件、国立大学法人等の機関訪問記録も合わせて掲載

問!!

共通の特集記事として、各種公務員試験人物試験の概要と、
その攻略法、評価のポイントなどを掲載。
また、面接の質問
例のほか、
「集団討論のテーマと概要」
「論文試験の課題と概
要」
「受験生からのアドバイス」
などを詳細に掲載しています。

※写真は
2020年度版を掲載

東アカ受講生のための
最強過去問題集

出たDATA問
東京アカデミーの過去問精選問題集『出たDATA問』は非公表の地
方公務員（ABC各日程）や警察官・消防官、国立大学法人の問題につ
いても、受講生からの聞き取り調査により作問。専門部署の試験研究
部が徹底した傾向分析を行って集約・編集し、国家公務員や東京都・
特別区など公表されている問題と合わせ作成しています。
受験生なら誰でもチャレンジする過去問演習ですが、問題には「良
い過去問」すなわち、分野の重要性が高く、繰り返し出題される過去
問があります。東アカ受講生は、授業の中で、出題頻度の高い「良い過
去問」
を徹底して演習することにより、力をつけていくことができるの
です。

過去問精選問題集

人物試験対策パーフェクトガイド全2冊

・人物試験対策パーフェクトガイド
（非売品）
B5判 全305ページ 国家公務員・政令指定都市職員・都道府県職員・技術/資格職を掲載

※

※2020年度版20冊掲載数トータル4,331問中。
（警察官、消防官試験も含む）

種

東京アカデミーでは過去の受講生から自らの受験体験を報告書に残していただいています。
その貴重な情報を
編集し、
次の世代の受講生に受け継いでいるのが、
このパーフェクトガイド。
全国各地の地方自治体・国家公務員各
種機関の人物試験の内容が、
この２冊に凝縮されています。
長きにわたり公務員試験指導を全国で展開し、
受講生か
らの絶大なる信頼を得ているからこそできる、
至宝の情報誌。
東アカ受講生しか手にすることができません。
更に、
このパーフェクトガイドを基にした面接指導で、
多くの受講生を最終合格へと導いていきます。

非公表の地方公務員の過去問掲載数

2,430

632

東京アカデミー受講生の報告書を基に
厳選した情報を一挙掲載

出たDATA問 の特長

・教養科目は「基礎編/実践編」
で職種に合わせてレベル分け
基礎編（警察官/消防官/市役所BC日程/国立大学法人を掲載）
実践編（各種国家公務員試験/地方上級の問題を掲載）
・解答解説が切り離し出来て
（または別冊）、勉強しやすい
・毎年改訂を行い、常に最新の試験問題を反映させて作成

過去問精選問題集「出たDATA問」
ラインアップ
1.一般知能
（基礎編） 2.社会科学
（基礎編） 3.人文科学
（基礎編）
4.自然科学
（基礎編） 5.文章理解
（基礎編） 6.一般知能
（実践編）
7.社会科学
（実践編） 8.人文科学
（実践編） 9.自然科学
（実践編）
10.文章理解
（実践編）
11.憲法 12.民法 13.行政法 14.経済学 15.政治学 16.行政学
刑法・労働法 経営学・国際関係・社会学 財政学 会計学・商法

大学などを卒業と同時に地元へ引越し

地方公務員合格自治体数

全国32拠点への転校制度

88自治体!!

東京アカデミーでは、全国32拠点のネットワークと豊富なコー
ス設定により、急な引越しや、大学卒業などの理由で受講期間中
に転居される場合、転居先最寄の校舎への転校で、継続して受講
して頂くことが出来ます。
全国の東アカが学習拠点になりますので、3月で大学を卒業され
て地元に帰省される方などにとても好評な制度です。

※九州6校一次合格者のべ実績
（2019年12月現在）

地元の公務員に合格

※転校の際には、在籍校での手続きが必要です。
※開講講座は各校舎ごとに異なります。
※詳細は在籍校のスタッフまでお気軽にお尋ねください。

人気の地方公務員になるためにバックアップ

・北海道地区

合格自治体数（2019年度）

全国32拠点のネットワーク

都道府県 政令市 市町村 警察官 消防官
15

6

42

14

11

・九州地区

・東北地区

青森校
北九州校
・中部・北陸地区 秋田校
福岡校
金沢校
仙台校
名古屋校
長崎校
・関東甲信越地区
・中四国地区 ・関西地区 東京校
横浜校
大分校
岡山校
京都校
池袋校
大宮校
熊本校
広島校
大阪校
お茶の水校 津田沼校
高松校
難波校
鹿児島校
立川校
静岡校

（都道府県）福岡県・佐賀県・長崎県・大分県・宮崎県・鹿児島県・山口県ほか
（政令市）北九州市・福岡市・熊本市・広島市・特別区ほか
（市町村）下関市・久留米市・大野城市・飯塚市・佐賀市・大分市・中津市・日田市・
長崎市・佐世保市・八代市・宇城市・合志市・鹿児島市・鹿屋市ほか
（警察）福岡県警・山口県警・大分県警・佐賀県警・長崎県警・熊本県警・宮崎県警・
鹿児島県警ほか
（消防）北九州市消防・福岡市消防・長崎市消防・大分市消防・大阪市消防・東京
消防庁ほか

地方公務員受験セミナー

旭川校
札幌校
函館校

松山校

神戸校

町田校

新潟校

東京アカデミー講座生限定

〜Uターン・Iターン志望者も大歓迎〜のべ2,000名以上参加の超人気セミナー
（開催時期：2020年12月〜2021年5月） 社会情勢により、実施の有無・形態が変更となる場合があります。
地元の公務員試験を一番理解しているのは、やはり地元の東京アカデミーのスタッフです。そこで、大学で地元を離れて学習して
いる方でも、帰省の機会（ゴールデンウィークや年末年始）を利用して、地元の東アカで情報収集や特設講座が受講できる「地方公
務員受験セミナー」を実施しています。当社受講生であれば、誰でも無料で利用できます。
※ご利用の際には、在籍校での手続きが必要です。開講講座は各校舎ごとに異なります。

※上記テキストの写真は2020年度版を掲載。受講生には2021年度版をお渡し致し
ます。
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