
2020度 鹿児島市役所(初級一般事務) 最終合格

鹿児島校

『やればできる』

写真枠

2020度 鹿児島市役所(初級一般事務) 最終合格

徳留 凌雅さん ～武岡台高校～鹿児島校

『必死』
高校の先輩が通っていたことで東ア
カのことを知り、過去の高い合格実
績などを参考に入会を決めました。
公務員試験の勉強をするとき、まず
は基礎の部分を固めるように意識し
ました。講義で解いた問題を家に
帰ってから、もう一回解き直したり、
さらに間違えたところは何度も解き
直しすることで知識が定着するよう
に努めました。そうしていくうちに
解ける問題がどんどん増えていって
とても嬉しくやりがいに感じました。
勉強をしていく中でなかなか成績が
伸び悩んだりして落ち込むこともあ
るかと思います。しかし、どんなこ
とに対しても必死にやり抜くことが
大切だと思います。

写真枠

2020度 鹿児島市役所(初級一般事務) 最終合格

筑紫 詩桜さん ～鹿児島玉龍高校～鹿児島校

『今日を生きることは、明日の希望を見だすことである』

東アカの講師や教務の泊さんが公務
員試験に精通していて、高校の先生
でもわからない内容で困ったときな
ど、相談・解決できてよかったです。
東アカの講義テキストのオープンセ
サミと出た問を何度も繰り返し勉強
しました。また、講義以外にも高校
や東アカから移動する際の、すき間
時間を見つけて復習していました。
公務員試験は長期戦で、様々な誘惑
がある中で不安や葛藤があると思い
ますが、東アカの講師や教務スタッ
フに相談してみましょう。何かしら
解決すると思います。

写真枠

2020度 鹿児島市役所(初級土木) 最終合格

増滿 龍輝さん ～鹿児島工業高校～鹿児島校

『百里をいくものは九十里を半ばとす』
私は家で勉強をしようとするとどう
しても気が散ってしまう為、東アカ
の自習室を活用していました。自分
に合った学習環境を整えて勉強する
ことが大切だと思います。また、勉
強しても集中ができない時などには，
時間を決めて自分のしたいことをし
て気分を切り替えることも大切です。
公務員試験の勉強をしていく中で最
も心掛けたことは「苦手なことと
しっかり抜き合うこと」です。苦手
なことだからこそかえって努力を怠
らず、得意になるように努力しまし
た。最初は試験範囲の広さに不安を
感じてしまう方もいるかもしれませ
んが、一つ一つ丁寧に理解をしてい
くことできっと合格へと近づいてい
くと思います。

写真枠

2020度 鹿児島市役所(中級一般事務) 最終合格

下川 彩生さん ～鹿児島県立短期大学～鹿児島校

『一寸の光陰転んずべからず』

大学の先輩が東アカに通って第一志
望に最終合格したことを聞いて入会
しました。事前に自主学習でオープ
ンセサミを予習し、「東アカの講義
で復習して理解する」という流れで
予習に比重をおきました。毎週ある
模試で自分の順位(レベル)を把握し
ながら、本番に向けて自らの自信へ
とつなげていくように意識しました。
公務員試験の勉強をする上で、いつ
までにどこまで学習を進めておくか
の計画や苦手科目の克服の目標を立
てることが大切だと思います。高校
時代に身に付けた知識を振り返りな
がら公務員試験の勉強ができ，楽し
みを感じながら勉強に取り組めまし
た。

写真枠

2020度 鹿児島市役所(中級一般事務) 最終合格

中馬 萌里さん ～鹿児島県立短期大学～鹿児島校

『雨垂れ石を穿つ』

公務員試験に合格された先輩方の話
を聞いて東アカに入会することを決
めました。いつでも質問ができる環
境や、独学で学ぶには難しいと思う
内容もしっかりと理解のできる講義
がうけられる点が魅力でした。日々
の講義では受けたその日のうちに復
習するように心掛けたり、分からな
いところがあれば質問に行くことで
苦手科目をできるだけ解消するよう
にしました。常に本番を意識して問
題演習に取り組むようにしていまし
た。公務員試験は精神的にきつい場
面もありますが勉強だけでなくたま
には息抜きをすることも大切だと思
います。小さな努力を積み重ねるこ
とで大きな結果に繋がると思いま
す！

写真枠

2020度 鹿児島市役所(中級一般事務) 最終合格

松島 沙蘭さん ～鹿児島女子短期大学～鹿児島校

『やれば出来る!!』
何事もやってみなければ成果は出な
いのでとりあえず何でもやってみよ
うという気持ちで学習を進めてきま
した。本試験が行われる2か月前ま
では基礎を中心に自主学習を進め、
それから過去問演習をしていました。
東アカの模試では本番に似た緊張感
の下で受験ができるため、試験に慣
れることができて本番ではリラック
スして問題を解くことができました。
最初は思うような結果が出せず「本
当に合格できるだろうか」と不安に
思うことがありましたが、「合格し
たらこんなことをしたい！」と楽し
みを作ってやる気を維持していまし
た。目標を立てて少しずつ努力をし
ていくと、きっとその努力は報われ
ると思います

写真枠

2020度 姶良市役所(一般事務) 最終合格

西山 優希乃さん ～鹿児島県立短期大学～鹿児島校

『最後まで諦めない』
東アカの合格率と豊富なコース設定
が決め手で入会しました。試験勉強
は東アカオリジナルのテキストを何
度も見返したり、苦手な分野の復習
を中心的に行いました。また、試験
情報も教室に掲示されているものを
みて、より早く情報を入手出来てい
たと思います。東アカではもし分か
らない問題があっても講師の方に直
接聞くことができ、その場で解決で
きるため安心して勉強に取り組めま
した。私も昨年に続いてもう一度受
験をしたのですが，何度もあきらめ
そうになりながらも最後まで頑張り
抜いて本当に良かったです！

写真枠

2020度 南九州市役所(一般事務) 最終合格

有水 幸太郎 さん ～志學館大学～鹿児島校

『やればできる』

東アカでは様々なガイダンスや業務
説明会が実施され、志望先ではない
業務説明会にも参加しましたが、参
考になることも多々ありました。講
義では分からないことがあれば、す
ぐに質問に行くように常に心がけて
いました。そうすることで自主学習
や市販のテキストでは身に付けるの
が難しいと思われるような問題もス
ラスラと解けるようになりました。
特に今まで苦手としていた科目の問
題が解けるようになった時には、と
てもうれしく強いやりがいへと繋が
りました。公務員試験の出題範囲は
とても広いですが、コツコツと日々
の勉強を積み重ねることで、きっと
合格へとつながると思います。

写真枠

先輩が東アカに通って第一志望に
最終合格したことを聞いて入会し
ました。自主学習でオープンセサ
ミを予習し、「東アカの講義で復
習して理解する」という流れで予
習に比重をおきました。毎週ある
模試で自分の順位(レベル)を把握
しながら、本番に向けて自らの自
信へとつなげていくように意識し
ました。公務員試験の勉強をする
上で、いつまでにどこまで学習を
進めておくかの計画や苦手科目の
克服の目標を立てることが大切だ
と思います。高校時代に身に付け
た知識を振り返りながら公務員試
験の勉強ができ，楽しみを感じな
がら勉強に取り組めました。

田原 なるみさん ～鳳凰高校～

2020度 鹿児島市役所(初級一般事務) 最終合格

鹿児島校

『過去を振り返らない』

写真枠

中学生の頃から公務員になりたい
と考えており、知人に勧められて
東アカに入会しました。高校が終
わってから、夜間部の講義を受け、
試験に出るポイントを確認してい
きました。公務員になるために自
分は何をするべきかを理解するこ
とができ、東アカに通って良かっ
たと思います。模試では、試験の
形式に慣れることができ、公務員
試験に関する細かな情報も東アカ
では得ることができました。

山野 恵那さん ～鹿児島中央高校～

2020度 鹿児島市役所(初級一般事務) 最終合格

鹿児島校

『最高の結果は最高の準備から』

写真枠

東アカに通っていた高校の先輩か
らいろいろな話を聞いたり、公開
講義に参加して入会しました。東
アカに通って良かった点は、共通
の目標を持つ人に出会うことがで
きたことです。その出会った人が、
時間がたつにつれて良き友人とな
り、良きライバルになりました。
困ったら助け合い、模試では点数
を競い合ったりしてお互いを高め
ていきました。東アカで出会い一
緒に頑張った仲間は、社会人に
なっても関りを持つことができる
ので、これから仲間と頑張りたい
と思います。

有迫 一葉さん ～武岡台高校～

2020度 鹿児島市役所(中級一般事務) 最終合格

羽田野 怜香さん ～鹿児島県立短期大学～鹿児島校

『継続は力なり』

私は周りと同じ時期から勉強し始め
ても自分の志望先には合格しないと
思い、早い時期から学習をスタート
しました。お勧めの勉強方法は、予
めオープンセサミを予習して、講義
は復習のつもりで受講することです。
今年は自習室が使えず、講義もオン
ライン中心で受講していたので、不
安はありましたが、逆にそこで自分
に負けないように勉強し続けること
で、試験を受験する際は自信になり
ました。また、事務の泊さんが様々
な情報を教えてくれるのでとても助
かりました。公務員試験は苦しく、
辞めたいときが必ずあります。友人
と一緒に乗り越えるでもよいが、マ
イペースで一人で勉強もお勧めです。

写真枠



2020度 日置市役所(一般事務) 最終合格

鹿児島校

『願えば夢は叶う』

写真枠

2020度 志布志市役所(一般事務) 最終合格

田中 李歩さん ～鹿児島県立短期大学～鹿児島校

『有言実行』
鹿児島校の合格実績が他の予備校と
比較して高かったことと、大学での
個別面談や先輩方のアドバイスで入
会を決めました。公務員を目指した
当初は、自分で勉強を始めて、分か
らない問題が多すぎて、正直全然勉
強が進みませんでした。東アカに通
い始めたことで前は解けなかった問
題が解けるようになり、毎日勉強を
続けることができるようになりまし
た。また、東アカでは二次対策の個
別面接や集団討論などの指導もみっ
ちりやっていただけるので、通って
いてよかったと思います。

写真枠

2020度 志布志市役所(一般事務) 最終合格

倉冨 雄太さん ～久留米大学～鹿児島校

『思いたったが吉日』
私は東アカの全てをフル活用して
いました。勉強時間としては、平
日は仕事をしているので5時間、
休日は8時間勉強していました。
二次試験は面接練習とネットで自
治体の情報を集めました。自分で
はわからない所を東アカに通うこ
とによって理解することができ、
模試などを受けることで試験まで
に自信がつきました。少しずつで
も積み重ねることで少しずつ知識
も増えてくるので継続することが
大切だと思います。試験が終わっ
た後の楽しみを取っておくとモチ
ベーション維持に繋がります。

写真枠

2020度 阿久根市役所(一般事務) 最終合格

中里 凌平さん ～鹿児島国際大学～鹿児島校

『人間万事、塞翁が馬』
東アカでは講師全員が熱く優しく、
私の些細な質問や相談に対して熱
心に答えて下さりました。また、
コロナ禍での試験勉強でいつもと
は異なる生活の中で東アカでは迅
速な対応をして下さり、予防対策
やオンライン講義などをしていた
だくことで安心して勉強をするこ
とができました。試験は日々の積
み重ねが重要だと思います。すぐ
に成果が出ることがあれば試験直
前になって成果が出ることがあり
ます。模試の結果で一喜一憂する
ことなく、本番で良い結果を出せ
るようにと私は心掛けていました。
また、小さな悩みでもためらわず
に講師に相談してすっきりして前
に進むことが大事だとと思います。

写真枠

2020度 霧島市役所(一般事務) 最終合格

Ｆ・Ｔさん ～国分高校～鹿児島校

『早期スタートが大事』

東アカの講義を朝から夕方まで
みっちり受けました。東アカの集
団討論対策や面接指導もも積極的
に参加し、集団討論は本試験でも
東アカで練習したメンバーと一緒
になったので、緊張が和らぎまし
た。目的が同じ人が周りにたくさ
んいて、とても心強かったことと
ともに、ライバル心も芽生え、効
率よく意欲的に勉強することがで
きたので、東アカに通って良かっ
たです。

写真枠

2020度 霧島市役所(一般事務) 最終合格

中村 日南さん ～国分中央高校～鹿児島校

『努力は必ず報われる』

友人からの誘いで東アカに入会し
ました。高校の夏休みの間は毎日
の講義を受け、夏期講習が終わっ
てからも、東アカのオリジナルテ
キストをたくさん活用しました。
講義がとても分かりやすく、ポイ
ントをとても押さえやすかったで
す。高校とは違い、講義時間が90
分と長く、不安もありましたが、
楽しく学べたのであっという間に
感じました。また、集団討論の練
習は東アカでしかできなかったの
で、本当に良かったです。

写真枠

2020度 霧島市役所(一般事務) 最終合格

浅谷 友紀乃さん ～鹿児島県立短期大学～鹿児島校

『友達と励まし合いながら』
東アカの過去問題集と毎週ある模
試は何度も何度も解き、間違えた
問題や苦手な分野を克服していま
した。数的推理や判断推理などの
一般知能は、とてもクセが強い問
題でしたが、東アカの講義で解き
方のコツを教えていただき、簡単
に解くことができるようになりま
した。また、そのほかの教科でも
語呂合わせなどを教えていただい
た点が、東アカに通学してよかっ
た点です。最終合格までは長く、
不安になるときもありましたが、
同じ公務員を目指している友達と
励まし合いながら、乗り越えるこ
とが合格への第一歩だと思います。

写真枠

2020度 薩摩川内市役所(一般事務) 最終合格

宮本 楓華さん ～鹿児島純心女子短期大学～鹿児島校

『継続は力なり』

講義で間違えた問題はその日のう
ちに復習するようにしました。ま
た、過去問題集を活用して多くの
問題を解き、理解できるまで復習
するようにしました。講義は先生
方が重要なポイントを教えて下さ
り、とても分かりやすかったです。
また、同じ目標を持つ友人がいた
ため、一緒に頑張れたと思います。
事務局の方々が最後までサポート
をしてくださったので、安心して
勉強に取り組むことができました。

写真枠

2020度 薩摩川内市役所(一般事務) 最終合格

永田 真拓さん ～れいめい高校～鹿児島校

『勝って兜の緒を締めよ』
東アカでは模試の結果を切磋琢磨
できる、強い意志を持った受講生
が多く、私も負けないように頑張
ることができました。試験勉強で
は問題演習を主に行い，問題のパ
ターンを把握するように努めまし
た。特に得意科目は確実に得点で
きるように何周も問題集を解きま
した。また、勉強法など悩んだ際
には、東アカで先生方に個別面談
をしてもらい、より効率の良い勉
強ができるようになったと思いま
す。公務員試験は長い道のりでと
きには苦しく感じるときもありま
したが、めげずに勉強を続けるこ
とでだんだんと自分の成績も伸び
て合格を勝ち取ることができまし
た。本当にうれしかったです！

写真枠

2020度 佐々町(一般事務) 最終合格

井手 駿輔 さん ～長崎県立大学～鹿児島校

『やらない後悔よりやる後悔』

教養は講義で講師の話をよく聞い
て、その日のうちに必ず復習を行
いました。講義ではノートを取る
のに必死になるのではなく、先生
の話を理解することを重視しまし
た。人物対策は受験する自治体の
広報誌には毎月目を通して、その
自治体の政策やまちづくりへの理
解を深めました。また、論作文の
添削や面接練習には回数制限がな
く何度も練習しました。公務員試
験は範囲が広く地道に学ぶことに
苦労を感じましたが，模試や実践
演習で解ける問題が増えていく感
覚をやりがいに頑張ることができ、
公務員試験にチャレンジする中で
東アカに通っていて良かったと思
います。

写真枠

私は東アカで公務員試験を受ける
友人たちと切磋琢磨しながら毎日
頑張ってきました。一緒に頑張る
仲間の存在はとても大きいです。
友人と問題を出し合ったり面接練
習を一緒にしたり、互いに高めあ
うことができたと思います。模試
の成績があまり望み通りにならず
に落ち込むこともありましたが、
友人と同じ目標に向かって一緒に
勉強することで日々のモチベー
ションを保てていたと思います。
合格の秘訣は受験で進路先に悩ん
だり、勉強方法が分からなくなっ
てしまったら、東アカの講師や教
務の方々に相談しましょう！役立
つアドバイスを丁寧に教えてくれ
ます。

吉盛 萌さん ～鹿児島県立短期大学～

2020度 日置市役所(一般事務) 最終合格

鹿児島校

『継続は力なり』

写真枠

東アカでは同じ目標を持つ人たち
と同じ教室で講義や模試を受ける
ことで「自分もまだまだ頑張らな
いと」と思える環境がとてもよ
かったです。また、高校の時に
習っていなかった科目についても
一から分かりやすく教えてもらえ
たため、あまり不安を感じずに勉
強ができました。公務員試験は初
めに思っていたよりも長い道のり
で辛いことも多くありました。そ
の経験から、できるだけ早くから
勉強に取り組み、集中できる環境
を作ることが大切です。最後に、
講義で先生はとても大事な要点を
言っているので、日々の講義中心
に勉強することが最も効率のよい
対策だと思います。

小坂元 咲璃さん ～鹿児島県立短期大学～

2020度 伊佐市役所(一般事務) 最終合格

鹿児島校

『生涯勉強』

写真枠

以前東アカに通い、公務員として
働いていましたが、退職してもう
一度試験に挑戦しました。三年前
に一度勉強していたことをやり直
す作業は、とても大変で心が折れ
そうになることもありましたが、
合格への強い気持ちをもって勉強
に打ち込むことでモチベーション
を保っていました。それでも勉強
で行き詰ったときには友人と食事
に行ったり、勉強を全くしない日
を作ったりするなどして気持ちを
リフレッシュすることに努めまし
た。勉強を継続して続けていける
自分なりの工夫を見つけてみると
良いかと思います。

山本 拓夢さん ～加治木工業高校～



2020度 鹿児島県庁(一般事務) 最終合格

鹿児島校

『東アカに感謝』

写真枠

2020度 鹿児島県庁(一般事務) 最終合格

Ｔ・Ａさん ～鹿屋農業高校～鹿児島校

『継続は力なり』
昨年の公務員試験に合格できず、
このままではダメだと感じ東アカ
に入会して、今までの勉強時間や
勉強方法を改善しました。特に気
を付けたのは毎週ある東アカの模
試を受けた後に、自分の苦手科目
を見直して、そこを集中的に勉強
に取り組みました。また、分から
ない所があれば、積極的に講師に
質問してアドバイスをもらってい
ました。試験勉強に励む中で睡眠
時間をしっかり確保することはと
ても大切です。東アカでの講義を
集中して受けられるように睡眠時
間は削らない方が良いと思います。
私はもともと継続することが苦手
だったのですが毎日努力して合格
を掴み取ることができて本当に良
かったです！

写真枠

2020度 鹿児島県庁(警察事務) 最終合格

増田 有季乃さん ～樟南高校～鹿児島校

『一に努力、二に努力』
兄2人が入会していたこともあり、
東アカに入会することを決めまし
た。勉強は、講義を受けた後必ず
復習するようにして、苦手な分野
の学習も積極的に取り組みました。
東アカの講義が本当に分かりやす
く、楽しく勉強することができま
した。面接対策などのサポートも
あり、最後まで、心が折れずに受
験に向き合えたことは、東アカに
通っていたおかげだと思います。
勉強ばかりするのではなく、たま
にはストレス発散を行うことも大
切です。そうすることで、最後ま
で受験に向き合えると思います。

写真枠

2020度 鹿児島県庁(警察事務) 最終合格

福満 みなみさん ～加治木高校～鹿児島校

『根性』

最初の頃は全然分からないことば
かりなので、その日に習ったこと
を、その日のうちに復習し、似た
問題を解いて基礎を身に付けまし
た。東アカは一次試験から二次試
験までしっかり指導してください
ます。講義はとても分かりやすく、
面接対策も東アカの先生方と何回
も練習することができます。公務
員試験は高校で習わない問題も
あったので、それを中心に勉強す
ることが大切だと感じました。

写真枠

2020度 鹿児島県庁(警察事務) 最終合格

村井 春菜さん ～鹿児島女子短期大学～鹿児島校

『早期スタートが大事』

隙間時間の活用を意識し、暗記系
の科目を覚えるために電車通学や
夜寝る前などの時間で取り組むこ
とで効率よく勉強できたと思いま
す。また、東アカの講義では苦手
な科目の講義を特に集中して聞き、
出た問で過去問をより多く解くよ
うにしました。そのように苦手科
目への対策を入念に行ったことで，
東アカに入会する前は一番苦手と
していた科目が試験本番では得意
科目に変わっていたときに、改め
て東アカに入会して良かったなと
感じました。最後まで諦めない気
持ちを持ち続けて努力することで
必ず報われると思います。

写真枠

2020度 鹿児島県庁(建築) 最終合格

川添 優樹さん ～鹿児島工業高校～鹿児島校

『石の上にも三年』

高校の先生から紹介されて入会し
ました。公務員試験に向けては、
毎日東アカの講義の予習復習を心
掛け、初めは基礎を固め後半では
過去問を徹底して解き続けました。
新型コロナウイルスの影響で自習
室の使用はできませんでしたが、
講師の講義も分かりやすく、テキ
ストの方も頻出分野の情報量など
も多く、自主学習がやりやすかっ
たです。公務員試験の勉強はとて
も大変で精神面もとてもきつかっ
たですが、合格通知をもらったと
きは勉強を頑張って良かったと思
ました。

写真枠

2020度 鹿児島県庁(土木) 最終合格

橋口 陸さん ～鹿児島工業高校～鹿児島校

『毎日の努力』
勉強を始めて最初の頃はどのよう
に勉強をすれば良いかを分からず
に苦労していましたが、「広く浅
く」を意識しながら勉強に取り組
むことで試験の大まかな出題パ
ターンや要点などが把握できて効
率よく試験対策ができたと思いま
す。また、東アカの模試の解き直
しを大切にして、分からないこと
問題は先生や友達に聞くようにし
ていました。東アカでは同じ教室
で勉強する友達がたくさんできま
した。お互いに切磋琢磨し合い時
には良きライバルとして、時には
問題を教え合う友として、一緒に
公務員試験を乗り越える仲間がで
きたことが僕にとっては大きな財
産となりました。

写真枠

2020度 大崎町(一般事務) 最終合格

本村 直人さん ～鹿児島国際大学～鹿児島校

『無理に及第点以上を求めない』

一般知能の分野を独学で勉強する
のは自分には無理だと感じたため
入会しました。東アカに通って良
かったと感じた点は、ポイントを
重点的に講義でおさえてくれたの
でとても効率よく勉強ができたこ
とです。二次試験対策でも、事務
局で資料を調べたり、面接指導を
して頂いたことで、自分なりの考
えをしっかり持って面接に挑むこ
とができました。模試の順位も毎
回出るため、他の受講生との実力
差を客観的にみることができたこ
とも大きかったです。

写真枠

2020度 さつま町(一般事務) 最終合格

大工園 航太さん ～鹿児島南高校～鹿児島校

『迷ったらやる』
高校の先生に紹介され東アカに入
会しました。毎回の講義で習った
ことは忘れないように復習をして、
夏休みは追い込みをかけて勉強に
打ち込みました。出た問を何度も
解いて出題パターンが定着するこ
とを目標にしました。作文は平日
あまり時間が取れないため、休日
中心に東アカの講師の方に添削を
してもらい、書けば書くほど文章
力の向上を感じることができまし
た。「やらない後悔より、やって
後悔」と思って悔いの残らないよ
うに努力しました。東アカではと
ても分かりやすい講義が受けられ
たり、過去のデータに基づいた面
接対策ができたりと東アカに入っ
て本当に良かったです。

写真枠

2020度 十島村(土木) 最終合格

濵戸 晧睴 さん ～鹿児島工業高校～鹿児島校

『 WHY not ? なぜやらない』

メリハリを重視して、やるときは
しっかりと集中して勉強し、休む
ときは休むという自分なりのペー
スを見つけることが大切だと思い
ます。勉強では模試を重視し、東
アカで受験した後に問題を持ち
帰って、繰り返し復習していまし
た。それで解けなかった所が明確
になり、苦手分野を解消すること
ができました。面接は練習した分
だけ実力となるので何度も練習す
ることをお勧めします。また練習
相手を同じ人とばかりするのでは
なく，様々な人と行うことでいろ
いろなパターンが身に付くと思い
ます。最後の最後まで自分は絶対
に受かる思いながら勉強すること
が重要だと思います。

写真枠

公務員に合格した大学の先輩の多
くが、東アカに通っていたという
事を知り入会を決めました。毎日
の講義を集中して受け、暗記科目
は夜にもう一度ノートを見返した
りして力を付けていきました。東
アカでは、講義内容が分かりやす
く、点数を取るためのポイントを
身に付けることができ、事務局の
内村さんや泊さんに気軽に相談で
きる環境が整えられているため、
通学していてよかったと感じてい
ます。日々の努力は必ず報われる
と思います。

脇元 翠さん ～鹿児島県立短期大学～

2020度 鹿児島県庁(一般事務) 最終合格

鹿児島校

『何事も楽しく』

写真枠

公務員を目指す友人が通っていて、
私も公務員という仕事を選択肢の
一つとして考えてみようと思い、
とりあえずという気持ちで入会し
ました。講義はとても分かりやす
く、講師の一人一人が私に対して
丁寧に教えて下さりました。また、
勉強の仕方や試験の時間配分，
ノートのまとめ方など、知識以外
のことも教えてもらってすぐに実
践しました。また、教務の泊さん
が欠席した日のプリントの準備や
本試験前にメールを送ってくれて
うれしかった。公務員試験は努力
して勉強すればだれでも合格する
チャンスがあると思います。だか
ら、あまり焦りすぎず落ち着いて
勉強することも必要だと思います。

木ノ下 信濃さん ～鹿児島県立短期大学～

2020度 鹿児島県庁(一般事務) 最終合格

鹿児島校

『今日できることを明日に伸ばすな』

写真枠

家族からの勧めで入会しました。
公務員試験の広い出題分野の学習
はとても難しいですが、東アカの
カリキュラム通りに学ぶことで確
実に力がついていき、最終合格で
きたと思っています。毎週ある模
試では、点数が良かったことはあ
りませんでしたが、場慣れや間違
えた問題の確認などに活用してい
ました。同じ目標を持つ人たちと
同じ教室で学ぶことによりモチ
ベーションを維持することができ
ました。

藤井 祐輔さん ～鹿児島県立短期大学～



2020度 鹿児島市役所(一般事務) 最終合格

鹿児島校

『とにかくやってみる』

写真枠

公務員試験の勉強を始めたばかり
の時期は解けない問題が多かった
が、講義で問題の問き方を学び、
似た過去問を解くことで、徐々に
解けない問題が少なくなっていき
ました。また、東アカで友人がで
き、休み時間中に話したり、精神
的につらい時は励ましあうことで、
安心して公務員試験に向き合うこ
とができました。二次対策は講師
の方々に何度も面接練習をしても
らい、本番で自信をもって話をす
ることができました。時には勉強
をしない日を作ってしっかり休む
ことも大事です。すっきりとした
気持ちで勉強に臨むことで理解度
も大きく変わると思います。

Ｈ・Ｋさん ～高知大学～

2020度 鹿児島県庁(教育事務) 最終合格

鹿児島校

『頼まれごとは試されごと』

写真枠

働きながらの挑戦で、講義に行け
ない日はオンライン講義を活用し
ました。自宅受講できたことは、
限られた時間の中でプラスとなり
ました。時にはポイントを絞って
割り切って勉強することも大切だ
と思います。二次対策では面接対
策に力を入れ、ブレない志望動機
と入退室のマナー、身なりなどの
基本的なことを特に意識していま
した。勉強で行き詰ったときでも、
自分がこうなりたいという気持ち
や思いがあれば日常がそれに向
かって近づいていくと思います。
勉強も大切ですが日頃の生活から
意識を変えれば結果が付いてくる
と思います。

飛松 海輝さん ～鹿児島国際大学～

2020度 京都府(警察事務) 最終合格

鹿児島校

『斃れて後已む精神一到何事か成らざらん』

写真枠

東アカで受験先のことや勉強の仕
方、面接対策など公務員試験にま
つわる様々なことをネットではな
く、講師や教務の方々に質問して
いました。過去のデータや経験か
ら的確なアドバイスをしてもらえ、
手厚いサポートを受けられたので
とても助かりました。集中が長く
続かなかったり、息詰まったりし
たときは苦しかったですが、今ま
でできなかった問題ができるよう
になったときは嬉しかったです。
試験勉強は時にはくじけてしまい
そうになることもありますが、自
分を支えてくれている周りの方々
への感謝の気持ちを忘れずに自分
の意志を貫くことだと思います。

泉 良生子さん ～佛教大学～

2021年1月20日判明
分

2020年度

国家一般職 ７名

国家一般職 １１名

税務職員 ７名

海上保安学校２０名

裁判所一般職 ２名

刑務官 ３名

入国警備官 １名

福岡市初級 １名

そ の 他 多 数
最 終 合 格 ！

【最終合格先】鹿児島校受講生

姶良市 ６名

日置市 ４名

薩摩川内市 ８名

南九州市 ４名

霧島市 ５名

阿久根市 ２名

志布志市 ２名

枕崎市 １名

さつま町 １名

錦江町 ２名

鹿児島市消防 ９名

霧島市消防 ３名

薩摩川内市消防 ３名

阿久根市消防 １名

南さつま市消防 １名

大隅肝属地区消防組合１名

さつま町消防 ２名

東京消防庁 ４名

鹿児島県警Ｂ ２０名

熊本県警Ｂ ２名

鹿児島県初級 １４名

鹿児島県初級 ４名

鹿児島県初級 ７名

鹿児島市初級 ８名

鹿児島市中級 ５名

指宿市 ５名

伊佐市 ２名

曽於市 １名

鹿屋市 １名

肝付町 １名

(事務) (一般事務)

(警察事務)

(土木・建築)

(一般事務)

(技術)

(特別含む)

(一般事務)

2020度 北薩広域行政事務組合 最終合格

阿多 翔哉さん ～出水高校～鹿児島校

『日進月歩』
高校の担任や両親の勧めで東アカに
入会しました。東アカの講義は分か
りやすく、人物対策も充実していた
ので、安心して試験に臨めました。
夜間部を受講していたので、講義の
翌日に復習して、内容を理解するよ
うにしました。作文はほぼ毎日書い
て添削していただき、自信になりま
した。面接も細かいところまで指導
していただけますが、最初から頼り
すぎると本番で苦労するとのアドバ
イスから、自分なりに考えてから面
接指導を受けるようにしました。合
格の秘訣は「眠い時は無理せず寝
る」集中して勉強に取り組むことだ
と思います。

写真枠

2020度 福岡市役所(建築) 最終合格

神園 篤志さん ～鹿児島工業高校～鹿児島校

『努力は必ず報われる』
姉が東アカで公務員試験に合格し、
家族の勧めで入会しました。休日は
とことん自習に励み、問題集の分か
らない所が分かるようになるまで手
を抜かないようにしました。公務員
試験は高校で習わない分野も一部出
題があり、その分野も東アカで学べ
たことがすごく良かったです。また、
東アカで出会った同じ目標を持つ受
講生とともに切磋琢磨して高めあい、
試験勉強をしているときは身の回り
の支えてくれる方々に感謝の気持ち
を忘れずに努力しました。試験勉強
は辛いこともあると思いますが，自
分を信じて努力すればきっと成功へ
とつながると思います。

写真枠



2020度 大隅肝属地区消防組合 最終合格

應本 宏太さん ～志布志高校～鹿児島校

『努力は決して裏切らない』
東アカでは充実した講義内容や定期
的に行われる模試、早期からの面接
対策など、最終合格するための様々
なサポートを最後まで徹底して下さ
るところがとても良いと思います。
最初の頃は苦しかったのですが、同
じ教室で勉強する友達と話したり、
徐々に自分の成績が良くなっていく
のを感じたり、やりがいや楽しさを
感じるようになりました。勉強して
いても成績がのびない時期が続くこ
ともあるかと思います。しかし毎日
やることを決めて自分を信じて努力
することでより良い結果に繋がると
思います。

写真枠

2020度 大阪府堺市消防 最終合格

菊吉 敦嗣さん ～指宿高校～鹿児島校

『逆風こそ順風』

私は東アカの夜間に通っていまし
た。そのため午前中は図書館で必
死に勉強をしていました。また、
定期的に模試があったので、モチ
ベーションの維持がやりやすかっ
たです。二次試験対策については、
過去問から繰り返し練習し、添削
をして頂きました。面接練習も東
アカで対策しておけばいけると思
います。東アカでは、勉強面で重
要な要点が分かり、同じ志を持つ
仲間ができます。気持ちで負けな
ければいけると思います。覚悟を
決めて、夢に向かって頑張るだけ
です。

写真枠

2020度 さつま町消防 最終合格

原之薗 大輝さん ～樟南高校～鹿児島校

『継続は力なり』

写真枠

2020度 鹿児島市消防(消防吏員Ｃ) 最終合格

大迫 優希さん ～武岡台高校～鹿児島校

『失敗があるから成功がある』
講義をしっかり受けて、過去問題集
を活用して勉強しました。具体的に
は、講義で習ったことはその日のう
ちに復習し、過去問題集を何度も行
うことで問題の内容をある程度覚え
ました。東アカに通って良かった点
は、勉強できる環境が整えられてい
たことです。その他には、模試など
ランキングで校内順位などが出ると、
周りの人に負けたくないと思えて、
勉強が自然とできるようになりまし
た。事務局の方々も分からないこと
を丁寧に教えて下さったことも通っ
て良かったと感じた点です。とにか
く勉強を継続して行うことが大切だ
と思います。

写真枠

2020度 鹿児島市消防(消防吏員Ｃ) 最終合格

田中 聡さん ～指宿高校～鹿児島校

『it’s a piece of cake!!』
東アカでは何か困ったことや試験で
分からないことがあればすぐに教務
スタッフの方に報告・連絡・相談し
ていました。膨大な情報量から適切
なご指導をいただき、合格へのサ
ポートをしていただきました。受験
勉強において「量より質」と考える
のではなく「量の中に質を高めてい
くこと」を心掛け、絶対に合格する
という強い気持ちを持って勉強した
ことが最終的に合格へつながったと
思います。勉強で行き詰ったときに
は体を動かしてストレス発散をした
り、東アカで同じ志望先の友人と話
をして気持ちを高めあったりしまし
た。勉強を熱心に続けることで自信
につながったと思います。

写真枠

2020度 鹿児島市消防(消防吏員Ｃ) 最終合格

西谷 太我さん ～武岡台高校～鹿児島校

『才能差は小さいが、努力の差は大きい。継続の差はもっと大きい』

講義を受けたその日のうちに自宅で
復習を行い、高校の休み時間なども
小さな努力を継続することを心掛け
ていました。勉強をしているときは
手を抜きたいと思うことも何度かあ
りました。そうしたときに「この1
年の頑張りが今後の自分の人生に大
きな影響を与えるものだ」と自分に
言い聞かせて最後に合格を勝ち取る
まで頑張り続けることができました。
日々の勉強を続けているうちに東ア
カでの模試の成績が上がってきて、
それがやる気に繋がっていました。
これから受験に臨む皆さん、強い気
持ちを持ち続けてコツコツと努力を
積み重ねることできっと合格に繋が
ると思います。

写真枠

2020度 薩摩川内市消防 最終合格

上野 瑠也さん ～伊集院高校～鹿児島校

『日々之鍛錬』
東アカで受けた模試の結果を参考に
して、自分がいまどの科目を勉強す
るべきなのかなどの分析に活用しま
した。講義の復習をする中で分から
ない問題等があれば、講師へすぐに
質問に行くようにしていました。講
師の先生方はとても丁寧に教えて下
さり理解が深まったと思います。ま
た、東アカには試験に必要な情報が
多く、教務の内村さんや泊さんのサ
ポートは心強かったです。コロナ禍
においても感染対策が徹底されてい
たので、安心して教室で受講するこ
とができました。

写真枠

2020度 薩摩川内市消防 最終合格

太利 心さん ～れいめい高校～鹿児島校

『努力は嘘をつかない』
高校の先輩が通っていたので入会し
ました。活用方法としては、講義を
しっかり受けました。分かりやすい
講義の説明で解き方のポイントを教
えてもらい、自分で勉強する時にす
ごく役に立ちました。模試は採点し
た後、なぜ間違っていたのか確認す
るようにしていました。また、配布
される過去問題集もおおいに活用し
ました。たくさんの問題を解くこと
で、問題のパターンを覚えたり、慣
れることが大切だと思いました。

写真枠

2020度 阿久根市消防 最終合格

山内 颯太さん ～樟南高校～鹿児島校

『克己』

鹿児島校の高い合格実績をイン
ターネットでみて入会を決めまし
た。一次試験対策は毎日ある講義、
オリジナルの教科書や問題集、毎
週ある模試をコツコツ取り組みま
した。二次試験対策では、面接指
導を東アカの先生に、何回もお世
話になりました。東アカの良さは
最後の最後までサポートしてくだ
さったことです。部活動を続けな
がらの試験勉強はとても大変でし
た。もっと早いうちから、公務員
試験に対して学習スタートすれば
よかったと思いました。

写真枠

2020度 鹿児島市消防 最終合格

平八重 樹さん ～錦江湾高校～鹿児島校

『義を見てせざるは勇無きなり』
鹿児島校の合格率が高かったことか
ら入会を決めました。勉強を方法と
しては、講義を大切にし、分からな
いことがあれば質問しに行くように
していました。また、試験までの計
画をカレンダーに記入し、できるよ
うになるまで反復練習をするように
しました。東アカに通って良かった
のは、勉強する人たちがたくさんい
る環境が常にあったので、自分に厳
しく勉強することができたことです。

写真枠

2020度 霧島市消防 最終合格

横山 駿さん ～鹿児島県立短期大学～鹿児島校

『夢をかなえるために』
東アカの講義で分からないところは
自習で重点的に復習を行い、理解が
できるように努めました。模試の後
は校内ランキング表などで自分の位
置を確認して、どの科目の勉強が必
要か、間違えた問題を次回得点する
には何をするべきかを考えていまし
た。また、初めは面接がとても苦手
だったのですが多くの講師の方や友
人に指導をしてもらい、本番の面接
を受ける頃には苦手意識がなくなっ
ていました。試験勉強は良い結果が
出るときもあれば、出ないときもも
ちろんあります。将来の夢のために
決してあきらめることなく、努力す
ることが重要だと思います。

写真枠

高校の先輩が東アカに通って合格
した姿を見て、「自分も合格した
い」と思い入会しました。講義は
オンラインではなく、できるだけ
教室受講しました。毎週ある模試
は、1日1回復習で解き、出た問は
何周も解きました。面接対策は基
礎から応用まで教えていただき、
練習を何回もしました。東アカは
毎年合格率が高く、自分も頑張ろ
うと励みになりました。毎日の勉
強は大変で、点数が伸びずに焦る
ことがありますが、最後まで全力
で頑張ることが大切だと思います。

2020度 南さつま市消防 最終合格

和田 将宗さん ～鹿児島国際大学～鹿児島校

『一笑懸命』
大学内であった東アカの公務員講座
を受講して、通学部に入会しました。
東アカでは公務員試験に役立つ様々
な情報を得ることができ、とても良
かったです。特に面接や小論文の対
策は何度も指導してもらったので自
信になりました。どんなに勉強して
も模試で結果が出ないときは苦し
かったですが、徐々に問題を解くス
ピードが上がることが楽しかったで
す。

写真枠



2020度 長崎県警察官Ⅲ 最終合格

山下 花菜さん ～松陽高校～鹿児島校

『失敗は成功のもと』

初めは独学で勉強しようと思い参
考書を購入していましたが、行き
詰って限界を感じて、高校の先生
の勧めもあり、予備校に通おうと
思いました。結果、東アカに通っ
て良かったと思います。やはり自
分ひとりでは正しい問題の解き方
を学ぶことはできませんでしたし、
公務員試験特有の問題をスピー
ディーに解けるように離れなかっ
たと思います。それだけでなく、
試験について情報やコツを学べた
ので、とても参考になり助かりま
した。同じ目標を持つ人にも出会
え、モチベーションにも繋がりま
した。

写真枠

2020度 宮崎県警察官Ｂ 最終合格

中馬 榛花さん ～伊集院高校～鹿児島校

『努力は裏切らない』
高校の先生方からの勧めで入会しま
した。また、東アカに通っている人
先輩がいたので、よく話を聞いてい
ました。勉強方法は過去問題集を主
に解くようにしていました。そして、
模試の間違いのやり直しを何度もし
ました。東アカは講師の先生方がと
ても優しく接してくださるため心地
よく、講義もとても分かりやすかっ
たです。教室が広く、席もたくさん
あり、勉強しやすい環境が整ってい
ました。分からない問題があったら
積極的に先生方に質問して、自分の
ものにする。諦めなければ絶対に大
丈夫だと思います。

写真枠

2020度 鹿児島県警察官Ｂ 最終合格

是枝 航哉さん ～加世田高校～鹿児島校

『明日やろうは馬鹿野郎』
東アカの教養対策は講義で教わっ
たことを自宅でテキストを活用し
て復習し、一週間ごとに教科を
絞って、徹底的に頭に叩き込むよ
うに何度も何度も繰り返し解きま
した。面接対策は二日に一回の
ペースで、東アカの講師の先生方
の面接指導を予約し、常に本番を
イメージして取り組みました。先
生方が親身になって話を聞いてく
れる環境や講義も分かりやすいた
め、東アカに通って良かったと思
います。最後は本当になりたいと
いう気持ちを本番でぶつけること
が大切です。努力した分だけ自信
となり、合格を勝ち取れると思い
ます。

2020度 鹿児島県警察官Ｂ 最終合格

平山 友菜さん ～加治木工業高校～鹿児島校

『壁は自分自身だ』
公務員として働きたいと思ったこと
と、鹿児島校の合格率が高かったこ
とから入会を決めました。東アカは、
テキストに本試験に似ている問題や
難易度が高い問題も載っているので、
それがかなり試験対策になりました。
また、「講義が分かりやすい」、
「情報量が多い」、「先生方や教務
の方が親切」、「今まで先輩の経験
やアドバイスが書いてある資料があ
る」、この点も東アカに通っていて
よかった点になります。ずっと勉強
すると疲れるので、一度息抜きをす
ると精神的にも楽になると思います。

写真枠

2020度 鹿児島県警察官Ｂ 最終合格

大峰 翔馬さん ～鹿児島玉龍高校～鹿児島校

『コツコツは勝つコツ』
高校の先輩からオススメされ、体験
講義に行ったところ、受験勉強しや
すい環境が整えられていると感じた
ため入会しました。公務員の勉強は
高校で習っていないところをひたす
ら東アカの過去問集を解いていまし
た。東アカに通ったことで、知らな
い人と話す機会が増え、自分のコ
ミュニケーション能力を高めること
ができました。また、分からないこ
とをいつでも講師に質問できたので、
苦手なところの改善に役立てること
ができました。

写真枠

2020度 鹿児鹿県警察官Ｂ 最終合格

畠中 樹人さん ～鹿児島工業高校～鹿児島校

『石刻流水』
友人の紹介で入会しました。勉強
方法は模試を何回も通って苦手克
服に努め、得意な分野は確実に取
れるようにしました。東アカに
通って良かったと感じた点は、講
義がとても分かりやすかったこと
と、面接対策も丁寧に対応してく
れたことです。最終合格できたポ
イントは、休みの日も毎日東アカ
で勉強したおかげで、少しずつ自
分に自信がつき、本試験で実力を
十分に発揮することができました。
自分を最後まで信じて頑張り続け
ることが大事だと思います。

写真枠

2020度 鹿児島県警察官Ｂ 最終合格

大山 幸之助さん ～鹿児島工業高校～鹿児島校

『因果応報』
東アカで警察官に合格した姉の勧め
で入会しました。勉強方法は過去問
題集を解くようにし、テキストを進
めていくことで問題に慣れることが
できました。面接対策も高校と東ア
カの両方を活用し、場数を踏んで面
接に慣れていきました。東アカでは、
膨大な情報をもとに、頻出問題や過
去問などのオリジナルテキストがあ
り、学習がとても効率よくできます。
また、模試などで本番さながらの問
題等で自分の時間配分を考えること
ができ、自分の弱点や得意なところ
が分かったので、通っていてよかっ
たと思いました。

写真枠

2020度 鹿児島県警察官Ｂ 最終合格

萬福 駿亮さん ～川内高校～鹿児島校

『抜け出すための一番の方法はやり抜くこと』
東アカに通って合格した兄の勧めで
入会しました。東アカの過去問集は
二回以上解きました。模試は自分の
現在の立ち位置や足りていない分野
も把握できたので、毎回必ず受験し
ました。東アカに通っていたおかげ
で、数的推理、判断推理などの高校
で習わないところをしっかりと勉強
することができました。また、試験
情報も多く知ることができ、試験対
策をしっかりとすることができまし
た。勉強を始めたばっかりの頃は合
格できるか不安になることもあると
思います。最後まで頑張って良かっ
たです。

写真枠

2020度 鹿児島県警察官Ｂ 最終合格

原口 翔伍さん ～鹿児島商業高校～鹿児島校

『初心忘れるべからず』
東アカは一次試験の教養対策や二
次試験の面接対策のどちらにおい
てもサポートが充実しており本当
に良かったなと思います。教養は
問題演習を中心に取り組み、間違
えた所を何度も解くようにして、
苦手な分野を解消していきました。
面接対策は東アカの講師との個別
指導に何度も通い、実践的な練習
に励みました。日々勉強をしてい
る中で、もうやめたいと思う時が
ありましたが、そうした時にはラ
ンニングをしたり音楽を聞いたり
して気分を高めていました。小さ
い頃から警察官に憧れていたので、
その気持ちを忘れずにこれからも
警察官として頑張りたいです。

写真枠

2020度 福岡県警察官Ｂ(早期) 最終合格

久保 海咲希さん ～鹿児島実業高校～鹿児島校

『不撓不屈』
東アカの講義はとにかく分かりやす
かったです(笑)、笑ってしまうくら
い、分かりやすくて、自分の頭にす
らすら入ってきました。テキストも
出やすい所がポイントを押さえて、
まとめられていたので有効活用する
ことができました。また、作文や面
接の対策も早いうちから講義に組ま
れていたので試験直前に焦らなくて
すみました！むやみに多くの問題を
解くのではなく、まずは目の前の問
題を！ありきたりですが、このこと
が一番大切だと思います。

写真枠

2020度 東京消防庁Ⅲ類 最終合格

名越 飛翔さん ～薩南工業高校～鹿児島校

『時は金なり』
友人の誘いで東アカに入会しまし
た。夕方からの講義だったので、
それまでに苦手な問題を過去問題
集から探して解いていました。一
般知能などは高校では学べないの
で東アカに通ってない人と大きく
差をつけることができたと思いま
す。東アカには同じ志を持った人
たちが在籍していて、一緒に学ぶ
ことで自分を高めることができま
した。数的数理などの難しい問題
を自分で解けたときはとても嬉し
かったです。

写真枠

2020度 東京消防庁Ⅲ類 最終合格

樋高 翔さん ～松陽高校～鹿児島校

『迷いなら捨てて後腐れなしで』
高校の先輩から紹介された入会しま
した。講義を集中して受講し、東ア
カオリジナルの過去問題集を反復し
て解くことで、間違いのパターンを
覚えていきました。苦手教科が最後
まで苦手だったことが苦しかったで
すが、得意教科では安定した点数が
とれていたことは嬉しかったです。
東アカでは本試験に必要な様々な
データが揃っていて、国家公務員は
もちろん、地方公務員の過去問まで
復元されていて効率よく勉強するこ
とができました。

写真枠



2020度 国家一般職(事務九州) 最終合格

東 愛沙子さん ～鹿児島県立短期大学～鹿児島校

『死ぬこと以外かすり傷』

友人の勧めで入会しました。講義は
もちろん、テキストや問題集をたく
さん活用しました。また、模試の結
果で鹿児島校内の順位なども参考に
しました。東アカでは、一緒に勉強
を頑張れる友人ができ、自分ひとり
では解くことができない問題をその
友人と考えながら解くことができま
す。また、問題を解くための解き方
や裏技を教えてもらうことができ、
通学していてよかったと思います。
なかなかモチベーションが上がらな
かったり、勉強がうまくいかなくて
模試が悪かったりすることもあると
思いますが、落ち込むのは一日にし
て、そのあとはひたすら勉強するの
みです。

写真枠

2020度 国家一般職(技術九州) 最終合格

竹山 真平さん ～鹿児島工業高校～鹿児島校

『努力に勝る天才なし』
高校の成績は良いほうではなかった
ですが、公務員試験においては「試
験に合格」するという強い気持ちで
勉強に励みました。最初は試験範囲
の広さからどこから手を付けていい
のかわからない状態でしたが、東ア
カでもらったテキストを熱心に解い
て、間違えた所をノートにまとめる
ように継続しました。午前中は得意
な専門科目を解いて、午後や夜には
暗記科目の多い教養科目を解きまし
た。東アカの講義では問題ごとの抑
えるべきポイントを一つ一つ教えて
下さるので効率よく勉強ができたか
と思います。毎日、合格できるか不
安の中勉強に打ち込んでいたためそ
の分合格を手にしたときは達成感を
強く感じました。

写真枠

2020度 国家一般職(技術九州) 最終合格

池田 歩夢さん ～鹿児島工業高校～鹿児島校

『耐雪梅花麗～苦しまずして栄光なし～everyday enjoy～

私の志望先だと専門試験と教養試験
の両立をしなければならず、東アカ
での講義を大事に集中して受講しま
した。講義が終わった後もその日の
うちに復習することを徹底して、類
似問題や応用問題を解き知識がより
定着するように努めました。試験勉
強をする上でオンオフの切り替えは
とても大事です。公務員試験の勉強
は辛いことが多く、落ち込むことも
ありました。しかし、自分を信じて
その辛さを耐え抜いた先に勝ち取っ
た合格という結果は本当にうれし
かったです。

写真枠

2020度 税務(九州) 最終合格

Ｎ・Ａさん鹿児島校

『いつかすべてが自分の自信になる』
公務員試験の勉強を始めたころは覚
えることが多すぎて全て覚えられる
か不安でしたが、問題集の問題を自
分が覚えるまで何度も解いて定着を
図りました。そうして問題を解いて
いくうちに、少しずつ問題を解ける
ようになっていく自分の成長を、と
てもうれしく感じるとともにやる気
となりました。確かに勉強をしなが
ら辛いと感じることもありましたが、
その時にはなりたい自分になった後
の未来を創造するようにして自分の
将来への思いを再確認していました。
勉強をしながら不安になることもあ
ると思いますが、自分を信じて問題
と向き合い続けると結果は自ずとつ
いてくると思います。

2020度 海上保安学校 最終合格

植元 拓斗さん ～出水高校～鹿児島校

『為せば成る』
友人の勧めで入会しました。教養試
験は東アカの過去問題集を周回して、
講義や模試の復習も徹底して取り組
みました。一次試験の前から面接
カードの指導や添削をしていただき、
過去の面接質問集をみて、事前に面
接試験で質問されそうなことは回答
を考えておき、面接指導を受けまし
た。合格できたのは、東アカの分か
りやすい講義で楽しく勉強に取り組
みたことだと思います。東アカには
いい講師の先生方ばかりで、頼りに
なる教務の泊さんや内村さんもいて
最高の環境でした。

写真枠

2020度 海上保安学校 最終合格

松浦 幸助さん ～鹿児島情報高校～鹿児島校

『過ちを認めざる、これを過ちという』
以前、東アカに友人が通っていたこ
とから入会を決めました。勉強方法
は、講義の内容と模試をその日のう
ちに復習し、自主学習では苦手な暗
記系をひたすらしていました。模試
で順位があがったときは嬉しかった
です。東アカでは同じ目標に向かう
人たちと、競い合うことでモチベー
ションをうまく保つことができまし
た。また、勉強方法やアドバイスの
共有をすることもできる環境だった
ので良かったです。

写真枠

2020度 海上保安学校 最終合格

片平 永遠さん ～加世田高校～鹿児島校

『一の太刀を疑わず、二の太刀要らず』

高校の先輩の紹介で東アカを知り、
講義の様子などを聞いて、ここなら
合格する力を身に付けることができ
ると思い入会しました。判断推理・
数的処理など、高校では分からない
分野を中心に、空き時間を使用して
自分が理解できるまで問題を解きま
した。東アカでは自分に足りないこ
とを補うことができ、合格に少しず
つ近づくことができるので、通って
いてよかったと思います。勉強をし
ていて辛いこともたくさんあると思
いますが、自分の夢を実現させるた
めの材料だと思えば少しは楽になる
と思います。

写真枠

2020度 海上保安学校 最終合格

原田 歩夢さん ～志学館高校～鹿児島校

『こけたら立ちなはれ』
講義内容や自分で問題を解いても分
からないところは、講師へ質問に行
くことをお勧めします。質問に行く
ようになってから苦手としていた科
目の苦手意識も無くなり、試験本番
でも納得のいく結果を残すことがで
きました。講師の方々も質問に行っ
た際には、理解するまで丁寧に教え
てもらえたためとても助かりました。
また、教務の内村さんや泊さんが試
験情報等の面でサポートしてくれま
した。絶対に合格したいと思ってい
るなら、「東アカの講師に質問して
解決すること！」これが合格の鍵だ
と思っています。

写真枠

2020度 海上保安学校 最終合格

三善 雄生さん ～開陽高校～鹿児島校

『失敗と書いて成長』
公務員試験勉強で特に大事にしたこ
とは「わからないことがあればすぐ
に質問に行くこと」です。一度東ア
カでの講義を受けて理解しきれな
かった問題やポイントがあれば、す
ぐに質問に行きました。初めて質問
するときは少し恥ずかしくてためら
いましたが、講師の方々がとても親
切丁寧に接してくれたので良かった
なと思います。二次対策については
短い対策期間の中で，東アカの講義
で作成した面接カードを基に講師と
面接練習を何度も行い自信をもって
本番の面接会場まで向かうことがで
きたと思います。

写真枠

2020度 税務(九州) 最終合格

峰元 夏蓮さん ～松陽高校～鹿児島校

『一日一生』
教養試験は予備校などで習わないと
分からないことが多いです。だから
東アカに通い、効率よく学ぶことで

苦手な社会系の暗記も覚えることが
できました。また、東アカの良さは
何といっても模試の回数が多く、自
鹿児島校の受験生も多いので、自分
が今どれくらいのレベルなのか明確
に知ることができ目標になりました。
「将来こうなりたい！」と理想の自
分になれるように、これからも頑
張っていきたいと思います。

写真枠

2020度 刑務官(Ａ九州) 最終合格

南竹 宏哉さん ～鹿児島国際大学～鹿児島校

『敵は己の中にあり』
大学であった東アカの講義を受けて、
独自教材や講師の質の高さを実感し
て入会しました。特に、毎週ある模
擬試験の後に再度問題を解いて、分
からないところがあれば、すぐに質
問して知識の定着を心がけました。
面接対策は東アカで講師の方と何度
も練習を行い、納得のいくまで準備
をしました。辛い試験生活の中で模
試の点数が上がったり、今まで解け
なかった問題が解けるようになった
ときに嬉しさを感じ、それがモチ
ベーションになっていました。自分
が怠けてしまわないように努力して
掴んだ合格は本当にうれしかったで
す！

写真枠


