〜後輩たちに届ける OB＆OG's Voice 2019〜
経済学部出身
合格先：香川県庁
模試の後や勉強方法に
不安を感じた時は、面談
を活用しアドバイスして頂
きました。アドバイスがと
岩澤 麿生さん ても励みになりました。

経済学部出身
合格先：香川県庁

清水 魁人さん

経済学部出身
合格先：香川県庁

芳竹 力樹さん

アカデミーに通うことで大
学では知れない公務員試
験情報を得ることができま
した。講義もすごく分かり

経済学部出身
合格先：香川県庁
講師の方は質問にも丁寧
に答えてくれます。受験勉
強は精神的にきついです
が、適度に休みながらする
加藤 海渡さん と楽になります。

教育学部出身
合格先：香川県庁
アカデミーは情報量が豊
富です。自分では得られ
ない情報を与えてくれる為、
志望先に合わせた対策を
髙木 祐樹さん 行えます。頑張ってくださ
い。

法学部出身
合格先：香川県警察事務
面談は的確なアドバイス
がいただける為、やる気
に繋がりました。早めに
対策を始めるに越したこ
柴山 依澄さん
とはありません。頑張っ
てください。

個人面談では、今何を
すべきかを細かく教え
てくれたので学習計画
が立てやすかったです。

農学部出身
合格先：香川県庁
テキストが分かりやすいで
す。模試も充実しており、公
務員試験に特化した環境
が整っています。

向井 大貴さん

経済学部出身
合格先：香川県警察事
務
模試は複数回受験可能で
時間配分の練習にもなり
ました。講義が全て生講義
坂東 真実さん で授業数が多いところも良
かったです。

東京アカデミーで「な り た い」を仕事にする

〜後輩たちに届ける OB＆OG's Voice 2019〜
農学部出身
合格先：香川県庁農業
アカデミーは公務員試験対
策の指針を立ててくれ、勉
強に取り組みやすい環境を
与えてくれました。焦らずコ
長尾 茉季さん ツコツ取り組めば必ず合格
できます。

農学部出身
合格先：香川県庁農業
問題を解くポイントや自力
では知り得ない解き方を
教えてもらえました。学校
が終わってから通える時
先山 遥香さん 間に講義があって助かり

教育学部出身
合格先：高松市役所
高松市役所の2次試験
は集団面接と集団討論
ですが、アカデミーに
通っていれば自分で人
今岡 優介さん 集めせず本番同様に対
策できます。

経済学部出身
合格先：高松市役所
アカデミーは受講生が多
く非常に刺激になりました。
時には休憩を入れながら
頑張ってください。
眞鍋 新太郎さん

経済学部出身
合格先：高松市役所

農学部出身
合格先：高松市役所
講義、自習室、面談を中
心に活用しました。面談
では、「今何をすればよ
いか」をよく相談していま
藤野 憲斗さん した。

特に面談、面接対策を
活用しました。時には励
まして頂きアカデミーの
方々には感謝しかありま
森 彩里智さん せん。

法学部出身
合格先：高松市役所
DATA問は良問が多く、これ
を繰り返し解くだけでかなり
手ごたえが感じられます。直
前まで諦めなければ必ず結
坂本 敬史さん 果が出ます。

経済学部出身
合格先：坂出市役所
アカデミーの良さは面
談があることと分から
ない問題を質問できる
環境があることです。

藤田 真吾さん

東京アカデミーで「な り た い」を仕事にする

〜後輩たちに届ける OB＆OG's Voice 2019〜
経済学部出身
合格先：岡山県庁
面談では分からないこと
や少しでも気になったこと
は全て聞き、指導して頂
きました。勉強はかなり大
小田 琢斗さん 変ですが未来に向けて頑
張ってください。

法学部出身
合格先：岡山県庁

和氣 凪沙さん

経済学部出身
合格先：岡山県庁

経済学部出身
合格先：岡山県庁
アカデミーにはたくさんラ
イバルがいるので甘えを
出さず取り組めます。集
団討論の練習にも対応し
則枝 俊行さん てくれます。

情報の豊富さ、勉強や
志望先に関する面談や
面接カードの添削が細
やかで何度も面接練習
中桐 慶士さん ができるところが良かっ
たです。

教育学部出身
合格先：倉敷市役所
生講義だけでなくDVD補講
が受けられるところが良
かったです。真面目に勉
強すれば合格できます。
星島 将志さん 頑張ってください。

葛原 健太さん

アカデミーは面接情報
や他県の情報を入手し
やすいです。面談を活
用し少しずつ学習を進
めていくと良いと思い
ます。

法学部出身
合格先：倉敷市役所

太田 樹さん

個人面談ではアドバイスを
頂き弱点を知ることができ
ました。DATA問を繰り返し
解くことで成績を伸ばすこ
とができました。

工学部出身
合格先：倉敷市土木

経済学部出身
合格先：徳島県庁

実際に先生の講義が
受講でき、質問できた
り面談で勉強方法につ
いて相談できるところ
が良かったです。

授業を受けた後に問題
を解くことで効率良く勉
強できました。アカデミー
は面接対策がとても手
厚いです。頑張ってくだ
さい。

井内 拓さん

東京アカデミーで「な り た い」を仕事にする

〜後輩たちに届ける OB＆OG's Voice 2019〜
経済学部出身
合格先：徳島県庁
面接練習では入室から
退出まで全て見てもらえ
ました。録音させて頂き、
指導内容だけでなく自身
藤本 千晴さん の話し方の改善にも活
用しました。

大東 菜実さん

経済学部出身
合格先：愛媛県庁

アカデミーは受験情報が
たくさん得られること、個
別面談をしてくださるとこ
ろが良いです。毎日コツ
コツ勉強することが大切
だと思います。

筆記試験対策だけでなく、
官庁訪問の仕組みなどにつ
いても説明してくださり受験
当日も焦らず受験できまし
た。

DATA問を中心に勉強しまし
た。学習方法に迷ったときは
面談を活用しアドバイス頂き
ました。少しずつ進めたらよ
いと思います。

教育学部出身
合格先：兵庫県教育行政

蒲田 緑さん

佐藤 光里さん

面接対策では発言の仕
方や集団討論の流れを
学ぶことができます。周
りの友人や先生方に相
談しながら頑張ってくだ
さい。

法学部出身
合格先：徳島県警察事務

法学部出身
合格先：愛媛県警察事務

永見 咲さん

教育学部出身
合格先：徳島県庁

サポートが充実しており、
困ったときにとても頼りにな
りました。面接カードの添
削、面接練習もしっかり対
策して頂けます。

森 京香さん

法学部出身
合格先：山口県庁
論文の内容や受験先、
面接の内容などについ
ても親身になって面談し
て頂けました。苦しいと
原田 淳一さん きもあると思いますが頑
張ってください。

医学部出身
合格先：大阪市保健師
面接練習が充実しています。
例年何が聞かれるのかを
把握することができ、落ち
着いて受験できました。しっ
徳住 美帆さん かり基本を勉強していたら
大丈夫です。

東京アカデミーで「な り た い」を仕事にする

〜後輩たちに届ける OB＆OG's Voice 2019〜
経済学部出身
合格先：岡山県警
独学で勉強するのが大
変な専門科目のフォ
ロー、個別面談の活用
で自分の進路や勉強相
国次 恭平さん 談ができます。

法学部出身
合格先：国家一般職
職種に対応した面接対策講
座が開催されているので、自
分の目指す職種の面接をピ
ンポイントで対策することがで
林 美緒さん きます。

法学部出身
合格先：国家一般職

法学部出身
合格先：国家一般職
面談を活用し、学習計画
の調整や情報提供をし
てもらいました。試験に
関するデータが豊富です。
冨永 真布さん 辛いこともありますが頑

主にDATA問を使用し、
公務員試験で疑問や
不安な点があれば個
別面談を活用しました。

黒江 優一さん

法学部出身
合格先：国家一般職

法学部出身
合格先：国家一般職
DATA問と準拠テキストを
フル活用しました。アカ
デミーに通えば、試験情
報や最新の採用傾向を
濱橋 李奈さん 早期に知ることできます。

法学部出身
合格先：国家一般職
アカデミーのテキストは分
かりやすいです。テキストを
熟読し、DATA問で問題を解
けば十分対策できます。

小林 一美さん

アカデミーの良さは面談・
面接対策の多さです。面
談をすることでモチベー
ションが保てます。

坪井 大智さん

経済学部出身
合格先：国家一般職
サポートして頂ける講師
の方、事務の方がたくさ
んいらっしゃっるで、とて
も心強いです。無理せず
藤川 瑛里さん 頑張ってください。

東京アカデミーで「な り た い」を仕事にする

〜後輩たちに届ける OB＆OG's Voice 2019〜
経済学部出身
合格先：国家一般職
受講生が多い為、互いに
意識しながら競い合って勉
強できました。オプション
講義もあり、補強したい部
近藤 勇貴さん 分をピンポイントで学習で
きました。

久門 史明さん

石嶋 太一さん

大量に問題が掲載して
あるDATA問は勉強する
上で役立ちました。面談
や面接対策、添削など
村岡 知哉さん にも親身に対応して頂け
ます。

経済学部出身
合格先：国税専門官

経済学部出身
合格先：国税専門官

アカデミーの過去問は
精度が高いです。公務
員試験を目指すなら、
一度やると決めたら最
後までやり抜く気持ちを
持つことが大切です。

アカデミーに通うと全国
の情報を集めることがで
きます。DATA問を何回も
解くことが一番効果的で
す。

柴田 真梨恵さ

経済学部出身
合格先：財務専門官

経済学部出身
合格先：財務専門官

先生や職員の方に何で
も分からないことがあっ
たら尋ねることができま
す。公務員試験の情報
を多く得ることができ焦
らず受験できます。

面談では勉強につい
ての相談や、今自分
が何をするべきかとい
う優先順位の相談に
乗って頂けます。

経済学部出身
合格先：財務専門官

渡部 晴貴さん

経済学部出身
合格先：国家一般職

アカデミーは個別で
のサポートも充実し
ています。個人面談
を積極的に活用して
いました。

森 万里花さん

経済学部出身
合格先：国立大学法人
アカデミーの良さは、時間
の融通が利き、何といっ
ても私たち受講生に対す
る職員の方々が親身な
加藤 公康さん 対応であることです。

東京アカデミーで「な り た い」を仕事にする

