
　大阪市（事務行政） 最終合格

 青木 龍太郎さん ～加治木工業高校～

『為せば成る』
東アカで合格した友人に紹介され東アカで合格した友人に紹介され
入会しました。講義中に指摘された入会しました。講義中に指摘された
頻出事項を書き留めたノートを何頻出事項を書き留めたノートを何
回も読み返して覚えることを徹底し回も読み返して覚えることを徹底し
ました。一般知識はDATA問を解き、ました。一般知識はDATA問を解き、
一般知能はセサミを1周したあと講一般知能はセサミを1周したあと講
義で間違った問題を解いて学習を義で間違った問題を解いて学習を
進めていました。二次試験対策で進めていました。二次試験対策で
はパーフェクトガイドを利用して質はパーフェクトガイドを利用して質
問に対する答えを考え、面接練習問に対する答えを考え、面接練習
を積極的に行いました。最初の模を積極的に行いました。最初の模
試は得点できない日々が続きまし試は得点できない日々が続きまし
たが、その日のうちに振り返る学習たが、その日のうちに振り返る学習
を進めることで、模試のランキングを進めることで、模試のランキング
表に掲載されるようになりました。表に掲載されるようになりました。
周りを見て焦るのではなく、自分の現状を知りやるべきことを周りを見て焦るのではなく、自分の現状を知りやるべきことを
することが大切だと思います。量をこなすことも大事ですが、することが大切だと思います。量をこなすことも大事ですが、
まずは覚えるべきところを確実に覚えることが大切だと思いまずは覚えるべきところを確実に覚えることが大切だと思い
ます。ます。

東アカで合格した友人に紹介され
入会しました。講義中に指摘された
頻出事項を書き留めたノートを何
回も読み返して覚えることを徹底し
ました。一般知識はDATA問を解き、
一般知能はセサミを1周したあと講
義で間違った問題を解いて学習を
進めていました。二次試験対策で
はパーフェクトガイドを利用して質
問に対する答えを考え、面接練習
を積極的に行いました。最初の模
試は得点できない日々が続きまし
たが、その日のうちに振り返る学習
を進めることで、模試のランキング
表に掲載されるようになりました。
周りを見て焦るのではなく、自分の現状を知りやるべきことを
することが大切だと思います。量をこなすことも大事ですが、
まずは覚えるべきところを確実に覚えることが大切だと思い
ます。

2018度

鹿児島校

　鹿児島県初級（一般事務） 最終合格

秋葉 翔太さん ～松陽高校～

『最後まであきらめない』
毎日、講義以外の時間はずっと東毎日、講義以外の時間はずっと東
アカの自習室を利用し、集中して自アカの自習室を利用し、集中して自
習学習に取り組んでいました。習学習に取り組んでいました。
DATA問を繰り返し解き、分からなDATA問を繰り返し解き、分からな
い所があれば先生方に質問をしてい所があれば先生方に質問をして
理解できるようにしました。また、講理解できるようにしました。また、講
義で配布プされるプリントを見返す義で配布プされるプリントを見返す
ことで試験での正答率を上げることことで試験での正答率を上げること
ができました。二次試験対策は自ができました。二次試験対策は自
己分析に一番時間をかけ、自分が己分析に一番時間をかけ、自分が
今までにやってきたことや長所・短今までにやってきたことや長所・短
所などを理解し、自分の言葉で相所などを理解し、自分の言葉で相
手に伝えるようにしました。また、手に伝えるようにしました。また、
日々のモチベーションを上げるため日々のモチベーションを上げるため
に、毎週ある模試のランキング表に、毎週ある模試のランキング表
に載ることを目標に勉強をしました。公務員試験は簡単なもに載ることを目標に勉強をしました。公務員試験は簡単なも
のではなく、つらい思いをすることが何度もありましたが、最のではなく、つらい思いをすることが何度もありましたが、最
後まで諦めずに乗り越えていくことが合格への道だと思いま後まで諦めずに乗り越えていくことが合格への道だと思いま
す。す。

毎日、講義以外の時間はずっと東
アカの自習室を利用し、集中して自
習学習に取り組んでいました。
DATA問を繰り返し解き、分からな
い所があれば先生方に質問をして
理解できるようにしました。また、講
義で配布プされるプリントを見返す
ことで試験での正答率を上げること
ができました。二次試験対策は自
己分析に一番時間をかけ、自分が
今までにやってきたことや長所・短
所などを理解し、自分の言葉で相
手に伝えるようにしました。また、
日々のモチベーションを上げるため
に、毎週ある模試のランキング表
に載ることを目標に勉強をしました。公務員試験は簡単なも
のではなく、つらい思いをすることが何度もありましたが、最
後まで諦めずに乗り越えていくことが合格への道だと思いま
す。

2018度

鹿児島校

　東京消防庁Ⅲ類 最終合格

勇 瀬七さん ～武岡台高校～

『⾃信』
東アカで合格した高校の先輩から東アカで合格した高校の先輩から
勧められて入会しました。東アカに勧められて入会しました。東アカに
はしっかりと教えてくれる先生や、はしっかりと教えてくれる先生や、
豊富な教材がありとても学習環境豊富な教材がありとても学習環境
が充実していると思います。新しいが充実していると思います。新しい
問題を解くのではなく、出た問を繰問題を解くのではなく、出た問を繰
り返し解いて理解していない問題をり返し解いて理解していない問題を
中心に勉強しました。また、通学し中心に勉強しました。また、通学し
て一番良かったと思うことは、面接て一番良かったと思うことは、面接
対策がとてもしっかりしていること対策がとてもしっかりしていること
だと思います。東アカの面接指導だと思います。東アカの面接指導
はできるだけ参加して、自信を持っはできるだけ参加して、自信を持っ
て試験に臨めたことが最終合格でて試験に臨めたことが最終合格で
きた理由だと思います。なかなかきた理由だと思います。なかなか
勉強に身が入らないときのために、勉強に身が入らないときのために、
気分転換も大事だと思います。講義を受けるときや自己学習気分転換も大事だと思います。講義を受けるときや自己学習
をする際には、後から後悔しないようにしっかりと集中して取をする際には、後から後悔しないようにしっかりと集中して取
り組むことが大事だと思います。り組むことが大事だと思います。

東アカで合格した高校の先輩から
勧められて入会しました。東アカに
はしっかりと教えてくれる先生や、
豊富な教材がありとても学習環境
が充実していると思います。新しい
問題を解くのではなく、出た問を繰
り返し解いて理解していない問題を
中心に勉強しました。また、通学し
て一番良かったと思うことは、面接
対策がとてもしっかりしていること
だと思います。東アカの面接指導
はできるだけ参加して、自信を持っ
て試験に臨めたことが最終合格で
きた理由だと思います。なかなか
勉強に身が入らないときのために、
気分転換も大事だと思います。講義を受けるときや自己学習
をする際には、後から後悔しないようにしっかりと集中して取
り組むことが大事だと思います。

2018度

鹿児島校

　海上保安学校学生(特別） 最終合格

井筒 晴耶さん ～国分高校～

『悔しさを忘れるな』
別の専門学校に通っていましたが、別の専門学校に通っていましたが、
人物対策が不十分で落ちてしまい人物対策が不十分で落ちてしまい
ました。その時に友人から、「東アました。その時に友人から、「東ア
カは人物対策がしっかりしている」カは人物対策がしっかりしている」
と聞き入会しました。平日の講義後と聞き入会しました。平日の講義後
は自習でその日に習ったことの復は自習でその日に習ったことの復
習と苦手科目を取り組んでいまし習と苦手科目を取り組んでいまし
た。休日はDATA問を解いて、できた。休日はDATA問を解いて、でき
なかった単元をオープンセサミで身なかった単元をオープンセサミで身
に付ける方法を繰り返しました。東に付ける方法を繰り返しました。東
アカの講義はポイントを的確に絞りアカの講義はポイントを的確に絞り
つつ、苦手科目の克服のために個つつ、苦手科目の克服のために個
別サポートをしている点もすごくあ別サポートをしている点もすごくあ
りがたかったです。公務員試験のりがたかったです。公務員試験の
過程は同じ日の繰り返しで精神的過程は同じ日の繰り返しで精神的
にも参ってしまうこともあると思います。目指すと決意したのにも参ってしまうこともあると思います。目指すと決意したの
も自分、失敗して落ち込むのも自分。将来自分が誇らしく生も自分、失敗して落ち込むのも自分。将来自分が誇らしく生
きていけるように今を頑張ることが大切だと思います。きていけるように今を頑張ることが大切だと思います。

別の専門学校に通っていましたが、
人物対策が不十分で落ちてしまい
ました。その時に友人から、「東ア
カは人物対策がしっかりしている」
と聞き入会しました。平日の講義後
は自習でその日に習ったことの復
習と苦手科目を取り組んでいまし
た。休日はDATA問を解いて、でき
なかった単元をオープンセサミで身
に付ける方法を繰り返しました。東
アカの講義はポイントを的確に絞り
つつ、苦手科目の克服のために個
別サポートをしている点もすごくあ
りがたかったです。公務員試験の
過程は同じ日の繰り返しで精神的
にも参ってしまうこともあると思います。目指すと決意したの
も自分、失敗して落ち込むのも自分。将来自分が誇らしく生
きていけるように今を頑張ることが大切だと思います。

2018度

鹿児島校

　鹿児島県初級（警察事務） 最終合格

伊地知 蒼真さん～鹿児島工業高校～

『明⽇は明⽇の⾵が吹く』
高校の先生や部活の先輩、先に入高校の先生や部活の先輩、先に入
会している友達におすすめされて会している友達におすすめされて
入会しました。工業高校に通ってい入会しました。工業高校に通ってい
たので、東アカでは高校で習うことたので、東アカでは高校で習うこと
のできない科目を講義で分かりやのできない科目を講義で分かりや
すく教えてもらうことができました。すく教えてもらうことができました。
毎週ある模試で自分の苦手な分野毎週ある模試で自分の苦手な分野
や正答率の低い問題を重点的にセや正答率の低い問題を重点的にセ
サミや出た問で効率よく勉強できたサミや出た問で効率よく勉強できた
ことも良かったです。東アカは公務ことも良かったです。東アカは公務
員試験を受ける上で充実した環境員試験を受ける上で充実した環境
です。分かりやすい講義はもちろん、です。分かりやすい講義はもちろん、
自習室が常に使用でき、過去の自習室が常に使用でき、過去の
様々なデータがそろっていて、分か様々なデータがそろっていて、分か
らないときは教務の内村さんに聞けば何でも教えてもらえまらないときは教務の内村さんに聞けば何でも教えてもらえま
した。東京アカデミーを選んで本当に良かったです。した。東京アカデミーを選んで本当に良かったです。

高校の先生や部活の先輩、先に入
会している友達におすすめされて
入会しました。工業高校に通ってい
たので、東アカでは高校で習うこと
のできない科目を講義で分かりや
すく教えてもらうことができました。
毎週ある模試で自分の苦手な分野
や正答率の低い問題を重点的にセ
サミや出た問で効率よく勉強できた
ことも良かったです。東アカは公務
員試験を受ける上で充実した環境
です。分かりやすい講義はもちろん、
自習室が常に使用でき、過去の
様々なデータがそろっていて、分か
らないときは教務の内村さんに聞けば何でも教えてもらえま
した。東京アカデミーを選んで本当に良かったです。

現役合格

2018度

鹿児島校

　南さつま市（一般事務） 最終合格

上之園 沙織さん ～愛媛大学～

『塵も積もれば⼭となる』
最終合格した友人から講義や様々最終合格した友人から講義や様々
なフォローの手厚さを聞き東アカになフォローの手厚さを聞き東アカに
入会しました。魅力である生講義入会しました。魅力である生講義
は一番前で受講すること、模試はは一番前で受講すること、模試は
その日の内に復習することにこだその日の内に復習することにこだ
わりました。論作文は過去問の題わりました。論作文は過去問の題
目で書いて先生に添削してもらい、目で書いて先生に添削してもらい、
周りの受講生と論作文を見せ合っ周りの受講生と論作文を見せ合っ
て参考にしていました。東アカではて参考にしていました。東アカでは
集団討論の指導も充実していて練集団討論の指導も充実していて練
習にはすべて参加しました。個別習にはすべて参加しました。個別
面接ではできるだけ多く練習し、先面接ではできるだけ多く練習し、先
生方が的確なアドバイスをしてくだ生方が的確なアドバイスをしてくだ
さるのですごく参考になりました。さるのですごく参考になりました。
多くの仲間と一緒に頑張れて、休多くの仲間と一緒に頑張れて、休
憩室ではお喋りして息抜きもしていました。最終合格まで事憩室ではお喋りして息抜きもしていました。最終合格まで事
務局の方々、先生方が協力してくれるので公務員を目指すた務局の方々、先生方が協力してくれるので公務員を目指すた
めにはいい環境です。本当に長い戦いになりますが、メリハめにはいい環境です。本当に長い戦いになりますが、メリハ
リをつけて勉強することで最終合格を勝ち取れると思います。リをつけて勉強することで最終合格を勝ち取れると思います。

最終合格した友人から講義や様々
なフォローの手厚さを聞き東アカに
入会しました。魅力である生講義
は一番前で受講すること、模試は
その日の内に復習することにこだ
わりました。論作文は過去問の題
目で書いて先生に添削してもらい、
周りの受講生と論作文を見せ合っ
て参考にしていました。東アカでは
集団討論の指導も充実していて練
習にはすべて参加しました。個別
面接ではできるだけ多く練習し、先
生方が的確なアドバイスをしてくだ
さるのですごく参考になりました。
多くの仲間と一緒に頑張れて、休
憩室ではお喋りして息抜きもしていました。最終合格まで事
務局の方々、先生方が協力してくれるので公務員を目指すた
めにはいい環境です。本当に長い戦いになりますが、メリハ
リをつけて勉強することで最終合格を勝ち取れると思います。

2018度

鹿児島校

　鹿児島県警Ｂ(女性) 最終合格

江﨑 向日葵さん ～鹿児島中央高校～

『東アカで良かった』
東アカの合格実績が良かったこと、東アカの合格実績が良かったこと、
人物対策が充実しているを知り入人物対策が充実しているを知り入
会しました。高校の課題や部活動会しました。高校の課題や部活動
があったため毎回の講義を集中しがあったため毎回の講義を集中し
て受け、その日に理解するようにして受け、その日に理解するようにし
てきました。高校では習わない教てきました。高校では習わない教
科に戸惑い不安になりましたが、科に戸惑い不安になりましたが、
東アカの先生を信じて勉強すること東アカの先生を信じて勉強すること
でだんだんと模試で得点することでだんだんと模試で得点すること
が出来るようになりました。二次対が出来るようになりました。二次対
策は鹿児島県警の個別面接と作策は鹿児島県警の個別面接と作
文試験の配点比率が高かったため、文試験の配点比率が高かったため、
特に気合を入れて準備してきまし特に気合を入れて準備してきまし
た。東アカでたくさん面接練習や作た。東アカでたくさん面接練習や作
文添削をしてもらえたので本当に文添削をしてもらえたので本当に
助かりました。東アカでは同じ目標を持った人と競い合い、高助かりました。東アカでは同じ目標を持った人と競い合い、高
め合うことができます。最後まで絶対合格したいという思いがめ合うことができます。最後まで絶対合格したいという思いが
最終合格に繋がったと思います。最終合格に繋がったと思います。

東アカの合格実績が良かったこと、
人物対策が充実しているを知り入
会しました。高校の課題や部活動
があったため毎回の講義を集中し
て受け、その日に理解するようにし
てきました。高校では習わない教
科に戸惑い不安になりましたが、
東アカの先生を信じて勉強すること
でだんだんと模試で得点すること
が出来るようになりました。二次対
策は鹿児島県警の個別面接と作
文試験の配点比率が高かったため、
特に気合を入れて準備してきまし
た。東アカでたくさん面接練習や作
文添削をしてもらえたので本当に
助かりました。東アカでは同じ目標を持った人と競い合い、高
め合うことができます。最後まで絶対合格したいという思いが
最終合格に繋がったと思います。

現役合格

2018度

鹿児島校

　福岡県警Ｂ(男性特別) 最終合格

大木 亮磨さん ～指宿高校～

『捲⼟重来』
東アカに通っていた先輩から勧め東アカに通っていた先輩から勧め
られて入会しました。講義後は積られて入会しました。講義後は積
極的に自習室を利用して勉強しま極的に自習室を利用して勉強しま
した。また、面接練習は何度も取りした。また、面接練習は何度も取り
組み、先生からいただいたアドバイ組み、先生からいただいたアドバイ
スをメモして次の面接練習に活かスをメモして次の面接練習に活か
しました。友人同士で分からないこしました。友人同士で分からないこ
とを教え合って勉強したことは刺激とを教え合って勉強したことは刺激
になり良かったと思います。模試でになり良かったと思います。模試で
あまり結果が出ないときは苦しかっあまり結果が出ないときは苦しかっ
たですが、気分転換に体を動かすたですが、気分転換に体を動かす
ことが好きだったので、週末にランことが好きだったので、週末にラン
ニングしたり、平日はドラマを見たニングしたり、平日はドラマを見た
りして息抜きもしました。東アカは、りして息抜きもしました。東アカは、
学習面でのサポートが手厚いので学習面でのサポートが手厚いので
安心して学習できました。結果が出なくて焦ることがあります安心して学習できました。結果が出なくて焦ることがあります
が、諦めないでしっかり学習していれば最後は合格を手にすが、諦めないでしっかり学習していれば最後は合格を手にす
ると思います。ると思います。

東アカに通っていた先輩から勧め
られて入会しました。講義後は積
極的に自習室を利用して勉強しま
した。また、面接練習は何度も取り
組み、先生からいただいたアドバイ
スをメモして次の面接練習に活か
しました。友人同士で分からないこ
とを教え合って勉強したことは刺激
になり良かったと思います。模試で
あまり結果が出ないときは苦しかっ
たですが、気分転換に体を動かす
ことが好きだったので、週末にラン
ニングしたり、平日はドラマを見た
りして息抜きもしました。東アカは、
学習面でのサポートが手厚いので
安心して学習できました。結果が出なくて焦ることがあります
が、諦めないでしっかり学習していれば最後は合格を手にす
ると思います。

2018度

鹿児島校

　鹿児島県警Ｂ(女性) 最終合格

大山 千乃さん ～鹿児島女子高校～

教養試験は独学では絶対に合格教養試験は独学では絶対に合格
できなかったと思うので、東アカにできなかったと思うので、東アカに
通学して基礎から簡単な解き方ま通学して基礎から簡単な解き方ま
で教えてもらい、入会して良かったで教えてもらい、入会して良かった
です。勉強は得意な方ではなかっです。勉強は得意な方ではなかっ
たので、最初の模試はビリでした。たので、最初の模試はビリでした。
コツコツ勉強することで少しずつ点コツコツ勉強することで少しずつ点
数は伸びましたが、最後の模試で数は伸びましたが、最後の模試で
も合格点には届きませんでした。しも合格点には届きませんでした。し
かし、本番まであきらめず勉強したかし、本番まであきらめず勉強した
結果、教養試験を合格することが結果、教養試験を合格することが
できました。そして、東アカは二次できました。そして、東アカは二次
試験の面接資料が高校よりもはる試験の面接資料が高校よりもはる
かに多く、安心して試験に臨むことかに多く、安心して試験に臨むこと
ができたので、東アカで毎日面接練習をしました。どんなに上ができたので、東アカで毎日面接練習をしました。どんなに上
手くいかなくても諦めず勉強に取り組むことが合格に繋がっ手くいかなくても諦めず勉強に取り組むことが合格に繋がっ
たと思います。たと思います。

教養試験は独学では絶対に合格
できなかったと思うので、東アカに
通学して基礎から簡単な解き方ま
で教えてもらい、入会して良かった
です。勉強は得意な方ではなかっ
たので、最初の模試はビリでした。
コツコツ勉強することで少しずつ点
数は伸びましたが、最後の模試で
も合格点には届きませんでした。し
かし、本番まであきらめず勉強した
結果、教養試験を合格することが
できました。そして、東アカは二次
試験の面接資料が高校よりもはる
かに多く、安心して試験に臨むこと
ができたので、東アカで毎日面接練習をしました。どんなに上
手くいかなくても諦めず勉強に取り組むことが合格に繋がっ
たと思います。

現役合格

2018度

鹿児島校

　鹿児島県警Ｂ（男性） 最終合格

奥 拓未さん ～鹿児島実業高校～

『そこそこやるか、そこまでやるか』
東アカの試験対策は出題される分東アカの試験対策は出題される分
野とされない分野をしっかり区別し野とされない分野をしっかり区別し
て講義してくださるので、効率の良て講義してくださるので、効率の良
い勉強の仕方がよく分かりました。い勉強の仕方がよく分かりました。
夜間部を受講していましたが、講夜間部を受講していましたが、講
義を受けた日に必ず復習をしてい義を受けた日に必ず復習をしてい
ました。休日は講義で理解できなました。休日は講義で理解できな
かった部分の復習に補いました。かった部分の復習に補いました。
面接練習は高校と東アカの両方で面接練習は高校と東アカの両方で
させてもらいましたが、東アカではさせてもらいましたが、東アカでは
過去の質問を分析して、より本番過去の質問を分析して、より本番
に近い形に対応していて、丁寧なに近い形に対応していて、丁寧な
アドバイスもあり、あまり緊張せずアドバイスもあり、あまり緊張せず
に本試験の面接を受けることがでに本試験の面接を受けることがで
きました。面接練習はできるだけ多くこなし、慣れていった方きました。面接練習はできるだけ多くこなし、慣れていった方
が良いと思いました。何事も本気で一生懸命取り組むことがが良いと思いました。何事も本気で一生懸命取り組むことが
大事です。大事です。

東アカの試験対策は出題される分
野とされない分野をしっかり区別し
て講義してくださるので、効率の良
い勉強の仕方がよく分かりました。
夜間部を受講していましたが、講
義を受けた日に必ず復習をしてい
ました。休日は講義で理解できな
かった部分の復習に補いました。
面接練習は高校と東アカの両方で
させてもらいましたが、東アカでは
過去の質問を分析して、より本番
に近い形に対応していて、丁寧な
アドバイスもあり、あまり緊張せず
に本試験の面接を受けることがで
きました。面接練習はできるだけ多くこなし、慣れていった方
が良いと思いました。何事も本気で一生懸命取り組むことが
大事です。

現役合格

2018度

鹿児島校

　指宿南九州消防 最終合格

織田 慎之介さん ～川辺高校～

『雪に耐え梅花麗し』
東アカはテキストの豊富さと先生方東アカはテキストの豊富さと先生方
の講義が抜群に良かったです。講の講義が抜群に良かったです。講
義も短期間に重要ポイントだけを義も短期間に重要ポイントだけを
学 ぶ こ と が 出 来 ま し た 。 と く に学 ぶ こ と が 出 来 ま し た 。 と く に
DATA問は頻出問題集だったのでDATA問は頻出問題集だったので
効率が良かったです。また、教務効率が良かったです。また、教務
の内村さんをはじめとする事務局の内村さんをはじめとする事務局
の方の1つ1つに対する丁寧さもうの方の1つ1つに対する丁寧さもう
れしかったです。受験対策としては、れしかったです。受験対策としては、
毎日必ず講義の復習に力を入れま毎日必ず講義の復習に力を入れま
したなんとなく覚えるのではなく、したなんとなく覚えるのではなく、
完全に理解し体得することが大切完全に理解し体得することが大切
だと思います。私は最後の模試でだと思います。私は最後の模試で
結果が出ました。バス移動の時間結果が出ました。バス移動の時間
も大事に使い学習してきました。受も大事に使い学習してきました。受
験は自分との戦いです。絶対に妥協はせず頑張ってください。験は自分との戦いです。絶対に妥協はせず頑張ってください。
自分に妥協してしまったら後悔してしまうのが目に見えます。自分に妥協してしまったら後悔してしまうのが目に見えます。
努力をすれば必ず夢は叶うと思います。努力をすれば必ず夢は叶うと思います。

東アカはテキストの豊富さと先生方
の講義が抜群に良かったです。講
義も短期間に重要ポイントだけを
学 ぶ こ と が 出 来 ま し た 。 と く に
DATA問は頻出問題集だったので
効率が良かったです。また、教務
の内村さんをはじめとする事務局
の方の1つ1つに対する丁寧さもう
れしかったです。受験対策としては、
毎日必ず講義の復習に力を入れま
したなんとなく覚えるのではなく、
完全に理解し体得することが大切
だと思います。私は最後の模試で
結果が出ました。バス移動の時間
も大事に使い学習してきました。受
験は自分との戦いです。絶対に妥協はせず頑張ってください。
自分に妥協してしまったら後悔してしまうのが目に見えます。
努力をすれば必ず夢は叶うと思います。

現役合格

2018度

鹿児島校

　鹿児島市中級（一般事務） 最終合格

小倉 菜々香さん～鹿児島県立短期大学～

『努⼒は必ず報われる』
週一回行われる模試を目標にして週一回行われる模試を目標にして
「DATA問」と「オープンセサミ」を利「DATA問」と「オープンセサミ」を利
用して勉強しました。講義では問題用して勉強しました。講義では問題
のポイントを分かりやすく教えて下のポイントを分かりやすく教えて下
さったので、基礎を固めることがでさったので、基礎を固めることがで
きました。講義中に重要ポイントをきました。講義中に重要ポイントを
「オープンセサミ」に書き入れること「オープンセサミ」に書き入れること
で後から見直したときに分かりやすで後から見直したときに分かりやす
かったです。面接指導は東アカでかったです。面接指導は東アカで
異なる先生方と練習することで、異なる先生方と練習することで、
様々な視点からアドバイスをいた様々な視点からアドバイスをいた
だきました。集団討論にも積極的だきました。集団討論にも積極的
に参加し、流れや発言方法などをに参加し、流れや発言方法などを
学びました。東アカの受験生は「公学びました。東アカの受験生は「公
務員になりたい」という同じ気持ち務員になりたい」という同じ気持ち
を持って勉強しているので、周りの人が勉強しているので、自を持って勉強しているので、周りの人が勉強しているので、自
分もやる気になります。苦手科目は勉強しにくい時もあります分もやる気になります。苦手科目は勉強しにくい時もあります
が、日々の努力は必ず報われると思うので頑張ってください。が、日々の努力は必ず報われると思うので頑張ってください。

週一回行われる模試を目標にして
「DATA問」と「オープンセサミ」を利
用して勉強しました。講義では問題
のポイントを分かりやすく教えて下
さったので、基礎を固めることがで
きました。講義中に重要ポイントを
「オープンセサミ」に書き入れること
で後から見直したときに分かりやす
かったです。面接指導は東アカで
異なる先生方と練習することで、
様々な視点からアドバイスをいた
だきました。集団討論にも積極的
に参加し、流れや発言方法などを
学びました。東アカの受験生は「公
務員になりたい」という同じ気持ち
を持って勉強しているので、周りの人が勉強しているので、自
分もやる気になります。苦手科目は勉強しにくい時もあります
が、日々の努力は必ず報われると思うので頑張ってください。

現役合格

2018度

鹿児島校

鹿児島校単独!鹿児島校単独!鹿児島校単独!　　
2018年度2018年度

　
2018年度

名名名

国家公務員　４６名

地方公務員１５７名

警察・消防　５５名

№
～選ばれる理由がココにある～

2018年度も県下

１!!269269269269前年比前年比

1０４%1０４%

前年比

1０４%●●●
　　

　　実人数実人数

　

　実人数
●●● ●●●　　

最終合格最終合格
　

最終合格

『耐雪梅花麗』



　東京消防庁Ⅲ類 最終合格

小原 大夢さん ～松陽高校～

『苦しみのない栄光などない』 

』
公務員予備校選択で東アカに入会公務員予備校選択で東アカに入会
した一番大きな理由は、合格率のした一番大きな理由は、合格率の
高さです。出た問など東アカ独自高さです。出た問など東アカ独自
の教材が豊富で、勉強するうえでの教材が豊富で、勉強するうえで
非常に使いやすかったです。講義非常に使いやすかったです。講義
では書くことより聞くことを意識して、では書くことより聞くことを意識して、
DATA問は自分が解けそうな問題DATA問は自分が解けそうな問題
を重点的に解くようにしました。まを重点的に解くようにしました。ま
た、開講日に配付された完全パーた、開講日に配付された完全パー
フェクトガイドは全国の消防官の二フェクトガイドは全国の消防官の二
次試験情報が豊富に載っていたの次試験情報が豊富に載っていたの
で、安心して受験勉強できる環境で、安心して受験勉強できる環境
でした。東アカに通って良かったとでした。東アカに通って良かったと
思うことは、教務の内村さんがいた思うことは、教務の内村さんがいた
ことです。試験情報はもちろん、ことです。試験情報はもちろん、
様々なアドバイスもあり、部活と両立しながら大変でしたが、様々なアドバイスもあり、部活と両立しながら大変でしたが、
最終合格することができました。模試で結果が全然でなくても最終合格することができました。模試で結果が全然でなくても
めげずに、思い続ければ必ず道は開けると思い、最後まで頑めげずに、思い続ければ必ず道は開けると思い、最後まで頑
張ることができました。張ることができました。

公務員予備校選択で東アカに入会
した一番大きな理由は、合格率の
高さです。出た問など東アカ独自
の教材が豊富で、勉強するうえで
非常に使いやすかったです。講義
では書くことより聞くことを意識して、
DATA問は自分が解けそうな問題
を重点的に解くようにしました。ま
た、開講日に配付された完全パー
フェクトガイドは全国の消防官の二
次試験情報が豊富に載っていたの
で、安心して受験勉強できる環境
でした。東アカに通って良かったと
思うことは、教務の内村さんがいた
ことです。試験情報はもちろん、
様々なアドバイスもあり、部活と両立しながら大変でしたが、
最終合格することができました。模試で結果が全然でなくても
めげずに、思い続ければ必ず道は開けると思い、最後まで頑
張ることができました。

現役合格

2018度

鹿児島校

　福岡市消防 最終合格

甲斐 雅都さん ～加治木高校～

『星は夜が暗いほどよく⾒える』
最終合格できたポイントは二次対最終合格できたポイントは二次対
策を徹底できたことです。東アカの策を徹底できたことです。東アカの
面接指導は先生方がマンツーマン面接指導は先生方がマンツーマン
でとても優しく何回も指導してくださでとても優しく何回も指導してくださ
り、自分の良い点、悪い点をしっかり、自分の良い点、悪い点をしっか
りと把握することができたので、本りと把握することができたので、本
番ではとてもリラックスして、自信を番ではとてもリラックスして、自信を
持って臨むことができました。また、持って臨むことができました。また、
過去の受験生の情報も豊富で非常過去の受験生の情報も豊富で非常
に役に立ちました。学習面では苦に役に立ちました。学習面では苦
手科目のセサミを常に持ち歩き、手科目のセサミを常に持ち歩き、
暇があれば復習しました。勉強や暇があれば復習しました。勉強や
二次対策はやればやるほど本番で二次対策はやればやるほど本番で
は自信を持って落ちついて臨めるは自信を持って落ちついて臨める
と思います。ときにはきついと感じと思います。ときにはきついと感じ
ることもありましたが、先生方や教務の方々、そして一番協力ることもありましたが、先生方や教務の方々、そして一番協力
してくれている親への感謝の気持ちを持つことで頑張れたとしてくれている親への感謝の気持ちを持つことで頑張れたと
思います。思います。

最終合格できたポイントは二次対
策を徹底できたことです。東アカの
面接指導は先生方がマンツーマン
でとても優しく何回も指導してくださ
り、自分の良い点、悪い点をしっか
りと把握することができたので、本
番ではとてもリラックスして、自信を
持って臨むことができました。また、
過去の受験生の情報も豊富で非常
に役に立ちました。学習面では苦
手科目のセサミを常に持ち歩き、
暇があれば復習しました。勉強や
二次対策はやればやるほど本番で
は自信を持って落ちついて臨める
と思います。ときにはきついと感じ
ることもありましたが、先生方や教務の方々、そして一番協力
してくれている親への感謝の気持ちを持つことで頑張れたと
思います。

2018度

鹿児島校

　出水市（一般事務） 最終合格

柿木 佳奈さん～鹿児島県立短期大学～

『1％の才能なら99％の努⼒で補え』
短大の先輩方に勧められて東アカ短大の先輩方に勧められて東アカ
に入会しました。東アカはレベルのに入会しました。東アカはレベルの
高い模試やわかりやすい問題集等高い模試やわかりやすい問題集等
が揃っていたのでとても心強かったが揃っていたのでとても心強かった
です。朝から夜まで自習室が解放です。朝から夜まで自習室が解放
されていたので、自分の時間で勉されていたので、自分の時間で勉
強ができました。高校で習っていな強ができました。高校で習っていな
い科目も公務員試験では出題されい科目も公務員試験では出題され
るので最初はとても不安でしたが、るので最初はとても不安でしたが、
東アカに通っているうちに解消され東アカに通っているうちに解消され
ました。最後のほうは、何度も解きました。最後のほうは、何度も解き
直しをしたことで一般知能が好きに直しをしたことで一般知能が好きに
なりとても自信につながりました。なりとても自信につながりました。
講義は全員受けるため、後はどれ講義は全員受けるため、後はどれ
だけ復習したかだと思います。高校で身に付けた「勉強するだけ復習したかだと思います。高校で身に付けた「勉強する
癖」を絶やさずに粘り強く頑張ることは大切だと思いました。癖」を絶やさずに粘り強く頑張ることは大切だと思いました。

短大の先輩方に勧められて東アカ
に入会しました。東アカはレベルの
高い模試やわかりやすい問題集等
が揃っていたのでとても心強かった
です。朝から夜まで自習室が解放
されていたので、自分の時間で勉
強ができました。高校で習っていな
い科目も公務員試験では出題され
るので最初はとても不安でしたが、
東アカに通っているうちに解消され
ました。最後のほうは、何度も解き
直しをしたことで一般知能が好きに
なりとても自信につながりました。
講義は全員受けるため、後はどれ
だけ復習したかだと思います。高校で身に付けた「勉強する
癖」を絶やさずに粘り強く頑張ることは大切だと思いました。

現役合格

2018度

鹿児島校

　海上保安学校（情報） 最終合格

上水流 大我さん ～鹿児島中央高校～

『何事も⾃分を信じることが⼤事』
東アカに通っていた友人に誘われ東アカに通っていた友人に誘われ
て入会しました。テキストに似た問て入会しました。テキストに似た問
題が模試にも出ていたので、講義題が模試にも出ていたので、講義
前後は予習・復習をしてテキストの前後は予習・復習をしてテキストの
問題はほとんど解きました。家では問題はほとんど解きました。家では
あまり勉強がはかどらなかったのあまり勉強がはかどらなかったの
で、東アカの自習室を利用しました。で、東アカの自習室を利用しました。
面接対策は東アカと高校とで練習面接対策は東アカと高校とで練習
をしていき、パーフェクトガイドに過をしていき、パーフェクトガイドに過
去の質問された項目がまとめられ去の質問された項目がまとめられ
ていたので役に立ちました。東アカていたので役に立ちました。東アカ
に通ってよかったことは、長い公務に通ってよかったことは、長い公務
員試験をモチベーションを保ち続け員試験をモチベーションを保ち続け
られたことです。模試の上位者はラられたことです。模試の上位者はラ
ンキングに名前が載るので、これンキングに名前が載るので、これ
に載るように頑張って来られました。勉強がどんなに辛くてもに載るように頑張って来られました。勉強がどんなに辛くても
結果が出れば乗り越えられることができる！自分を信じて結結果が出れば乗り越えられることができる！自分を信じて結
果が出るまで頑張り続けてください。果が出るまで頑張り続けてください。

東アカに通っていた友人に誘われ
て入会しました。テキストに似た問
題が模試にも出ていたので、講義
前後は予習・復習をしてテキストの
問題はほとんど解きました。家では
あまり勉強がはかどらなかったの
で、東アカの自習室を利用しました。
面接対策は東アカと高校とで練習
をしていき、パーフェクトガイドに過
去の質問された項目がまとめられ
ていたので役に立ちました。東アカ
に通ってよかったことは、長い公務
員試験をモチベーションを保ち続け
られたことです。模試の上位者はラ
ンキングに名前が載るので、これ
に載るように頑張って来られました。勉強がどんなに辛くても
結果が出れば乗り越えられることができる！自分を信じて結
果が出るまで頑張り続けてください。

2018度

鹿児島校

　海上保安学校(特別) 最終合格

鎌田 晃弘さん ～伊集院高校～

『強い意志と諦めない⼼』
夢である海上保安官になるために夢である海上保安官になるために
合格実績の高い東アカに入会しま合格実績の高い東アカに入会しま
した。講義のある日は必ず自習室した。講義のある日は必ず自習室
でその日の内容をDATA問やオーでその日の内容をDATA問やオー
プンセサミを使い復習しました。模プンセサミを使い復習しました。模
試では合格まであと何点足りない試では合格まであと何点足りない
のか、何が強みで何が弱点なのかのか、何が強みで何が弱点なのか
知ることができました。面接対策は知ることができました。面接対策は
パーフェクトガイドを使い面接でどパーフェクトガイドを使い面接でど
のようなことが聞かれるのか事前のようなことが聞かれるのか事前
に知ることができ、そのおかげで自に知ることができ、そのおかげで自
信をもって面接試験に臨むことが信をもって面接試験に臨むことが
できました。大きな目標を立て、そできました。大きな目標を立て、そ
の目標を達成するためにどのようの目標を達成するためにどのよう
にしていけばいいのか逆算して計にしていけばいいのか逆算して計
画的に勉強してきました。模試の結果に一喜一憂せずに、強画的に勉強してきました。模試の結果に一喜一憂せずに、強
い意志をもって基礎的な問題から始めて自信をつけながら、い意志をもって基礎的な問題から始めて自信をつけながら、
東アカで公務員試験対策行えば必ず合格できると思います。東アカで公務員試験対策行えば必ず合格できると思います。

夢である海上保安官になるために
合格実績の高い東アカに入会しま
した。講義のある日は必ず自習室
でその日の内容をDATA問やオー
プンセサミを使い復習しました。模
試では合格まであと何点足りない
のか、何が強みで何が弱点なのか
知ることができました。面接対策は
パーフェクトガイドを使い面接でど
のようなことが聞かれるのか事前
に知ることができ、そのおかげで自
信をもって面接試験に臨むことが
できました。大きな目標を立て、そ
の目標を達成するためにどのよう
にしていけばいいのか逆算して計
画的に勉強してきました。模試の結果に一喜一憂せずに、強
い意志をもって基礎的な問題から始めて自信をつけながら、
東アカで公務員試験対策行えば必ず合格できると思います。

2018度

鹿児島校

薩摩川内市(一般事務) 最終合格

北原 一樹さん ～松陽高校～

『⾃信と成功は⽐例する』
集団討論対策は東アカでしか対策集団討論対策は東アカでしか対策
してもらえない貴重なものでした。してもらえない貴重なものでした。
集団討論はほか受験者と共同で課集団討論はほか受験者と共同で課
題に対する結論を出していく試験題に対する結論を出していく試験
で、人物試験の中でも人との関わで、人物試験の中でも人との関わ
り方をみられる試験です。この試験り方をみられる試験です。この試験
対策では、①人の話を聞くこと②時対策では、①人の話を聞くこと②時
間を意識すること③意見や進行を間を意識すること③意見や進行を
まとめることが重要だと思います。まとめることが重要だと思います。
他にも、学習面では講義のほかに他にも、学習面では講義のほかに
自習室を利用し、頻出科目を中心自習室を利用し、頻出科目を中心
に勉強して確実に解けるようにしてに勉強して確実に解けるようにして
きました。勉強が辛くなったり不安きました。勉強が辛くなったり不安
になったりすることもあると思いまになったりすることもあると思いま
すが、合格したことを想像して日々努力して下さい。最終合すが、合格したことを想像して日々努力して下さい。最終合
格までの対策は東アカのサポートが充実しているので安心し格までの対策は東アカのサポートが充実しているので安心し
てください。てください。

集団討論対策は東アカでしか対策
してもらえない貴重なものでした。
集団討論はほか受験者と共同で課
題に対する結論を出していく試験
で、人物試験の中でも人との関わ
り方をみられる試験です。この試験
対策では、①人の話を聞くこと②時
間を意識すること③意見や進行を
まとめることが重要だと思います。
他にも、学習面では講義のほかに
自習室を利用し、頻出科目を中心
に勉強して確実に解けるようにして
きました。勉強が辛くなったり不安
になったりすることもあると思いま
すが、合格したことを想像して日々努力して下さい。最終合
格までの対策は東アカのサポートが充実しているので安心し
てください。

2018度

鹿児島校

南さつま市(一般事務) 最終合格

北 世麗奈さん ～鳳凰高校～

東アカの合格率の高さを見て入会東アカの合格率の高さを見て入会
することを決めました。毎週土曜日することを決めました。毎週土曜日
に行われる模試は本番の様な雰囲に行われる模試は本番の様な雰囲
気で練習でき、難しい問題ばかりで気で練習でき、難しい問題ばかりで
したがしっかりと復習して次に臨めしたがしっかりと復習して次に臨め
ば結果に繋がりました。講義で解ば結果に繋がりました。講義で解
いた問題は必ずその日の内に解きいた問題は必ずその日の内に解き
直すようにし、バス通学だったので直すようにし、バス通学だったので
暗記系はバスの中で繰り返し取り暗記系はバスの中で繰り返し取り
組みました。集団討論の対策では組みました。集団討論の対策では
すべてに参加し、場馴れすることがすべてに参加し、場馴れすることが
大事だと学びました。最終合格の大事だと学びました。最終合格の
ポイントは、個別面接や集団討論ポイントは、個別面接や集団討論
対策を活用して自信がついたことだと思います。始める時期対策を活用して自信がついたことだと思います。始める時期
が遅くてもやる気があれば結果につながると思います。が遅くてもやる気があれば結果につながると思います。

東アカの合格率の高さを見て入会
することを決めました。毎週土曜日
に行われる模試は本番の様な雰囲
気で練習でき、難しい問題ばかりで
したがしっかりと復習して次に臨め
ば結果に繋がりました。講義で解
いた問題は必ずその日の内に解き
直すようにし、バス通学だったので
暗記系はバスの中で繰り返し取り
組みました。集団討論の対策では
すべてに参加し、場馴れすることが
大事だと学びました。最終合格の
ポイントは、個別面接や集団討論
対策を活用して自信がついたことだと思います。始める時期
が遅くてもやる気があれば結果につながると思います。

現役合格

2018度

鹿児島校

鹿屋市（土木） 最終合格

北迫 将さん ～鹿児島工業高校～

『やればできる』
高校の同級生にすすめられ高校の同級生にすすめられ
て入会しました。教養試験はて入会しました。教養試験は
講義を集中して聞くことが最講義を集中して聞くことが最
も効率の良い対策でした。土も効率の良い対策でした。土
木志望のため専門は高校の木志望のため専門は高校の
教科書を基に自習室で勉強し教科書を基に自習室で勉強し
ました。東アカでは土木の過ました。東アカでは土木の過
去問も充実しており、教務の去問も充実しており、教務の
内村さんに相談するとすぐに内村さんに相談するとすぐに
印刷してもらえるのでとても印刷してもらえるのでとても
助かりました。また、個別面助かりました。また、個別面
接はいろいろな先生にお願い接はいろいろな先生にお願い
して毎日指導してもらいましして毎日指導してもらいまし
た。仕事を辞めての受験だった。仕事を辞めての受験だっ
たので、不安になることも多たので、不安になることも多
いでしたが、やるかやらないかの二択なので最後まで諦めずいでしたが、やるかやらないかの二択なので最後まで諦めず
に頑張ることが出来ました。自分次第で結果は変えられるとに頑張ることが出来ました。自分次第で結果は変えられると
思います。思います。

高校の同級生にすすめられ
て入会しました。教養試験は
講義を集中して聞くことが最
も効率の良い対策でした。土
木志望のため専門は高校の
教科書を基に自習室で勉強し
ました。東アカでは土木の過
去問も充実しており、教務の
内村さんに相談するとすぐに
印刷してもらえるのでとても
助かりました。また、個別面
接はいろいろな先生にお願い
して毎日指導してもらいまし
た。仕事を辞めての受験だっ
たので、不安になることも多
いでしたが、やるかやらないかの二択なので最後まで諦めず
に頑張ることが出来ました。自分次第で結果は変えられると
思います。

2018度

鹿児島校

　海上保安学校(特別) 最終合格

河野 晋一郎さん ～国分高校～

『どんな天気でも雲の上は晴れ』
兄が通っていたこともあり自分も公兄が通っていたこともあり自分も公
務員になりたいと思い、東アカに入務員になりたいと思い、東アカに入
会しました。公務員試験と一口に会しました。公務員試験と一口に
言っても多くの種類があるので教言っても多くの種類があるので教
務の内村さんによく相談しました。務の内村さんによく相談しました。
学習面では、講師に質問して解け学習面では、講師に質問して解け
ない問題を減らすことができました。ない問題を減らすことができました。
また、出た問で間違えた問題の内また、出た問で間違えた問題の内
容をオープンセサミに戻って再確容をオープンセサミに戻って再確
認しました。早い時期から面接に認しました。早い時期から面接に
役立つ様々な情報の話があり、面役立つ様々な情報の話があり、面
接の知識部分であせることなく準接の知識部分であせることなく準
備することもできました。東アカに備することもできました。東アカに
は頼りになる先生方、相談事を聞は頼りになる先生方、相談事を聞
いてくれる内村さんがいるので、どいてくれる内村さんがいるので、ど
こよりも勉強に集中できる環境だと思いました。辛い時こそ努こよりも勉強に集中できる環境だと思いました。辛い時こそ努
力を続けて、その分だけ自分の自信にすることができると思力を続けて、その分だけ自分の自信にすることができると思
います。います。

兄が通っていたこともあり自分も公
務員になりたいと思い、東アカに入
会しました。公務員試験と一口に
言っても多くの種類があるので教
務の内村さんによく相談しました。
学習面では、講師に質問して解け
ない問題を減らすことができました。
また、出た問で間違えた問題の内
容をオープンセサミに戻って再確
認しました。早い時期から面接に
役立つ様々な情報の話があり、面
接の知識部分であせることなく準
備することもできました。東アカに
は頼りになる先生方、相談事を聞
いてくれる内村さんがいるので、ど
こよりも勉強に集中できる環境だと思いました。辛い時こそ努
力を続けて、その分だけ自分の自信にすることができると思
います。

2018度

鹿児島校

　霧島市（一般事務） 最終合格

尾曲 咲喜さん ～加治木高校～

『千⾥の道も⼀歩から』
高校の担任の先生からのすすめで高校の担任の先生からのすすめで
東アカに入会しました。東アカの講東アカに入会しました。東アカの講
義はまとまった内容で分かりやすく、義はまとまった内容で分かりやすく、
90分ほどの講義を短く感じます。講90分ほどの講義を短く感じます。講
義、テキスト、模試、自習室の全て義、テキスト、模試、自習室の全て
利用し学習に役立てていました。利用し学習に役立てていました。
講義を真剣に取り組んだあと、講義を真剣に取り組んだあと、
DATA問を解き試験に挑みました。DATA問を解き試験に挑みました。
東アカの受講生たちはみんな真剣東アカの受講生たちはみんな真剣
に勉強しているので自分も頑張ろうに勉強しているので自分も頑張ろう
とやる気が出たことが良かったでとやる気が出たことが良かったで
す。また、二次対策情報誌のパーす。また、二次対策情報誌のパー
フェクトガイドは、本番に焦ることがフェクトガイドは、本番に焦ることが
なかったので重宝しました。あまりなかったので重宝しました。あまり
無理しすぎず、体調を崩さないよう無理しすぎず、体調を崩さないよう
に東アカのテキストを何回も解けば自然と成績も上がると思に東アカのテキストを何回も解けば自然と成績も上がると思
います。とにかく1回1回の講義を大切にしていくことが大事だいます。とにかく1回1回の講義を大切にしていくことが大事だ
と思いますと思います

高校の担任の先生からのすすめで
東アカに入会しました。東アカの講
義はまとまった内容で分かりやすく、
90分ほどの講義を短く感じます。講
義、テキスト、模試、自習室の全て
利用し学習に役立てていました。
講義を真剣に取り組んだあと、
DATA問を解き試験に挑みました。
東アカの受講生たちはみんな真剣
に勉強しているので自分も頑張ろう
とやる気が出たことが良かったで
す。また、二次対策情報誌のパー
フェクトガイドは、本番に焦ることが
なかったので重宝しました。あまり
無理しすぎず、体調を崩さないよう
に東アカのテキストを何回も解けば自然と成績も上がると思
います。とにかく1回1回の講義を大切にしていくことが大事だ
と思います

2018度

鹿児島校

　鹿児島市初級(一般事務) 最終合格

垣内 宥人さん ～鹿児島実業高校～

『後悔しないように』
東アカでは試験の傾向や要点を教東アカでは試験の傾向や要点を教
えてもらえるのでポイントを絞ってえてもらえるのでポイントを絞って
勉強することができました。分かり勉強することができました。分かり
やすい講義や豊富な資料で試験にやすい講義や豊富な資料で試験に
向け対策もしっかりできた点が魅向け対策もしっかりできた点が魅
力でした。毎週ある模試では順位力でした。毎週ある模試では順位
や点数をモチベーションにしながらや点数をモチベーションにしながら
毎日勉強に励みました。通学の電毎日勉強に励みました。通学の電
車の中ではテキストを開き復習をし、車の中ではテキストを開き復習をし、
土日祝日なども東アカに通い勉強土日祝日なども東アカに通い勉強
しました。面接や集団討論の練習しました。面接や集団討論の練習
にも積極的に参加し、先生からのにも積極的に参加し、先生からの
意見を参考に発言する内容にも注意見を参考に発言する内容にも注
意して実践形式で練習できたことも意して実践形式で練習できたことも
大きかったです。東アカの学習環境で同じ目標を持つ人と共大きかったです。東アカの学習環境で同じ目標を持つ人と共
に勉強し競い合うことができたことが合格に近づいたと思いに勉強し競い合うことができたことが合格に近づいたと思い
ます。ます。

東アカでは試験の傾向や要点を教
えてもらえるのでポイントを絞って
勉強することができました。分かり
やすい講義や豊富な資料で試験に
向け対策もしっかりできた点が魅
力でした。毎週ある模試では順位
や点数をモチベーションにしながら
毎日勉強に励みました。通学の電
車の中ではテキストを開き復習をし、
土日祝日なども東アカに通い勉強
しました。面接や集団討論の練習
にも積極的に参加し、先生からの
意見を参考に発言する内容にも注
意して実践形式で練習できたことも
大きかったです。東アカの学習環境で同じ目標を持つ人と共
に勉強し競い合うことができたことが合格に近づいたと思い
ます。

2018度

鹿児島校

現役合格

現役合格

現役合格

『ポジティブ思考』



　熊本県警B(男性) 最終合格

鮫島 知晃さん ～蒲生高校～

『努⼒は必ず報われる』 
高い合格率で志を持った仲間と切高い合格率で志を持った仲間と切
磋琢磨できる、「東アカ」で頑張ろう磋琢磨できる、「東アカ」で頑張ろう
と思い入会しました。東アカでは同と思い入会しました。東アカでは同
じ志を持った仲間と勉強でき、集中じ志を持った仲間と勉強でき、集中
して学習に取り組むことができましして学習に取り組むことができまし
た。一次試験突破に向けて基本をた。一次試験突破に向けて基本を
徹底し、DATA問を繰り返し解いて徹底し、DATA問を繰り返し解いて
分からないことは専門の先生たち分からないことは専門の先生たち
が、丁寧に教えてくださったので効が、丁寧に教えてくださったので効
率的に知識を身に付けることがで率的に知識を身に付けることがで
きました。また、二次試験突破にはきました。また、二次試験突破には
自分をよく見せようとするのではな自分をよく見せようとするのではな
く、ありのままの自分でとにかく「警く、ありのままの自分でとにかく「警
察官になりたい」という強い信念を察官になりたい」という強い信念を
持つことが大切だと思いました。前持つことが大切だと思いました。前
年は面接で不合格になり悔しい思いをしましたが、その悔し年は面接で不合格になり悔しい思いをしましたが、その悔し
さをバネに人一倍努力して、東アカで夢を叶えることが出来さをバネに人一倍努力して、東アカで夢を叶えることが出来
ました。ありがとうございます。ました。ありがとうございます。

高い合格率で志を持った仲間と切
磋琢磨できる、「東アカ」で頑張ろう
と思い入会しました。東アカでは同
じ志を持った仲間と勉強でき、集中
して学習に取り組むことができまし
た。一次試験突破に向けて基本を
徹底し、DATA問を繰り返し解いて
分からないことは専門の先生たち
が、丁寧に教えてくださったので効
率的に知識を身に付けることがで
きました。また、二次試験突破には
自分をよく見せようとするのではな
く、ありのままの自分でとにかく「警
察官になりたい」という強い信念を
持つことが大切だと思いました。前
年は面接で不合格になり悔しい思いをしましたが、その悔し
さをバネに人一倍努力して、東アカで夢を叶えることが出来
ました。ありがとうございます。

2018度

鹿児島校

　 鹿児島市初級(一般事務） 最終合格

立石 夕理さん ～鹿児島中央高校～

『迷った時はどっちが正しいかなんて考えちゃダメ
 どっちが楽しいかで決めなさい』

東アカに通ってよかったことは分東アカに通ってよかったことは分
かりやすい講義です。自習も大事かりやすい講義です。自習も大事
だと思いますが、一番重要なのはだと思いますが、一番重要なのは
講義を受けることだと思います。講講義を受けることだと思います。講
義での疑問をすぐ先生に質問した義での疑問をすぐ先生に質問した
り、友達に聞いたり、講義を録音しり、友達に聞いたり、講義を録音し
てもらえるので、もう一度じっくり聞てもらえるので、もう一度じっくり聞
きたいときは役立ちました。毎日朝きたいときは役立ちました。毎日朝
から夕方まで講義がありとてもつから夕方まで講義がありとてもつ
らく大変でしたが、たくさん友達をらく大変でしたが、たくさん友達を
作って昼食時や放課後、休憩の息作って昼食時や放課後、休憩の息
抜きで話をしていると疲れも飛び抜きで話をしていると疲れも飛び
ました。面接の時期は苦しかったました。面接の時期は苦しかった
ですが、過去に聞かれた質問を参ですが、過去に聞かれた質問を参
考に、自分なりの答えを一通り考考に、自分なりの答えを一通り考
え、それを何回も東アカで面接練習を行い、改善して試験にえ、それを何回も東アカで面接練習を行い、改善して試験に
臨むことができました。合格できて良かったです。臨むことができました。合格できて良かったです。

東アカに通ってよかったことは分
かりやすい講義です。自習も大事
だと思いますが、一番重要なのは
講義を受けることだと思います。講
義での疑問をすぐ先生に質問した
り、友達に聞いたり、講義を録音し
てもらえるので、もう一度じっくり聞
きたいときは役立ちました。毎日朝
から夕方まで講義がありとてもつ
らく大変でしたが、たくさん友達を
作って昼食時や放課後、休憩の息
抜きで話をしていると疲れも飛び
ました。面接の時期は苦しかった
ですが、過去に聞かれた質問を参
考に、自分なりの答えを一通り考
え、それを何回も東アカで面接練習を行い、改善して試験に
臨むことができました。合格できて良かったです。

2018度

鹿児島校

　鹿児島市（保健師） 最終合格

堤 香奈子さん ～鹿児島大学～

『雪に耐えて梅花麗し』
大学であった東アカの公務員セミ大学であった東アカの公務員セミ
ナーで合格率が高いことを知り、自ナーで合格率が高いことを知り、自
分も絶対に合格したいと思い入会分も絶対に合格したいと思い入会
しました。東アカは、全ての試験情しました。東アカは、全ての試験情
報をたくさん提供してくださり、どの報をたくさん提供してくださり、どの
試験も想定内の対応で乗り切るこ試験も想定内の対応で乗り切るこ
とができました。特に二次試験対とができました。特に二次試験対
策は情報量勝負だと思います。東策は情報量勝負だと思います。東
アカで配布される資料は隅々までアカで配布される資料は隅々まで
読むようにして、分からない所は教読むようにして、分からない所は教
務の内村さんに尋ねるようにしてい務の内村さんに尋ねるようにしてい
ました。技術職でも生かせる資料ました。技術職でも生かせる資料
が多かったのでありがたかったでが多かったのでありがたかったで
す。二次試験の面接には自信をす。二次試験の面接には自信を
持って臨むことが大切だと思ったので、普段から「自分が受持って臨むことが大切だと思ったので、普段から「自分が受
からないで誰が受かるんだ。」と強い気持ちを持つように心がからないで誰が受かるんだ。」と強い気持ちを持つように心が
けていました。けていました。

大学であった東アカの公務員セミ
ナーで合格率が高いことを知り、自
分も絶対に合格したいと思い入会
しました。東アカは、全ての試験情
報をたくさん提供してくださり、どの
試験も想定内の対応で乗り切るこ
とができました。特に二次試験対
策は情報量勝負だと思います。東
アカで配布される資料は隅々まで
読むようにして、分からない所は教
務の内村さんに尋ねるようにしてい
ました。技術職でも生かせる資料
が多かったのでありがたかったで
す。二次試験の面接には自信を
持って臨むことが大切だと思ったので、普段から「自分が受
からないで誰が受かるんだ。」と強い気持ちを持つように心が
けていました。

現役合格

2018度

鹿児島校

　鹿児島県初級（一般事務） 最終合格

東條 しおりさん～鹿児島県立短期大学～

『やるだけやる』

最終合格した友人から講義や様々
なフォローの手厚さを聞き東アカに
入会しました。魅力である生講義
は一番前で受講すること、模試は
その日の内に復習することにこだ
わりました。論作文は過去問の題
目で書いて先生に添削してもらい、
周りの受講生と論作文を見せ合っ
て参考にしていました。東アカでは
集団討論の指導も充実していて練
習にはすべて参加しました。個別
面接ではできるだけ多く練習し、先
生方が的確なアドバイスをしてくだ
さるのですごく参考になりました。
多くの仲間と一緒に頑張れて、休
憩室ではお喋りして息抜きもしていました。最終合格まで事
務局の方々、先生方が協力してくれるので公務員を目指すた
めにはいい環境です。本当に長い戦いになりますが、メリハ
リをつけて勉強することで最終合格を勝ち取れると思います。

2018度

鹿児島校

　鹿児島県初級(警察事務) 最終合格

時崎 竜一さん ～鹿児島玉龍高校～

『常に感謝を忘れない!!』
知能は出題問題数が多いので講知能は出題問題数が多いので講
義の復習に最も力を入れ、政経・義の復習に最も力を入れ、政経・
日本史・地理などはノートにまとめ日本史・地理などはノートにまとめ
て、隙間時間を利用して復習しまして、隙間時間を利用して復習しまし
た。二次試験対策として、面接練た。二次試験対策として、面接練
習を東アカで入れるだけ入れて対習を東アカで入れるだけ入れて対
策用のノートを作り、思いついたら策用のノートを作り、思いついたら
書きとめるようにしました。東アカ書きとめるようにしました。東アカ
は同じ目標をめざす仲間が多く、モは同じ目標をめざす仲間が多く、モ
チベーションを高く維持することがチベーションを高く維持することが
できたので最終合格に繋がったとできたので最終合格に繋がったと
思います。また、東アカでは公務員思います。また、東アカでは公務員
試験についても様々な情報を提供試験についても様々な情報を提供
してくださりとてもためになりました。してくださりとてもためになりました。
これから公務員を目指す方へ、とこれから公務員を目指す方へ、と
にかくDATA問を解いてください。解いて理解していけば点数にかくDATA問を解いてください。解いて理解していけば点数
も伸びてきます。東アカを信じてば勉強すれば実力がついても伸びてきます。東アカを信じてば勉強すれば実力がついて
最終合格できます。最終合格できます。

知能は出題問題数が多いので講
義の復習に最も力を入れ、政経・
日本史・地理などはノートにまとめ
て、隙間時間を利用して復習しまし
た。二次試験対策として、面接練
習を東アカで入れるだけ入れて対
策用のノートを作り、思いついたら
書きとめるようにしました。東アカ
は同じ目標をめざす仲間が多く、モ
チベーションを高く維持することが
できたので最終合格に繋がったと
思います。また、東アカでは公務員
試験についても様々な情報を提供
してくださりとてもためになりました。
これから公務員を目指す方へ、と
にかくDATA問を解いてください。解いて理解していけば点数
も伸びてきます。東アカを信じてば勉強すれば実力がついて
最終合格できます。

現役合格

2018度

鹿児島校

　鹿児島県警Ｂ(男性) 最終合格

中島 亮太さん ～隼人工業高校～

『継続は⼒なり』
東アカに通って良かった点は、勉東アカに通って良かった点は、勉
強に集中できる環境であること、的強に集中できる環境であること、的
確な面接指導が受けられること、確な面接指導が受けられること、
面接本番さながらの雰囲気で面接面接本番さながらの雰囲気で面接
練習してくれることだと思います。練習してくれることだと思います。
私は、最初なかなか点数が取れず私は、最初なかなか点数が取れず
勉強するのが嫌になった時期もあ勉強するのが嫌になった時期もあ
りましたが、先に警察官になった友りましたが、先に警察官になった友
人と話すことで「絶対に警察官にな人と話すことで「絶対に警察官にな
る」という強い気持ちで取り組むこる」という強い気持ちで取り組むこ
とができました。何回も試験に落ちとができました。何回も試験に落ち
ましたが、本命はとにかく受かりたましたが、本命はとにかく受かりた
いという気持ちで試験に臨めたのいという気持ちで試験に臨めたの
で思いが伝わったのだと思います。で思いが伝わったのだと思います。
また、日々の生活から明るくハキまた、日々の生活から明るくハキ
ハキと話すことは面接試験に役立つと思います。講義がすぐハキと話すことは面接試験に役立つと思います。講義がすぐ
に理解できて、問題がスラスラ解けたときはすごく勉強が楽しに理解できて、問題がスラスラ解けたときはすごく勉強が楽し
かったです。本当にありがとうございました。かったです。本当にありがとうございました。

東アカに通って良かった点は、勉
強に集中できる環境であること、的
確な面接指導が受けられること、
面接本番さながらの雰囲気で面接
練習してくれることだと思います。
私は、最初なかなか点数が取れず
勉強するのが嫌になった時期もあ
りましたが、先に警察官になった友
人と話すことで「絶対に警察官にな
る」という強い気持ちで取り組むこ
とができました。何回も試験に落ち
ましたが、本命はとにかく受かりた
いという気持ちで試験に臨めたの
で思いが伝わったのだと思います。
また、日々の生活から明るくハキ
ハキと話すことは面接試験に役立つと思います。講義がすぐ
に理解できて、問題がスラスラ解けたときはすごく勉強が楽し
かったです。本当にありがとうございました。

2018度

鹿児島校

　海上保安学校(特別) 最終合格

中丸 真一さん ～神村学園高等部～

東アカのパンフレットやHPを見て合東アカのパンフレットやHPを見て合
格実績やカリキュラムに魅力を感格実績やカリキュラムに魅力を感
じ入会しました。DATA問や過去問じ入会しました。DATA問や過去問
を利用し分からない所は先生方にを利用し分からない所は先生方に
質問し、模試では受講生のレベル質問し、模試では受講生のレベル
が高い鹿児島校で、常に半分以上が高い鹿児島校で、常に半分以上
の順位を心掛け確認するようにしの順位を心掛け確認するようにし
ました。東アカには試験ごとに細かました。東アカには試験ごとに細か
く対応した問題集があり、何をすれく対応した問題集があり、何をすれ
ばいいか分からない人でも取り掛ばいいか分からない人でも取り掛
かりやすいと思います。また、先生かりやすいと思います。また、先生
方が分かりやすく教えて下さるので方が分かりやすく教えて下さるので
とても復習しやすかったです。公務とても復習しやすかったです。公務
員試験はまず勉強するしかありま員試験はまず勉強するしかありま
せん。その中できついことも多くあせん。その中できついことも多くあ
ると思いますが、自習室で同じ目標を持つ人たちと勉強するると思いますが、自習室で同じ目標を持つ人たちと勉強する
ことでその気持ちが和らぎました。目標に向かって一生懸命ことでその気持ちが和らぎました。目標に向かって一生懸命
努力すれば結果はついてくると思います。努力すれば結果はついてくると思います。

東アカのパンフレットやHPを見て合
格実績やカリキュラムに魅力を感
じ入会しました。DATA問や過去問
を利用し分からない所は先生方に
質問し、模試では受講生のレベル
が高い鹿児島校で、常に半分以上
の順位を心掛け確認するようにし
ました。東アカには試験ごとに細か
く対応した問題集があり、何をすれ
ばいいか分からない人でも取り掛
かりやすいと思います。また、先生
方が分かりやすく教えて下さるので
とても復習しやすかったです。公務
員試験はまず勉強するしかありま
せん。その中できついことも多くあ
ると思いますが、自習室で同じ目標を持つ人たちと勉強する
ことでその気持ちが和らぎました。目標に向かって一生懸命
努力すれば結果はついてくると思います。

2018度

鹿児島校

　鹿児島県初級（一般事務） 最終合格

中村 沙里さん ～鹿児島県立短期大学校～

『笑顔は⼈を美しくする』
講義の中で、「ここの分野は出る。講義の中で、「ここの分野は出る。
最近出てない。」など、出題頻度を最近出てない。」など、出題頻度を
教えて頂けるので、その情報をもと教えて頂けるので、その情報をもと
に必須問題からマスターしました。に必須問題からマスターしました。
また、ほぼ毎日自習室で学習してまた、ほぼ毎日自習室で学習して
自習室に行くことで周りの受験生自習室に行くことで周りの受験生
に刺激を受けながら、勉強することに刺激を受けながら、勉強すること
ができました。二次試験対策は、まができました。二次試験対策は、ま
ずエントリーシートに書いたことをずエントリーシートに書いたことを
詳しく言えるように自分の経験から詳しく言えるように自分の経験から
エピソードを思い出す作業から始エピソードを思い出す作業から始
め、その後他のエピソードも増やしめ、その後他のエピソードも増やし
ていきました。面接のときは常に笑ていきました。面接のときは常に笑
顔でいることを心掛け、少し回答に顔でいることを心掛け、少し回答に
迷った質問にも焦りが顔に出ない迷った質問にも焦りが顔に出ない
ように笑顔で相手の目を見て話すようにして熱意を伝えるよように笑顔で相手の目を見て話すようにして熱意を伝えるよ
うに心がけました。東アカで素敵な仲間、先生方、事務局のうに心がけました。東アカで素敵な仲間、先生方、事務局の
方々に出会えたことで壁を乗り越えて来られました。方々に出会えたことで壁を乗り越えて来られました。

講義の中で、「ここの分野は出る。
最近出てない。」など、出題頻度を
教えて頂けるので、その情報をもと
に必須問題からマスターしました。
また、ほぼ毎日自習室で学習して
自習室に行くことで周りの受験生
に刺激を受けながら、勉強すること
ができました。二次試験対策は、ま
ずエントリーシートに書いたことを
詳しく言えるように自分の経験から
エピソードを思い出す作業から始
め、その後他のエピソードも増やし
ていきました。面接のときは常に笑
顔でいることを心掛け、少し回答に
迷った質問にも焦りが顔に出ない
ように笑顔で相手の目を見て話すようにして熱意を伝えるよ
うに心がけました。東アカで素敵な仲間、先生方、事務局の
方々に出会えたことで壁を乗り越えて来られました。

2018度

鹿児島校

　海上保安学校(特別) 最終合格

鍋谷 旭さん ～鹿児島工業高校～

『栄光に近道なし』
高校の先輩や、高校の先生に勧め高校の先輩や、高校の先生に勧め
られて東アカに入会しました。公務られて東アカに入会しました。公務
員試験に向けて大事にしたことは、員試験に向けて大事にしたことは、
講義の内容を理解することです。講義の内容を理解することです。
講義を受けて分からないところは講義を受けて分からないところは
その日のうちに自習室で解決し、その日のうちに自習室で解決し、
同じところを何度も復習しました。同じところを何度も復習しました。
また、毎週ある模試では、得点をまた、毎週ある模試では、得点を
伸ばせることが楽しくなり、さらに勉伸ばせることが楽しくなり、さらに勉
強を頑張ることができました。苦し強を頑張ることができました。苦し
いことが多かったですが、成績がいことが多かったですが、成績が
上がったときは少し嬉しかったのを上がったときは少し嬉しかったのを
覚えています。東アカは充実した講覚えています。東アカは充実した講
義が受けられこと、たくさんの公務義が受けられこと、たくさんの公務
員情報量があることが一番だと思います。目標達成できて良員情報量があることが一番だと思います。目標達成できて良
かったです。かったです。

高校の先輩や、高校の先生に勧め
られて東アカに入会しました。公務
員試験に向けて大事にしたことは、
講義の内容を理解することです。
講義を受けて分からないところは
その日のうちに自習室で解決し、
同じところを何度も復習しました。
また、毎週ある模試では、得点を
伸ばせることが楽しくなり、さらに勉
強を頑張ることができました。苦し
いことが多かったですが、成績が
上がったときは少し嬉しかったのを
覚えています。東アカは充実した講
義が受けられこと、たくさんの公務
員情報量があることが一番だと思います。目標達成できて良
かったです。

2018度

鹿児島校

　国家一般職（技術九州） 最終合格

西村 卓真さん ～鹿児島工業高校～

『やるべき時に集中』
高校の先輩の紹介で東アカに入会高校の先輩の紹介で東アカに入会
しました。いつでも自習室を利用でしました。いつでも自習室を利用で
き、講義も分かりやすかったのがき、講義も分かりやすかったのが
一番良かったです。得意科目の点一番良かったです。得意科目の点
数を落とさないように重点的に学数を落とさないように重点的に学
習し、その日講義で習ったことを家習し、その日講義で習ったことを家
で必ず復習しました。また、面接練で必ず復習しました。また、面接練
習はとにかく回数をこなすことが一習はとにかく回数をこなすことが一
番上達していく方法だと思います。番上達していく方法だと思います。
最初は緊張してしまうかもしれませ最初は緊張してしまうかもしれませ
んが、それを乗り越え面接練習をんが、それを乗り越え面接練習を
東アカで積極的にすることが合格東アカで積極的にすることが合格
への一番の近道だと感じました。への一番の近道だと感じました。
一次から二次試験と、長い期間の受験生活でしたが、休む時一次から二次試験と、長い期間の受験生活でしたが、休む時
は休む、やるべき時は集中してやるということを続けることでは休む、やるべき時は集中してやるということを続けることで
合格できたと思います。合格できたと思います。

高校の先輩の紹介で東アカに入会
しました。いつでも自習室を利用で
き、講義も分かりやすかったのが
一番良かったです。得意科目の点
数を落とさないように重点的に学
習し、その日講義で習ったことを家
で必ず復習しました。また、面接練
習はとにかく回数をこなすことが一
番上達していく方法だと思います。
最初は緊張してしまうかもしれませ
んが、それを乗り越え面接練習を
東アカで積極的にすることが合格
への一番の近道だと感じました。
一次から二次試験と、長い期間の受験生活でしたが、休む時
は休む、やるべき時は集中してやるということを続けることで
合格できたと思います。

現役合格

2018度

鹿児島校

東京消防庁Ⅲ類 最終合格

白石 勝大さん ～鹿児島工業高校～

『継続は⼒なり』
講義が始まる前まで自習室で苦手講義が始まる前まで自習室で苦手
分野の暗記をしていました。三か分野の暗記をしていました。三か
月は暗記、一般知能の解き方の基月は暗記、一般知能の解き方の基
礎を身に付けることを徹底しました。礎を身に付けることを徹底しました。
それからは、基本的な問題で点数それからは、基本的な問題で点数
を落とさないように、DATA問を繰りを落とさないように、DATA問を繰り
返し解きました。東アカに通って、返し解きました。東アカに通って、
分からない問題や覚えるべきところ分からない問題や覚えるべきところ
を丁寧に先生方が教えてくださりまを丁寧に先生方が教えてくださりま
した。また、いつでも自習室を利用した。また、いつでも自習室を利用
できたので自分次第でどんどん周できたので自分次第でどんどん周
りの人と差をつけることができましりの人と差をつけることができまし
た。二次対策の面接練習では自分た。二次対策の面接練習では自分
の伝えたいことを伝えられているかの伝えたいことを伝えられているか
の先生に確認しながら指導してもの先生に確認しながら指導しても
らいました。点数が伸びず不安になることもありましたが、毎らいました。点数が伸びず不安になることもありましたが、毎
日続けていれば少しずつ力になっていきます。周りの応援し日続けていれば少しずつ力になっていきます。周りの応援し
てくれる方がたくさんいたので頑張ることが出来たと思います。てくれる方がたくさんいたので頑張ることが出来たと思います。

講義が始まる前まで自習室で苦手
分野の暗記をしていました。三か
月は暗記、一般知能の解き方の基
礎を身に付けることを徹底しました。
それからは、基本的な問題で点数
を落とさないように、DATA問を繰り
返し解きました。東アカに通って、
分からない問題や覚えるべきところ
を丁寧に先生方が教えてくださりま
した。また、いつでも自習室を利用
できたので自分次第でどんどん周
りの人と差をつけることができまし
た。二次対策の面接練習では自分
の伝えたいことを伝えられているか
の先生に確認しながら指導しても
らいました。点数が伸びず不安になることもありましたが、毎
日続けていれば少しずつ力になっていきます。周りの応援し
てくれる方がたくさんいたので頑張ることが出来たと思います。

2018度

鹿児島校

　伊佐市(一般事務) 最終合格

周防原 朋也さん ～大口高校～

『努⼒する⼈は希望を語り、怠ける⼈は不満を語る』
東アカの分かりやすい講義と、実東アカの分かりやすい講義と、実
践的な形式で行われる模試を利用践的な形式で行われる模試を利用
することで、本試験を焦らず受験すすることで、本試験を焦らず受験す
ることが出来ました。公務員試験にることが出来ました。公務員試験に
向けて政治・経済・歴史系はひた向けて政治・経済・歴史系はひた
すら暗記をし、数的・判断は講義ですら暗記をし、数的・判断は講義で
コツを掴んだ上で出た問(過去問)をコツを掴んだ上で出た問(過去問)を
解きました。数的・判断でなかなか解きました。数的・判断でなかなか
進歩できない時期があり不安で苦進歩できない時期があり不安で苦
しかったですが、諦めず解くうちにしかったですが、諦めず解くうちに
出た問(過去問)をサクサク解けるよ出た問(過去問)をサクサク解けるよ
うになり高得点を出せるようになっうになり高得点を出せるようになっ
たのがうれしかったです。東アカでたのがうれしかったです。東アカで
は多くの公務員試験の傾向を学ぶは多くの公務員試験の傾向を学ぶ
ことが出来、資料やノウハウが充ことが出来、資料やノウハウが充
実しているので安心して受験することが出来ました。なるべく実しているので安心して受験することが出来ました。なるべく
早い時期から勉強をする事が重要です。志望先の勉強は手早い時期から勉強をする事が重要です。志望先の勉強は手
当たり次第勉強するのではなく、しっかりと調べて無駄なく勉当たり次第勉強するのではなく、しっかりと調べて無駄なく勉
強する方がいいと思います。強する方がいいと思います。

東アカの分かりやすい講義と、実
践的な形式で行われる模試を利用
することで、本試験を焦らず受験す
ることが出来ました。公務員試験に
向けて政治・経済・歴史系はひた
すら暗記をし、数的・判断は講義で
コツを掴んだ上で出た問(過去問)を
解きました。数的・判断でなかなか
進歩できない時期があり不安で苦
しかったですが、諦めず解くうちに
出た問(過去問)をサクサク解けるよ
うになり高得点を出せるようになっ
たのがうれしかったです。東アカで
は多くの公務員試験の傾向を学ぶ
ことが出来、資料やノウハウが充
実しているので安心して受験することが出来ました。なるべく
早い時期から勉強をする事が重要です。志望先の勉強は手
当たり次第勉強するのではなく、しっかりと調べて無駄なく勉
強する方がいいと思います。

2018度

鹿児島校

現役合格

現役合格

『⻑⽿⻑⽬』



　姶良市消防 最終合格

登尾 純光さん ～れいめい高校～

『結果を出して感動するぐらいの努⼒をしよう』 
高校で実施された公務員ガイダン高校で実施された公務員ガイダン
スで内村さんの話を聞いて、興味スで内村さんの話を聞いて、興味
を持ったのがきっかけで東アカにを持ったのがきっかけで東アカに
入会しました。勉強が苦手な私が入会しました。勉強が苦手な私が
試験に合格できたのは、東アカの試験に合格できたのは、東アカの
講義を受けて学習したことと、東ア講義を受けて学習したことと、東ア
カの独自教材を使用し自宅学習でカの独自教材を使用し自宅学習で
きたこと、二次試験対策で竹之下きたこと、二次試験対策で竹之下
先生にお世話になったことが要因先生にお世話になったことが要因
だと思います。高校や東アカの先だと思います。高校や東アカの先
生方に面接指導してもらうことで、生方に面接指導してもらうことで、
様々な角度からの質問を対策する様々な角度からの質問を対策する
ことができ自分の力になりました。ことができ自分の力になりました。
その際、受験する自治体のことをその際、受験する自治体のことを
HPや市の広報を取り寄せるなどしHPや市の広報を取り寄せるなどし
て積極的に吸収していったのでその熱意が伝わったと思いまて積極的に吸収していったのでその熱意が伝わったと思いま
す。とても苦しいこともありますが、絶対に消防士になるといす。とても苦しいこともありますが、絶対に消防士になるとい
う夢を現役で決めたいという強い気持ちを持って励んだので、う夢を現役で決めたいという強い気持ちを持って励んだので、
最後の最後まで頑張れることができたのだと思います。最後の最後まで頑張れることができたのだと思います。

高校で実施された公務員ガイダン
スで内村さんの話を聞いて、興味
を持ったのがきっかけで東アカに
入会しました。勉強が苦手な私が
試験に合格できたのは、東アカの
講義を受けて学習したことと、東ア
カの独自教材を使用し自宅学習で
きたこと、二次試験対策で竹之下
先生にお世話になったことが要因
だと思います。高校や東アカの先
生方に面接指導してもらうことで、
様々な角度からの質問を対策する
ことができ自分の力になりました。
その際、受験する自治体のことを
HPや市の広報を取り寄せるなどし
て積極的に吸収していったのでその熱意が伝わったと思いま
す。とても苦しいこともありますが、絶対に消防士になるとい
う夢を現役で決めたいという強い気持ちを持って励んだので、
最後の最後まで頑張れることができたのだと思います。

2018度

鹿児島校

　 鹿児島市中級(一般事務） 最終合格

羽生 愛菜さん ～鹿児島県立短期大学～

『後悔しないように』

講義で分からないことや聞き逃し講義で分からないことや聞き逃し
たときは後から事務局で聞けるレたときは後から事務局で聞けるレ
コーダーを利用して理解するようコーダーを利用して理解するよう
にしました。面接はとても苦手意識にしました。面接はとても苦手意識
がありましたが、回数こなして慣れがありましたが、回数こなして慣れ
るようにしました。過去に質問されるようにしました。過去に質問され
た項目については、徹底的に考えた項目については、徹底的に考え
や回答をまとめどんな質問にも自や回答をまとめどんな質問にも自
分なりの答えを返せるようにしまし分なりの答えを返せるようにしまし
た。東アカにはベテランの先生ばた。東アカにはベテランの先生ば
かりが集まり、試験に出るポイントかりが集まり、試験に出るポイント
を教えてくださるので効率よく勉強を教えてくださるので効率よく勉強
することができました。また、東アすることができました。また、東ア
カには多くの同じ目標を持ったライカには多くの同じ目標を持ったライ
バルがいるので毎週ある模試のラバルがいるので毎週ある模試のラ
ンキング表を見てモチベーションを高めていました。出題科目ンキング表を見てモチベーションを高めていました。出題科目
が多く、勉強したことのない科目もあると思いますが、少しでが多く、勉強したことのない科目もあると思いますが、少しで
も早い時期から勉強を始め、特に一般知能は初めてだと思うも早い時期から勉強を始め、特に一般知能は初めてだと思う
ので毎日少しずつ勉強することをお勧めします。ので毎日少しずつ勉強することをお勧めします。

講義で分からないことや聞き逃し
たときは後から事務局で聞けるレ
コーダーを利用して理解するよう
にしました。面接はとても苦手意識
がありましたが、回数こなして慣れ
るようにしました。過去に質問され
た項目については、徹底的に考え
や回答をまとめどんな質問にも自
分なりの答えを返せるようにしまし
た。東アカにはベテランの先生ば
かりが集まり、試験に出るポイント
を教えてくださるので効率よく勉強
することができました。また、東ア
カには多くの同じ目標を持ったライ
バルがいるので毎週ある模試のラ
ンキング表を見てモチベーションを高めていました。出題科目
が多く、勉強したことのない科目もあると思いますが、少しで
も早い時期から勉強を始め、特に一般知能は初めてだと思う
ので毎日少しずつ勉強することをお勧めします。

2018度

鹿児島校

　喜界町（一般事務） 最終合格

原 泉さん ～第一工業大学～

『⽔のような素直さが成⻑をもたらす』
東アカの先生方は公務員試験の出東アカの先生方は公務員試験の出
題傾向をよく把握していて、講義で題傾向をよく把握していて、講義で
は要点をまとめて教えてもらえるのは要点をまとめて教えてもらえるの
でわかりやすく、個別質問でも親切でわかりやすく、個別質問でも親切
丁寧に対応してくれたのでとても丁寧に対応してくれたのでとても
整った学習環境だと思います。二整った学習環境だと思います。二
次試験対策の面接は上手く言おう次試験対策の面接は上手く言おう
とするのではなく、思ったことを話とするのではなく、思ったことを話
すようにして等身大の自分を伝えすようにして等身大の自分を伝え
るように練習していました。また、るように練習していました。また、
東アカでは様々な目標を持った多東アカでは様々な目標を持った多
くの生徒さんが居て、最初は慣れくの生徒さんが居て、最初は慣れ
ませんでしたが同じ目標を持ったませんでしたが同じ目標を持った
仲間ができ人と接するようになれ仲間ができ人と接するようになれ
ば、勉強や面接における心の支え、ば、勉強や面接における心の支え、
ときには先生にもなってもらいました。勉強や人物対策は大ときには先生にもなってもらいました。勉強や人物対策は大
変だと思いますが、自分だけではなくみんな一緒と思って周変だと思いますが、自分だけではなくみんな一緒と思って周
りのライバルより努力し合格を勝ち取ってください。りのライバルより努力し合格を勝ち取ってください。

東アカの先生方は公務員試験の出
題傾向をよく把握していて、講義で
は要点をまとめて教えてもらえるの
でわかりやすく、個別質問でも親切
丁寧に対応してくれたのでとても
整った学習環境だと思います。二
次試験対策の面接は上手く言おう
とするのではなく、思ったことを話
すようにして等身大の自分を伝え
るように練習していました。また、
東アカでは様々な目標を持った多
くの生徒さんが居て、最初は慣れ
ませんでしたが同じ目標を持った
仲間ができ人と接するようになれ
ば、勉強や面接における心の支え、
ときには先生にもなってもらいました。勉強や人物対策は大
変だと思いますが、自分だけではなくみんな一緒と思って周
りのライバルより努力し合格を勝ち取ってください。

2018度

鹿児島校

　海上保安学校(船舶） 最終合格

東 天晴さん ～錦江湾高校～

『⼈⽣⼀度きり』
私は海上保安学校に在籍していま
したが、管区が希望通りではな
かったのでもう一度受験することを
決めました。今回は管区・コース共
に第一希望で内定採用となりまし
た。異例の形となった私をサポート
してくれた東アカにとても感謝して
います。東アカでは海上保安学校
はもちろん、各職種についても高い
合格実績のため、多くの受験生が
在籍しており、自分の実力を把握
することができたのでとても良かっ
たです。また、同じ目標を持った同
志がたくさんいるので、同志たちと
過ごす時間が刺激となり、支えとなり楽しかったです。自分の
ために後悔しないように、諦めず目標に向かって頑張って良
かったです。

2018度

鹿児島校

　海上保安学校(船舶) 最終合格

日髙 凜太郎さん ～鹿児島城西高校～

『耐雪梅花麗』
東アカに通って消防士に現役合格東アカに通って消防士に現役合格
した兄からの勧めで入会しました。した兄からの勧めで入会しました。
東アカの講義は対策がしっかりし東アカの講義は対策がしっかりし
ていて、基礎から実践的な内容まていて、基礎から実践的な内容ま
で短期集中で勉強できて自分にで短期集中で勉強できて自分に
合っていました。また、講義や模試合っていました。また、講義や模試
で苦手分野を把握して、先生に質で苦手分野を把握して、先生に質
問しながら自習や自宅でその分野問しながら自習や自宅でその分野
を勉強しました。最初は公務員試を勉強しました。最初は公務員試
験について何の知識もなかったで験について何の知識もなかったで
すが、東アカの講義で効率よく理すが、東アカの講義で効率よく理
解を深めることができました。面接解を深めることができました。面接
練習では何度も納得いくまで回数練習では何度も納得いくまで回数
をこなしました。勉強で行き詰まるをこなしました。勉強で行き詰まる
こともありましたが、東アカを信じて対策をすれば問題ないとこともありましたが、東アカを信じて対策をすれば問題ないと
思います。思います。

東アカに通って消防士に現役合格
した兄からの勧めで入会しました。
東アカの講義は対策がしっかりし
ていて、基礎から実践的な内容ま
で短期集中で勉強できて自分に
合っていました。また、講義や模試
で苦手分野を把握して、先生に質
問しながら自習や自宅でその分野
を勉強しました。最初は公務員試
験について何の知識もなかったで
すが、東アカの講義で効率よく理
解を深めることができました。面接
練習では何度も納得いくまで回数
をこなしました。勉強で行き詰まる
こともありましたが、東アカを信じて対策をすれば問題ないと
思います。

現役合格

2018度

鹿児島校

　鹿児島県初級(警察事務) 最終合格

増田 迅晟さん ～鹿児島玉龍高校～

『1％の才能と99％の汗』
兄が通っていたこともあり、東アカ兄が通っていたこともあり、東アカ
に入会しました。試験前の夏休みに入会しました。試験前の夏休み
は一日中東アカで講義と自習室では一日中東アカで講義と自習室で
の自主学習をしました。一般知能の自主学習をしました。一般知能
は問題数が多いこともあり、勉強量は問題数が多いこともあり、勉強量
の6割を費やして力を入れて勉強しの6割を費やして力を入れて勉強し
ました。東アカに通ってから、問題ました。東アカに通ってから、問題
の解くスピードが格段に良くなり自の解くスピードが格段に良くなり自
信をつけることができました。二次信をつけることができました。二次
試験対策として、話すことが得意で試験対策として、話すことが得意で
ないこともあり、克服するためにでないこともあり、克服するためにで
きるだけ多くの面接練習を東アカできるだけ多くの面接練習を東アカで
こなしました。ストレス発散方法としこなしました。ストレス発散方法とし
て、筋力トレーニング・走り込みをし、て、筋力トレーニング・走り込みをし、
勉強する頭と運動する体の切り替勉強する頭と運動する体の切り替
えをして試験対策を頑張ってきました。模試は難しくて諦めそえをして試験対策を頑張ってきました。模試は難しくて諦めそ
うになることがあっても、絶対合格するという強い気持ちで乗うになることがあっても、絶対合格するという強い気持ちで乗
り越えられることができました。最後までチェスト!!り越えられることができました。最後までチェスト!!

兄が通っていたこともあり、東アカ
に入会しました。試験前の夏休み
は一日中東アカで講義と自習室で
の自主学習をしました。一般知能
は問題数が多いこともあり、勉強量
の6割を費やして力を入れて勉強し
ました。東アカに通ってから、問題
の解くスピードが格段に良くなり自
信をつけることができました。二次
試験対策として、話すことが得意で
ないこともあり、克服するためにで
きるだけ多くの面接練習を東アカで
こなしました。ストレス発散方法とし
て、筋力トレーニング・走り込みをし、
勉強する頭と運動する体の切り替
えをして試験対策を頑張ってきました。模試は難しくて諦めそ
うになることがあっても、絶対合格するという強い気持ちで乗
り越えられることができました。最後までチェスト!!

2018度

鹿児島校

　鹿児島市初級(一般事務) 最終合格

松下 亜佑美さん～鹿児島玉龍高校～

公務員になりたいという夢を叶える公務員になりたいという夢を叶える
ための予備校を探したときに、東アための予備校を探したときに、東ア
カが全ての面で一番魅力的だったカが全ての面で一番魅力的だった
ので入会しました。最初はオープンので入会しました。最初はオープン
セサミでひたすら基礎を身に付け、セサミでひたすら基礎を身に付け、
夏から何度もDADA問を解き、全て夏から何度もDADA問を解き、全て
の科目を3回は解きました。東アカの科目を3回は解きました。東アカ
で実施される集団討論練習には毎で実施される集団討論練習には毎
週参加して、その日の反省点を見週参加して、その日の反省点を見
つけ、次回に活かせるように心がつけ、次回に活かせるように心が
けました。何か分からない部分がけました。何か分からない部分が
あればすぐに質問することができ、あればすぐに質問することができ、
指導する先生方が丁寧に分かるま指導する先生方が丁寧に分かるま
で教えてくれ、周囲の受講生のレで教えてくれ、周囲の受講生のレ
ベルも高く、自分自身のやる気に繋がりました。東アカの公ベルも高く、自分自身のやる気に繋がりました。東アカの公
務員対策講座を粘り強く努力し続けることで、公務員合格を務員対策講座を粘り強く努力し続けることで、公務員合格を
達成できたと思います。達成できたと思います。

公務員になりたいという夢を叶える
ための予備校を探したときに、東ア
カが全ての面で一番魅力的だった
ので入会しました。最初はオープン
セサミでひたすら基礎を身に付け、
夏から何度もDADA問を解き、全て
の科目を3回は解きました。東アカ
で実施される集団討論練習には毎
週参加して、その日の反省点を見
つけ、次回に活かせるように心が
けました。何か分からない部分が
あればすぐに質問することができ、
指導する先生方が丁寧に分かるま
で教えてくれ、周囲の受講生のレ
ベルも高く、自分自身のやる気に繋がりました。東アカの公
務員対策講座を粘り強く努力し続けることで、公務員合格を
達成できたと思います。

2018度

鹿児島校

　指宿市（一般事務） 最終合格

水迫 達也さん ～指宿高校～

『努⼒!!!!』
毎週ある模試では目標を決めて取毎週ある模試では目標を決めて取
り組み、必ず訂正・解き直しをして、り組み、必ず訂正・解き直しをして、
分からない問題は先生に質問して分からない問題は先生に質問して
いました。講義後も自習室や帰りいました。講義後も自習室や帰り
の電車、帰宅後は自宅でもその日の電車、帰宅後は自宅でもその日
の復習をしていました。分からないの復習をしていました。分からない
問題をなくすことを心がけ、模試で問題をなくすことを心がけ、模試で
出た問題や講義で解いた問題は必出た問題や講義で解いた問題は必
ず解けるようにしていました。東アず解けるようにしていました。東ア
カでは、先生方の講義とテキストがカでは、先生方の講義とテキストが
とても分かりやすく、教務の内村さとても分かりやすく、教務の内村さ
んの情報提供と支えがあり、とてもんの情報提供と支えがあり、とても
恵まれた環境でした。勉強はつら恵まれた環境でした。勉強はつら
いですが覚悟と目標を持てば頑張いですが覚悟と目標を持てば頑張
れます。途中で自分は何のためにれます。途中で自分は何のために
勉強しているのか、どんな公務員になりたいのか考えてみる勉強しているのか、どんな公務員になりたいのか考えてみる
と「やるぞ！」と気持ちを入れ替えることができました。東アカと「やるぞ！」と気持ちを入れ替えることができました。東アカ
でたくさんの力を借りて、公務員になるために努力して本当でたくさんの力を借りて、公務員になるために努力して本当
に良かったです。に良かったです。

毎週ある模試では目標を決めて取
り組み、必ず訂正・解き直しをして、
分からない問題は先生に質問して
いました。講義後も自習室や帰り
の電車、帰宅後は自宅でもその日
の復習をしていました。分からない
問題をなくすことを心がけ、模試で
出た問題や講義で解いた問題は必
ず解けるようにしていました。東ア
カでは、先生方の講義とテキストが
とても分かりやすく、教務の内村さ
んの情報提供と支えがあり、とても
恵まれた環境でした。勉強はつら
いですが覚悟と目標を持てば頑張
れます。途中で自分は何のために
勉強しているのか、どんな公務員になりたいのか考えてみる
と「やるぞ！」と気持ちを入れ替えることができました。東アカ
でたくさんの力を借りて、公務員になるために努力して本当
に良かったです。

2018度

鹿児島校

　鹿児島市中級(一般事務) 最終合格

水之浦 啓太さん～鹿児島県立短期大学～

『初志貫徹』
合格実績の高さに惹かれ、東アカ合格実績の高さに惹かれ、東アカ
に入会を決心しました。東アカの講に入会を決心しました。東アカの講
義では、独学ではできないような解義では、独学ではできないような解
法を学べたことで特に一般知能で法を学べたことで特に一般知能で
は多くの問題を早く解けるようになは多くの問題を早く解けるようにな
りました。また、模試ごとにランキンりました。また、模試ごとにランキン
グ表が掲示されるのでモチベーグ表が掲示されるのでモチベー
ションを維持することができました。ションを維持することができました。
面接対策として面接カードの添削面接対策として面接カードの添削
に積極的に取り組み魅力的な面接に積極的に取り組み魅力的な面接
カードを作り、それを基にした面接カードを作り、それを基にした面接
練習も積極的に取り組みネタを練練習も積極的に取り組みネタを練
り上げていきました。東アカには同り上げていきました。東アカには同
じ目標に向かって頑張る人がたくさじ目標に向かって頑張る人がたくさ
んいて、互いに切磋琢磨していけんいて、互いに切磋琢磨していけ
る環境がとてもよかったです。講義では、覚えやすい方法やる環境がとてもよかったです。講義では、覚えやすい方法や
独自の解法を教えていただき自信のある分野も確立していき独自の解法を教えていただき自信のある分野も確立していき
ました。公務員試験は長く大変ですが、将来を決める大切なました。公務員試験は長く大変ですが、将来を決める大切な
試験なので、強い気持ちを持つことが大切だと思います。試験なので、強い気持ちを持つことが大切だと思います。

合格実績の高さに惹かれ、東アカ
に入会を決心しました。東アカの講
義では、独学ではできないような解
法を学べたことで特に一般知能で
は多くの問題を早く解けるようにな
りました。また、模試ごとにランキン
グ表が掲示されるのでモチベー
ションを維持することができました。
面接対策として面接カードの添削
に積極的に取り組み魅力的な面接
カードを作り、それを基にした面接
練習も積極的に取り組みネタを練
り上げていきました。東アカには同
じ目標に向かって頑張る人がたくさ
んいて、互いに切磋琢磨していけ
る環境がとてもよかったです。講義では、覚えやすい方法や
独自の解法を教えていただき自信のある分野も確立していき
ました。公務員試験は長く大変ですが、将来を決める大切な
試験なので、強い気持ちを持つことが大切だと思います。

2018度

鹿児島校

　鹿児島県中級（一般事務） 最終合格

峯苫 千賀子さん～鹿児島県立短期大学～

『感謝』
公務員を目指すにあたって、独学公務員を目指すにあたって、独学
で勉強するか予備校に通うか迷っで勉強するか予備校に通うか迷っ
ていましたが、参考のために東アカていましたが、参考のために東アカ
で内村さんに話をきいたところ、東で内村さんに話をきいたところ、東
アカの情報量の多さ、講義が充実アカの情報量の多さ、講義が充実
しているところは独学では補えないしているところは独学では補えない
と思い、すぐに入会を決めました。と思い、すぐに入会を決めました。
講義で教えていただいた事のみを講義で教えていただいた事のみを
繰り返し復習するようにしていまし繰り返し復習するようにしていまし
た。毎週行われた模試で力試しをた。毎週行われた模試で力試しを
して、解けなかった問題や分からなして、解けなかった問題や分からな
かった問題を翌日までに復習するかった問題を翌日までに復習する
ようにしていました。一般知能が特ようにしていました。一般知能が特
に苦手だったので何度も繰り返しに苦手だったので何度も繰り返し
解き、分からなかったところは友人や先生方に質問していま解き、分からなかったところは友人や先生方に質問していま
した。同じ志を持った友人たちと励まし合いながら勉強ができ、した。同じ志を持った友人たちと励まし合いながら勉強ができ、
公務員試験に出るポイントを押さえて学習ができる東アカで公務員試験に出るポイントを押さえて学習ができる東アカで
勉強して良かったです。勉強して良かったです。

公務員を目指すにあたって、独学
で勉強するか予備校に通うか迷っ
ていましたが、参考のために東アカ
で内村さんに話をきいたところ、東
アカの情報量の多さ、講義が充実
しているところは独学では補えない
と思い、すぐに入会を決めました。
講義で教えていただいた事のみを
繰り返し復習するようにしていまし
た。毎週行われた模試で力試しを
して、解けなかった問題や分からな
かった問題を翌日までに復習する
ようにしていました。一般知能が特
に苦手だったので何度も繰り返し
解き、分からなかったところは友人や先生方に質問していま
した。同じ志を持った友人たちと励まし合いながら勉強ができ、
公務員試験に出るポイントを押さえて学習ができる東アカで
勉強して良かったです。

現役合格

2018度

鹿児島校

南さつま市(一般事務) 最終合格

八郷 蒼さん ～鹿児島純心女子短期大学～

『意志あるところに道は開ける』
短大の先輩から勧められて入会し短大の先輩から勧められて入会し
ました。私ひとりでは頑張ることはました。私ひとりでは頑張ることは
難しかったと思うので、目標に向難しかったと思うので、目標に向
かって頑張っている人が東アカにかって頑張っている人が東アカに
はたくさんいて、影響を受けたり、はたくさんいて、影響を受けたり、
勉強を教えてもらったりしながら、勉強を教えてもらったりしながら、
頑張れる環境であることが良かっ頑張れる環境であることが良かっ
たと思います。また、二次試験の集たと思います。また、二次試験の集
団討論の練習は短大ではできな団討論の練習は短大ではできな
かったので、東アカであった討論対かったので、東アカであった討論対
策には必ず参加して、同じ自治体策には必ず参加して、同じ自治体
を受験する人たちと練習することがを受験する人たちと練習することが
できて良かったです。私は受験すできて良かったです。私は受験す
ることを決めてから始めるのが遅く、ることを決めてから始めるのが遅く、
後から焦りながら思うようにいかな後から焦りながら思うようにいかな
いときもあったので、本番をしっかり想定して早期から取り組いときもあったので、本番をしっかり想定して早期から取り組
むことが重要だと感じました。目標を持った友人と競い合ったむことが重要だと感じました。目標を持った友人と競い合った
り、励まし合ったりして東アカで頑張って良かったです。り、励まし合ったりして東アカで頑張って良かったです。

短大の先輩から勧められて入会し
ました。私ひとりでは頑張ることは
難しかったと思うので、目標に向
かって頑張っている人が東アカに
はたくさんいて、影響を受けたり、
勉強を教えてもらったりしながら、
頑張れる環境であることが良かっ
たと思います。また、二次試験の集
団討論の練習は短大ではできな
かったので、東アカであった討論対
策には必ず参加して、同じ自治体
を受験する人たちと練習することが
できて良かったです。私は受験す
ることを決めてから始めるのが遅く、
後から焦りながら思うようにいかな
いときもあったので、本番をしっかり想定して早期から取り組
むことが重要だと感じました。目標を持った友人と競い合った
り、励まし合ったりして東アカで頑張って良かったです。

2018度

鹿児島校

　鹿児島市中級(一般事務) 最終合格

馬塲 すみれさん～鹿児島県立短期大学～

『感謝を忘れずに』
東アカには丁寧に対応していただ東アカには丁寧に対応していただ
いたことを昔通っていた兄に聞き、いたことを昔通っていた兄に聞き、
信頼できる東アカで頑張ろうと思い信頼できる東アカで頑張ろうと思い
ました。東アカではよく出る問題をました。東アカではよく出る問題を
分析し傾向なども知っていたので、分析し傾向なども知っていたので、
短時間で重要な所をピックアップし短時間で重要な所をピックアップし
て勉強することができました。また、て勉強することができました。また、
毎週模試があり自分の苦手な部分毎週模試があり自分の苦手な部分
をはっきりさせることができました。をはっきりさせることができました。
また、模試を活用して復習にも取りまた、模試を活用して復習にも取り
組むことができました。面接練習は組むことができました。面接練習は
入れる日はすべて予約してとりあ入れる日はすべて予約してとりあ
えず数をこなしていました。集団討えず数をこなしていました。集団討
論は、東アカでしっかり感覚を身に論は、東アカでしっかり感覚を身に
付け本番にいかすことができました。付け本番にいかすことができました。
なんとなく勉強するよりもしっかり目標を持って勉強した方がなんとなく勉強するよりもしっかり目標を持って勉強した方が
絶対にいいはずです。自分を信じて、応援してくれる周りの人絶対にいいはずです。自分を信じて、応援してくれる周りの人
を信じて前を向いて頑張ることで結果はでると思います。を信じて前を向いて頑張ることで結果はでると思います。

東アカには丁寧に対応していただ
いたことを昔通っていた兄に聞き、
信頼できる東アカで頑張ろうと思い
ました。東アカではよく出る問題を
分析し傾向なども知っていたので、
短時間で重要な所をピックアップし
て勉強することができました。また、
毎週模試があり自分の苦手な部分
をはっきりさせることができました。
また、模試を活用して復習にも取り
組むことができました。面接練習は
入れる日はすべて予約してとりあ
えず数をこなしていました。集団討
論は、東アカでしっかり感覚を身に
付け本番にいかすことができました。
なんとなく勉強するよりもしっかり目標を持って勉強した方が
絶対にいいはずです。自分を信じて、応援してくれる周りの人
を信じて前を向いて頑張ることで結果はでると思います。

2018度

鹿児島校

現役合格現役合格

現役合格 現役合格

現役合格

『継続は⼒なり』

現役合格



　鹿児島県警B(男性) 最終合格

村田 燎太郎さん ～松陽高校～

『鍛えられた⾃分ほど頼りになるものはない』 
東アカは分かりやすい講義や毎日東アカは分かりやすい講義や毎日
朝から開放している自習室、丁寧朝から開放している自習室、丁寧
な作文の添削や個別面接指導などな作文の添削や個別面接指導など
公務員試験に合格するために必要公務員試験に合格するために必要
なことが全て充実している点が通っなことが全て充実している点が通っ
て良かったです。中でも合格できたて良かったです。中でも合格できた
ポイントは面接だと思います。発言ポイントは面接だと思います。発言
の内容にこだわるよりもはきはきとの内容にこだわるよりもはきはきと
話したり、自分の思っていることを話したり、自分の思っていることを
分かりやすく伝えたりすることや同分かりやすく伝えたりすることや同
じことを何回も聞かれても根気強くじことを何回も聞かれても根気強く
答えることが大切だと思います。東答えることが大切だと思います。東
アカの面接指導で何度も練習して、アカの面接指導で何度も練習して、
面接の雰囲気に慣れることができ、先生方のアドバイスで最面接の雰囲気に慣れることができ、先生方のアドバイスで最
終合格することができました。終合格することができました。

東アカは分かりやすい講義や毎日
朝から開放している自習室、丁寧
な作文の添削や個別面接指導など
公務員試験に合格するために必要
なことが全て充実している点が通っ
て良かったです。中でも合格できた
ポイントは面接だと思います。発言
の内容にこだわるよりもはきはきと
話したり、自分の思っていることを
分かりやすく伝えたりすることや同
じことを何回も聞かれても根気強く
答えることが大切だと思います。東
アカの面接指導で何度も練習して、
面接の雰囲気に慣れることができ、先生方のアドバイスで最
終合格することができました。

2018度

鹿児島校

　 鹿児島県上級(警察事務） 最終合格

山口 茜さん ～福岡女学院大学～

『YOLO〜you only live once〜』
東アカは公務員試験に特化した講東アカは公務員試験に特化した講
義が受けられ、その問題の正解だ義が受けられ、その問題の正解だ
けではなく、どういうひっかけ問題けではなく、どういうひっかけ問題
があるかというところまで教えて下があるかというところまで教えて下
さりました。一般知能や数的推理さりました。一般知能や数的推理
は公式を覚えて解くのではなく、なは公式を覚えて解くのではなく、な
ぜこう解くのか理屈を教えていたぜこう解くのか理屈を教えていた
だいて、その理屈で問題が解けるだいて、その理屈で問題が解ける
ので非常にわかりやすかったです。ので非常にわかりやすかったです。
試験特化型の授業は何よりも良試験特化型の授業は何よりも良
かったです。また、自分な苦手科かったです。また、自分な苦手科
目は学習意欲がわきませんが、目は学習意欲がわきませんが、
やった分が得点に表れやすいのでやった分が得点に表れやすいので
他の教科よりも多めに繰り返して他の教科よりも多めに繰り返して
勉強しました。一般知能が苦手勉強しました。一般知能が苦手
だったので、DATA問を活用して何度も解きました。最終合格だったので、DATA問を活用して何度も解きました。最終合格
を貰うまでは不安が続くと思いますが、周りの人たちも皆同じを貰うまでは不安が続くと思いますが、周りの人たちも皆同じ
く頑張っていますので、支えになると思います。く頑張っていますので、支えになると思います。

東アカは公務員試験に特化した講
義が受けられ、その問題の正解だ
けではなく、どういうひっかけ問題
があるかというところまで教えて下
さりました。一般知能や数的推理
は公式を覚えて解くのではなく、な
ぜこう解くのか理屈を教えていた
だいて、その理屈で問題が解ける
ので非常にわかりやすかったです。
試験特化型の授業は何よりも良
かったです。また、自分な苦手科
目は学習意欲がわきませんが、
やった分が得点に表れやすいので
他の教科よりも多めに繰り返して
勉強しました。一般知能が苦手
だったので、DATA問を活用して何度も解きました。最終合格
を貰うまでは不安が続くと思いますが、周りの人たちも皆同じ
く頑張っていますので、支えになると思います。

2018度

鹿児島校

　鹿児島県中級（一般事務） 最終合格

山田 陽子さん ～都留文科大学～

『七転び⼋起き』
東アカで習ったことをすぐ定着でき東アカで習ったことをすぐ定着でき
るように毎日講義後、自習室でテるように毎日講義後、自習室でテ
キストやDATA問を使って復習しまキストやDATA問を使って復習しま
した。講義、自習、問題演習このした。講義、自習、問題演習この
3つの繰り返しで学習を進め、特に3つの繰り返しで学習を進め、特に
一般知能が苦手だったので基礎を一般知能が苦手だったので基礎を
しっかり固めることに重点を置きましっかり固めることに重点を置きま
した。また、どの科目も問題をたくした。また、どの科目も問題をたく
さん解き、本番形式に慣れるようにさん解き、本番形式に慣れるように
心掛けました。面接に苦手意識が心掛けました。面接に苦手意識が
あったので、毎日練習することで克あったので、毎日練習することで克
服できましたが、最終合格できたポ服できましたが、最終合格できたポ
イントは、ご指導いただいた通り気イントは、ご指導いただいた通り気
取らずにありのままの自分を出す取らずにありのままの自分を出す
こととだと思います。東アカは、いこととだと思います。東アカは、い
つでも自習室が使用でき、同じ環境で頑張る仲間がいるのでつでも自習室が使用でき、同じ環境で頑張る仲間がいるので
合格に近づく環境が整っています。東アカの仲間、先生方、合格に近づく環境が整っています。東アカの仲間、先生方、
事務局の方を頼りに、自分を信じて最後まで粘り強く取り組事務局の方を頼りに、自分を信じて最後まで粘り強く取り組
めば必ず目標は達成できます!!!めば必ず目標は達成できます!!!

東アカで習ったことをすぐ定着でき
るように毎日講義後、自習室でテ
キストやDATA問を使って復習しま
した。講義、自習、問題演習この
3つの繰り返しで学習を進め、特に
一般知能が苦手だったので基礎を
しっかり固めることに重点を置きま
した。また、どの科目も問題をたく
さん解き、本番形式に慣れるように
心掛けました。面接に苦手意識が
あったので、毎日練習することで克
服できましたが、最終合格できたポ
イントは、ご指導いただいた通り気
取らずにありのままの自分を出す
こととだと思います。東アカは、い
つでも自習室が使用でき、同じ環境で頑張る仲間がいるので
合格に近づく環境が整っています。東アカの仲間、先生方、
事務局の方を頼りに、自分を信じて最後まで粘り強く取り組
めば必ず目標は達成できます!!!

2018度

鹿児島校

　さつま町消防 最終合格

小坂 大地さん ～れいめい高校～

『笑顔で楽しむ』
高校で実施された東アカの公務員
受験対策説明会を聞いて、興味を
持ち、友人と一緒に東アカで勉強
するために入会しました。講義で
習ったところは必ず復習するように
しました。とにかく要点整理テキス
トや出たDATA問を繰り返し解き、
1日平均8時間程度は学習しました。
高校では習わないような特殊な問
題の解き方は、東アカだからこそ
学べたことだと思います。勉強で行
き詰ることもありましたが、好きな
音楽を聴くなどしてストレスを解消
するようにしていました。また、最
初はわからなかった問題がどんどん解けるようになっていく
のが嬉しく、やる気に繋げることができました。

2018度

鹿児島校

　鹿児島県初級(土木) 最終合格

牟田 航平さん ～鹿児島工業高校～

『努⼒』
公務員になりたいと思い東アカの公務員になりたいと思い東アカの
体験授業を受講したら、とても分か体験授業を受講したら、とても分か
りやすかったので入校しました。東りやすかったので入校しました。東
アカの講義はメリハリがありわかりアカの講義はメリハリがありわかり
やすく、天文館という立地も通学にやすく、天文館という立地も通学に
好都合でした。講義を受けるだけ好都合でした。講義を受けるだけ
でなく自習室を利用したり、わからでなく自習室を利用したり、わから
ないところを講師の先生に質問しないところを講師の先生に質問し
たりして勉強を進めました。また、たりして勉強を進めました。また、
試験の申込方法など教務の内村さ試験の申込方法など教務の内村さ
んが丁寧に教えてくれるので安心んが丁寧に教えてくれるので安心
できました。夏期講習期間は午前できました。夏期講習期間は午前
中に高校で専門の勉強を行い、午中に高校で専門の勉強を行い、午
後から東アカの講義を受けること後から東アカの講義を受けること
が多かったです。その空き時間に、自習室で出た問を解きまが多かったです。その空き時間に、自習室で出た問を解きま
した。受験勉強はきついと思いますが、やればやった分だけした。受験勉強はきついと思いますが、やればやった分だけ
力になるので、頑張ってください！力になるので、頑張ってください！

公務員になりたいと思い東アカの
体験授業を受講したら、とても分か
りやすかったので入校しました。東
アカの講義はメリハリがありわかり
やすく、天文館という立地も通学に
好都合でした。講義を受けるだけ
でなく自習室を利用したり、わから
ないところを講師の先生に質問し
たりして勉強を進めました。また、
試験の申込方法など教務の内村さ
んが丁寧に教えてくれるので安心
できました。夏期講習期間は午前
中に高校で専門の勉強を行い、午
後から東アカの講義を受けること
が多かったです。その空き時間に、自習室で出た問を解きま
した。受験勉強はきついと思いますが、やればやった分だけ
力になるので、頑張ってください！

現役合格

2018度

鹿児島校

　鹿児島県初級(土木) 最終合格

胸元 廉太さん ～鹿児島工業高校～

『粘り強く!』
公務員の土木職に就きたくて、先公務員の土木職に就きたくて、先
輩も通っていた東アカに入校しまし輩も通っていた東アカに入校しまし
た。講義がとても分かりやすく、過た。講義がとても分かりやすく、過
去の出題例や試験情報の話を多く去の出題例や試験情報の話を多く
聞くことができて、学習に生かすこ聞くことができて、学習に生かすこ
とができました。東アカで講義を受とができました。東アカで講義を受
けた後、わからない問題は先生にけた後、わからない問題は先生に
質問に行き、家でも復習をするよう質問に行き、家でも復習をするよう
にしました。自習室も積極的に利にしました。自習室も積極的に利
用し、テキストの問題を解きました。用し、テキストの問題を解きました。
面接試験の対策は学校でも行いま面接試験の対策は学校でも行いま
したが、東アカでもらったパーフェしたが、東アカでもらったパーフェ
クトガイド等に載っている過去の質クトガイド等に載っている過去の質
問例が役に立ちました。土木は教問例が役に立ちました。土木は教
養と専門、両方の勉強が大変だと思いますが、面接練習も含養と専門、両方の勉強が大変だと思いますが、面接練習も含
めしっかりと対策していれば大丈夫だと思います。頑張ってくめしっかりと対策していれば大丈夫だと思います。頑張ってく
ださい！ださい！

公務員の土木職に就きたくて、先
輩も通っていた東アカに入校しまし
た。講義がとても分かりやすく、過
去の出題例や試験情報の話を多く
聞くことができて、学習に生かすこ
とができました。東アカで講義を受
けた後、わからない問題は先生に
質問に行き、家でも復習をするよう
にしました。自習室も積極的に利
用し、テキストの問題を解きました。
面接試験の対策は学校でも行いま
したが、東アカでもらったパーフェ
クトガイド等に載っている過去の質
問例が役に立ちました。土木は教
養と専門、両方の勉強が大変だと思いますが、面接練習も含
めしっかりと対策していれば大丈夫だと思います。頑張ってく
ださい！

2018度

鹿児島校

　霧島市消防 最終合格

岩下 和さん ～国分高校～

東アカのテキストを一通り触れて出東アカのテキストを一通り触れて出
来なかった問題を中心に何度も解来なかった問題を中心に何度も解
きました。講義を休んでしまった日きました。講義を休んでしまった日
の分はレコーダーを借りて聞けたの分はレコーダーを借りて聞けた
のでありがたかったです。夏休みのでありがたかったです。夏休み
の期間中も毎日自習室が解放されの期間中も毎日自習室が解放され
ていたので、講義がない日も東アていたので、講義がない日も東ア
カで朝から夜まで勉強しました。数カで朝から夜まで勉強しました。数
的推理や判断推理は小中高では的推理や判断推理は小中高では
習わないような特殊な解き方もあっ習わないような特殊な解き方もあっ
たので、講義で解き方を教えてもたので、講義で解き方を教えても
らったら、それに類似した問題をテらったら、それに類似した問題をテ
キストで解いていました。試験前わキストで解いていました。試験前わ
ずかの夏休み期間に勉強を始めたずかの夏休み期間に勉強を始めた
ので夏休みに人生で一番勉強しまので夏休みに人生で一番勉強しま
した。東アカだったからこそ間に合ったと思います。一緒に苦した。東アカだったからこそ間に合ったと思います。一緒に苦
しんで乗り越えていける仲間がたくさんいるので、がむしゃらしんで乗り越えていける仲間がたくさんいるので、がむしゃら
に頑張ってください。に頑張ってください。

東アカのテキストを一通り触れて出
来なかった問題を中心に何度も解
きました。講義を休んでしまった日
の分はレコーダーを借りて聞けた
のでありがたかったです。夏休み
の期間中も毎日自習室が解放され
ていたので、講義がない日も東ア
カで朝から夜まで勉強しました。数
的推理や判断推理は小中高では
習わないような特殊な解き方もあっ
たので、講義で解き方を教えても
らったら、それに類似した問題をテ
キストで解いていました。試験前わ
ずかの夏休み期間に勉強を始めた
ので夏休みに人生で一番勉強しま
した。東アカだったからこそ間に合ったと思います。一緒に苦
しんで乗り越えていける仲間がたくさんいるので、がむしゃら
に頑張ってください。

2018度

鹿児島校

　税務職（九州） 最終合格

川路 唯以さん ～松陽高校～

『充実した受験環境に感謝』
高校の先生と友人からすすめられ高校の先生と友人からすすめられ
て東アカに入会しました。分かりやて東アカに入会しました。分かりや
すい講義、レベルの高いライバルすい講義、レベルの高いライバル
が多い中での模試では、自分の実が多い中での模試では、自分の実
力を確認することができました。東力を確認することができました。東
アカの講義はテキストに載っていなアカの講義はテキストに載っていな
いことも学ぶことができるので、毎いことも学ぶことができるので、毎
回集中して受けていました。また、回集中して受けていました。また、
毎日使用できる自習室など、学習毎日使用できる自習室など、学習
環境はとても快適で集中して取り環境はとても快適で集中して取り
組むことが出来ました。面接対策組むことが出来ました。面接対策
は東アカの先生や現在公務員としは東アカの先生や現在公務員とし
て働いている先輩に面接の流れやて働いている先輩に面接の流れや
質問内容を聞いて準備してきまし質問内容を聞いて準備してきまし
た。あまり周りを気にせずに人は人、た。あまり周りを気にせずに人は人、
自分は自分と考えて、模試の結果で一喜一憂しないようにし自分は自分と考えて、模試の結果で一喜一憂しないようにし
ました。講義をしっかり聞くこと、小テストを完璧にする事がとました。講義をしっかり聞くこと、小テストを完璧にする事がと
ても大事だと今は感じています。ても大事だと今は感じています。

高校の先生と友人からすすめられ
て東アカに入会しました。分かりや
すい講義、レベルの高いライバル
が多い中での模試では、自分の実
力を確認することができました。東
アカの講義はテキストに載っていな
いことも学ぶことができるので、毎
回集中して受けていました。また、
毎日使用できる自習室など、学習
環境はとても快適で集中して取り
組むことが出来ました。面接対策
は東アカの先生や現在公務員とし
て働いている先輩に面接の流れや
質問内容を聞いて準備してきまし
た。あまり周りを気にせずに人は人、
自分は自分と考えて、模試の結果で一喜一憂しないようにし
ました。講義をしっかり聞くこと、小テストを完璧にする事がと
ても大事だと今は感じています。

2018度

鹿児島校

　鹿児島県警B(男性) 最終合格

福留 翔太さん ～鹿児島南高校～

『不撓不屈』
友人にすすめられて東アカに入会友人にすすめられて東アカに入会
しました。東アカの講義は試験に出しました。東アカの講義は試験に出
題されやすい問題を中心に教えて題されやすい問題を中心に教えて
下さり、語呂合わせを使った覚え方下さり、語呂合わせを使った覚え方
など、充実した内容でとても良かっなど、充実した内容でとても良かっ
たです。夏から受講して短期間でたです。夏から受講して短期間で
の受験だったので、毎日講義後はの受験だったので、毎日講義後は
東アカで夜まで自習し、家に帰って東アカで夜まで自習し、家に帰って
からも勉強しました。面接対策は高からも勉強しました。面接対策は高
校と東アカで指導を受けましたが、校と東アカで指導を受けましたが、
東アカの面接練習は非常に丁寧で東アカの面接練習は非常に丁寧で
分かりやすくためになりました。教分かりやすくためになりました。教
養対策から面接対策と大変な時期養対策から面接対策と大変な時期
が続くと思いますが、本当に自分が続くと思いますが、本当に自分
の希望する受験先であれば、頑張れると思うので、最後までの希望する受験先であれば、頑張れると思うので、最後まで
諦めずに頑張ってください。諦めずに頑張ってください。

友人にすすめられて東アカに入会
しました。東アカの講義は試験に出
題されやすい問題を中心に教えて
下さり、語呂合わせを使った覚え方
など、充実した内容でとても良かっ
たです。夏から受講して短期間で
の受験だったので、毎日講義後は
東アカで夜まで自習し、家に帰って
からも勉強しました。面接対策は高
校と東アカで指導を受けましたが、
東アカの面接練習は非常に丁寧で
分かりやすくためになりました。教
養対策から面接対策と大変な時期
が続くと思いますが、本当に自分
の希望する受験先であれば、頑張れると思うので、最後まで
諦めずに頑張ってください。

2018度

鹿児島校

　鹿児島県警B（女性） 最終合格

和田 ひなたさん ～国分中央高校～

『努⼒は裏切らない』
合格率が１番高く、参加した無料講合格率が１番高く、参加した無料講
座がとてもわかりやすかったため座がとてもわかりやすかったため
夏期講習の全日制を受講しました。夏期講習の全日制を受講しました。
講義では、板書をとることよりも先講義では、板書をとることよりも先
生の話をしっかり聞くことを心がけ、生の話をしっかり聞くことを心がけ、
自習時間で『出たDATA問』を使い自習時間で『出たDATA問』を使い
毎日欠かさず復習を行いました。ま毎日欠かさず復習を行いました。ま
た、毎週行われたレベルの高い九た、毎週行われたレベルの高い九
州統一模試はやりがいがあり、合州統一模試はやりがいがあり、合
格するために一番重要なものだっ格するために一番重要なものだっ
たと思います。結果が伸びず辛いたと思います。結果が伸びず辛い
時期もありましたが、行き詰まった時期もありましたが、行き詰まった
ら趣味に没頭するなどして一度勉ら趣味に没頭するなどして一度勉
強から離れました。しかしその後は強から離れました。しかしその後は
必ず勉強もして、体力テストに向け必ず勉強もして、体力テストに向け
て運動も行いました。東アカでできた友だちと話したり教えて運動も行いました。東アカでできた友だちと話したり教え
あったりすることで、勉強にもさらに精が出ました。心が折れあったりすることで、勉強にもさらに精が出ました。心が折れ
そうになることもあると思いますが、負けずに頑張ってくださそうになることもあると思いますが、負けずに頑張ってくださ
い。そうすれば「合格」が必ず待っています！い。そうすれば「合格」が必ず待っています！

合格率が１番高く、参加した無料講
座がとてもわかりやすかったため
夏期講習の全日制を受講しました。
講義では、板書をとることよりも先
生の話をしっかり聞くことを心がけ、
自習時間で『出たDATA問』を使い
毎日欠かさず復習を行いました。ま
た、毎週行われたレベルの高い九
州統一模試はやりがいがあり、合
格するために一番重要なものだっ
たと思います。結果が伸びず辛い
時期もありましたが、行き詰まった
ら趣味に没頭するなどして一度勉
強から離れました。しかしその後は
必ず勉強もして、体力テストに向け
て運動も行いました。東アカでできた友だちと話したり教え
あったりすることで、勉強にもさらに精が出ました。心が折れ
そうになることもあると思いますが、負けずに頑張ってくださ
い。そうすれば「合格」が必ず待っています！

現役合格

2018度

鹿児島校

鹿児島県初級(一般事務) 最終合格

矢越 花音さん ～鹿児島純心女子短期大学～

『積⼩為⼤』
短大の先輩から東アカの話を聞き、短大の先輩から東アカの話を聞き、
体験講座を受けて分かりやすい講体験講座を受けて分かりやすい講
義だったので入会しました。短大の義だったので入会しました。短大の
授業が終わるとすぐに東アカに授業が終わるとすぐに東アカに
行って自習や講義を受けていまし行って自習や講義を受けていまし
た。面接対策では、東アカに複数た。面接対策では、東アカに複数
の面接指導の先生がいたので、の面接指導の先生がいたので、
様々な角度から指導されるため、様々な角度から指導されるため、
自分に合う答え方を見つけること自分に合う答え方を見つけること
ができました。想像していたよりもができました。想像していたよりも
大変なことが多いでしたが、そんな大変なことが多いでしたが、そんな
時には周りの友人や先生方に話を時には周りの友人や先生方に話を
聞いてもらうことです。自分が分か聞いてもらうことです。自分が分か
らなくなってしまうことも、周りの人らなくなってしまうことも、周りの人
はちゃんと見てくれているので、私はちゃんと見てくれているので、私
自身長い間道を見失うことなく前にすすむことができました。自身長い間道を見失うことなく前にすすむことができました。
高校や短大との両立は大変ですが、少しの時間や休み時間高校や短大との両立は大変ですが、少しの時間や休み時間
など、隙間時間を見つけて少しずつでも勉強していくといいとなど、隙間時間を見つけて少しずつでも勉強していくといいと
思います。思います。

短大の先輩から東アカの話を聞き、
体験講座を受けて分かりやすい講
義だったので入会しました。短大の
授業が終わるとすぐに東アカに
行って自習や講義を受けていまし
た。面接対策では、東アカに複数
の面接指導の先生がいたので、
様々な角度から指導されるため、
自分に合う答え方を見つけること
ができました。想像していたよりも
大変なことが多いでしたが、そんな
時には周りの友人や先生方に話を
聞いてもらうことです。自分が分か
らなくなってしまうことも、周りの人
はちゃんと見てくれているので、私
自身長い間道を見失うことなく前にすすむことができました。
高校や短大との両立は大変ですが、少しの時間や休み時間
など、隙間時間を見つけて少しずつでも勉強していくといいと
思います。

2018度

鹿児島校

　国家一般職(事務九州) 最終合格

柳田 佳那さん ～鹿児島中央高校～

『諦めないことが1番⼤切』
高校の友人にすすめられて入会し高校の友人にすすめられて入会し
ました。高校と東アカを両立するのました。高校と東アカを両立するの
は体力的に苦しかったですが、頑は体力的に苦しかったですが、頑
張ってきた分だけ解ける問題が多張ってきた分だけ解ける問題が多
くなって、少しずつ勉強が楽しくくなって、少しずつ勉強が楽しく
なっていきました。1回1回の講義をなっていきました。1回1回の講義を
大切にして自主学習で毎回の講義大切にして自主学習で毎回の講義
の復習をするように心がけました。の復習をするように心がけました。
東アカでは学習面でもそれ以外で東アカでは学習面でもそれ以外で
も先生方や教務の内村さんが丁寧も先生方や教務の内村さんが丁寧
に教えてくださるのでとても安心しに教えてくださるのでとても安心し
て勉強に取り組むことができました。て勉強に取り組むことができました。
諦めないことが1番大切だと思いま諦めないことが1番大切だと思いま
す。私は、模試でDやE判定ばかりす。私は、模試でDやE判定ばかり
でしたが、諦めずに勉強することで最終合格まですることがでしたが、諦めずに勉強することで最終合格まですることが
できました。諦めないで最後まで頑張ってください。できました。諦めないで最後まで頑張ってください。

高校の友人にすすめられて入会し
ました。高校と東アカを両立するの
は体力的に苦しかったですが、頑
張ってきた分だけ解ける問題が多
くなって、少しずつ勉強が楽しく
なっていきました。1回1回の講義を
大切にして自主学習で毎回の講義
の復習をするように心がけました。
東アカでは学習面でもそれ以外で
も先生方や教務の内村さんが丁寧
に教えてくださるのでとても安心し
て勉強に取り組むことができました。
諦めないことが1番大切だと思いま
す。私は、模試でDやE判定ばかり
でしたが、諦めずに勉強することで最終合格まですることが
できました。諦めないで最後まで頑張ってください。

2018度

鹿児島校

現役合格現役合格

現役合格 現役合格

現役合格

現役合格

『努⼒に勝る天才なし』



　鹿児島県初級(一般事務) 最終合格

竹下 美紀さん ～鹿児島情報高校～

『頑張りすぎない』 
高校の先輩に東アカをおすすめさ高校の先輩に東アカをおすすめさ
れて入会しました。高校2年の秋かれて入会しました。高校2年の秋か
ら勉強を始めて、苦手科目の社会ら勉強を始めて、苦手科目の社会
科学を重点的に勉強しました。東科学を重点的に勉強しました。東
アカの無料講座に参加したときにアカの無料講座に参加したときに
もらった教材が基礎からまとめてあもらった教材が基礎からまとめてあ
り、非常に使いやすく基礎固めにり、非常に使いやすく基礎固めに
は最適でした。夏からは講義では最適でした。夏からは講義で
習った問題を中心に夏期テキスト習った問題を中心に夏期テキスト
と出た問の復習に時間をかけましと出た問の復習に時間をかけまし
た。特に出た問は地方の過去問がた。特に出た問は地方の過去問が
再現されていて、すごくいいと思い再現されていて、すごくいいと思い
ました。東アカには同じ目標を持っました。東アカには同じ目標を持っ
た高校生がたくさんいたので、一人では難しいこともみんなとた高校生がたくさんいたので、一人では難しいこともみんなと
一緒だから頑張ることができたと思います。一緒だから頑張ることができたと思います。

高校の先輩に東アカをおすすめさ
れて入会しました。高校2年の秋か
ら勉強を始めて、苦手科目の社会
科学を重点的に勉強しました。東
アカの無料講座に参加したときに
もらった教材が基礎からまとめてあ
り、非常に使いやすく基礎固めに
は最適でした。夏からは講義で
習った問題を中心に夏期テキスト
と出た問の復習に時間をかけまし
た。特に出た問は地方の過去問が
再現されていて、すごくいいと思い
ました。東アカには同じ目標を持っ
た高校生がたくさんいたので、一人では難しいこともみんなと
一緒だから頑張ることができたと思います。

2018度

鹿児島校

　 地方自治体(一般事務） 最終合格

Ｔ・Ｓさん

『過去は変えられない︕過去から学ぶことはできる』

姉が通って合格していたこともあり姉が通って合格していたこともあり
東アカに入会しました。東アカでは東アカに入会しました。東アカでは
講義を受けた後、毎日やることを講義を受けた後、毎日やることを
決めてテキストで復習しました。東決めてテキストで復習しました。東
アカの魅力は二次試験対策が充アカの魅力は二次試験対策が充
実している点だと思います。個別実している点だと思います。個別
面接はもちろん、集団討論まで細面接はもちろん、集団討論まで細
かく指導いただき東アカに通ってかく指導いただき東アカに通って
良かったと思いました。また、東ア良かったと思いました。また、東ア
カで出来た友人をまじえて、談話カで出来た友人をまじえて、談話
や面接練習をした経験がいい刺激や面接練習をした経験がいい刺激
にも癒しにもなったと思います。テにも癒しにもなったと思います。テ
ストの結果は大事ですが、そこかストの結果は大事ですが、そこか
らどういう風に勉強していくかは自分次第だと思います。最後らどういう風に勉強していくかは自分次第だと思います。最後
まで諦めず頑張って良かったです。まで諦めず頑張って良かったです。

姉が通って合格していたこともあり
東アカに入会しました。東アカでは
講義を受けた後、毎日やることを
決めてテキストで復習しました。東
アカの魅力は二次試験対策が充
実している点だと思います。個別
面接はもちろん、集団討論まで細
かく指導いただき東アカに通って
良かったと思いました。また、東ア
カで出来た友人をまじえて、談話
や面接練習をした経験がいい刺激
にも癒しにもなったと思います。テ
ストの結果は大事ですが、そこか
らどういう風に勉強していくかは自分次第だと思います。最後
まで諦めず頑張って良かったです。

2018度

鹿児島校

　鹿児島県初級（一般事務） 最終合格

Ｋ・Ｋさん ～鹿児島実業高校～

『東アカの講義に集中』
私は友人から合格実績の高い東ア私は友人から合格実績の高い東ア
カを紹介され入会しました。東アカカを紹介され入会しました。東アカ
では講義や模試、テキストをフル活では講義や模試、テキストをフル活
用して勉強しました。東アカの講義用して勉強しました。東アカの講義
を集中して聞くようにして、復習にを集中して聞くようにして、復習に
力を入れました。二次試験対策で力を入れました。二次試験対策で
は、高校や東アカで様々な先生方は、高校や東アカで様々な先生方
に指導いただき、ときには友人ともに指導いただき、ときには友人とも
練習しました。東アカに通って講義練習しました。東アカに通って講義
を受けて知識力や問題の解き方がを受けて知識力や問題の解き方が
大幅に強化され合格できたと思い大幅に強化され合格できたと思い
ます。勉強に行き詰った時は、休ます。勉強に行き詰った時は、休
憩をしっかりと入れ、リフレッシュし憩をしっかりと入れ、リフレッシュし
て、また勉強机に向かうようにしてて、また勉強机に向かうようにして
いました。長い受験生活では、講義に集中して取り組んで絶いました。長い受験生活では、講義に集中して取り組んで絶
対に合格するという強い気持ちを持って頑張ることが、良い対に合格するという強い気持ちを持って頑張ることが、良い
結果を得る手段だと思います。結果を得る手段だと思います。

私は友人から合格実績の高い東ア
カを紹介され入会しました。東アカ
では講義や模試、テキストをフル活
用して勉強しました。東アカの講義
を集中して聞くようにして、復習に
力を入れました。二次試験対策で
は、高校や東アカで様々な先生方
に指導いただき、ときには友人とも
練習しました。東アカに通って講義
を受けて知識力や問題の解き方が
大幅に強化され合格できたと思い
ます。勉強に行き詰った時は、休
憩をしっかりと入れ、リフレッシュし
て、また勉強机に向かうようにして
いました。長い受験生活では、講義に集中して取り組んで絶
対に合格するという強い気持ちを持って頑張ることが、良い
結果を得る手段だと思います。

2018度

鹿児島校

　鹿児島県警Ｂ(男性) 最終合格

川本 莉久さん ～国分高校～

『終わるまで終わりじゃない』
東アカに入校してから、最初のう東アカに入校してから、最初のう
ちは基礎を取組み、そこから試験ちは基礎を取組み、そこから試験
当日までDATA問を解きました。当日までDATA問を解きました。
面接回数は出来るだけ練習し1回面接回数は出来るだけ練習し1回
1回の練習を大切にしました。1回の練習を大切にしました。
様々な先生方から指導させてもら様々な先生方から指導させてもら
い多くの留意点を見つけることがい多くの留意点を見つけることが
できて良かったです。最も良かっできて良かったです。最も良かっ
たのは勉強する環境・教材などがたのは勉強する環境・教材などが
揃っていて、かつ新しい友達に多揃っていて、かつ新しい友達に多
く出会えることでした。同じ志をく出会えることでした。同じ志を
持った仲間と出会えることは、モ持った仲間と出会えることは、モ
チベーションにも繋がります。公チベーションにも繋がります。公
務員対策はやればやるほど力が務員対策はやればやるほど力が
つき、結果が付いてきます。二次試験での面接試験は、やっつき、結果が付いてきます。二次試験での面接試験は、やっ
た分だけできるとは限りませんが、自信はどんどんつきます。た分だけできるとは限りませんが、自信はどんどんつきます。
大切なのは、自分を信じることだと思います。大切なのは、自分を信じることだと思います。

東アカに入校してから、最初のう
ちは基礎を取組み、そこから試験
当日までDATA問を解きました。
面接回数は出来るだけ練習し1回
1回の練習を大切にしました。
様々な先生方から指導させてもら
い多くの留意点を見つけることが
できて良かったです。最も良かっ
たのは勉強する環境・教材などが
揃っていて、かつ新しい友達に多
く出会えることでした。同じ志を
持った仲間と出会えることは、モ
チベーションにも繋がります。公
務員対策はやればやるほど力が
つき、結果が付いてきます。二次試験での面接試験は、やっ
た分だけできるとは限りませんが、自信はどんどんつきます。
大切なのは、自分を信じることだと思います。

現役合格

2018度

鹿児島校

　鹿児島県警Ｂ(男性) 最終合格

黒木 敬太さん ～国分中央高校～

『努⼒は必ず報われる』
合格実績の高さと最後までサポート合格実績の高さと最後までサポート
が充実している東アカに入会しましが充実している東アカに入会しまし
た 。 私 な り の 学 習 方 法 と し て 、た 。 私 な り の 学 習 方 法 と し て 、
DATA問を使って何回も問題を解き、DATA問を使って何回も問題を解き、
ポイントになる部分をしっかりと押さポイントになる部分をしっかりと押さ
えて覚えました。特に数的推理や判えて覚えました。特に数的推理や判
断推理は難しいので、積極的に勉強断推理は難しいので、積極的に勉強
し分からない所は先生に聞き理解しし分からない所は先生に聞き理解し
ていくようにしました。面接対策はでていくようにしました。面接対策はで
は自分の素直な気持ちを伝えることは自分の素直な気持ちを伝えること
が難しかったですが、先生方と答えが難しかったですが、先生方と答え
方を考えて自分の言葉で上手く伝え方を考えて自分の言葉で上手く伝え
られるように何回も練習してきました。られるように何回も練習してきました。
アカデミーで良かったことは、講義しアカデミーで良かったことは、講義し
てくださる先生方の教え方がとても分かりやすく、面接も本番てくださる先生方の教え方がとても分かりやすく、面接も本番
と同じ雰囲気でしてくださるので、最終合格まで焦ることなくと同じ雰囲気でしてくださるので、最終合格まで焦ることなく
突破することができたと思います。突破することができたと思います。

合格実績の高さと最後までサポート
が充実している東アカに入会しまし
た 。 私 な り の 学 習 方 法 と し て 、
DATA問を使って何回も問題を解き、
ポイントになる部分をしっかりと押さ
えて覚えました。特に数的推理や判
断推理は難しいので、積極的に勉強
し分からない所は先生に聞き理解し
ていくようにしました。面接対策はで
は自分の素直な気持ちを伝えること
が難しかったですが、先生方と答え
方を考えて自分の言葉で上手く伝え
られるように何回も練習してきました。
アカデミーで良かったことは、講義し
てくださる先生方の教え方がとても分かりやすく、面接も本番
と同じ雰囲気でしてくださるので、最終合格まで焦ることなく
突破することができたと思います。

2018度

鹿児島校

　海上保安学校(特別) 最終合格

小吉 晃生さん ～鹿児島中央高校～

東アカに通っている友人からの誘い東アカに通っている友人からの誘い
で入会しました。東アカの講義を受で入会しました。東アカの講義を受
けて、出た問を解くサイクルで学習しけて、出た問を解くサイクルで学習し
ました。講義で使用するオープンセました。講義で使用するオープンセ
サミは要点がまとめられていて、充サミは要点がまとめられていて、充
実した内容だったので勉強しやす実した内容だったので勉強しやす
かったです。模試や小テストで間違かったです。模試や小テストで間違
えた問題は、次回必ず解けるようにえた問題は、次回必ず解けるように
しっかり復習しました。また、作文がしっかり復習しました。また、作文が
苦手だったので二週間に１回のペー苦手だったので二週間に１回のペー
スで提出して添削指導を受けました。スで提出して添削指導を受けました。
面接では緊張しますが相手の目を面接では緊張しますが相手の目を
見て、大きな声でハキハキと自分の見て、大きな声でハキハキと自分の
意見や思いを伝えることが出来れば意見や思いを伝えることが出来れば
大丈夫だと思います。毎日長時間勉強して、つらい時もあり大丈夫だと思います。毎日長時間勉強して、つらい時もあり
ましたが、合格することが出来て良かったです。ましたが、合格することが出来て良かったです。

東アカに通っている友人からの誘い
で入会しました。東アカの講義を受
けて、出た問を解くサイクルで学習し
ました。講義で使用するオープンセ
サミは要点がまとめられていて、充
実した内容だったので勉強しやす
かったです。模試や小テストで間違
えた問題は、次回必ず解けるように
しっかり復習しました。また、作文が
苦手だったので二週間に１回のペー
スで提出して添削指導を受けました。
面接では緊張しますが相手の目を
見て、大きな声でハキハキと自分の
意見や思いを伝えることが出来れば
大丈夫だと思います。毎日長時間勉強して、つらい時もあり
ましたが、合格することが出来て良かったです。

2018度

鹿児島校

　肝付町（一般事務） 最終合格

下西 美温さん ～鹿屋高校～

『地元じゃなくても合格できる』
試験会場で教務の内村さんを見か試験会場で教務の内村さんを見か
けて東アカを知り、合格率の高さをけて東アカを知り、合格率の高さを
見て東アカで頑張ろうと思いました。見て東アカで頑張ろうと思いました。
東アカのテキストはすごく分かりや東アカのテキストはすごく分かりや
すかったので、空いた時間はいつすかったので、空いた時間はいつ
も見ていました。面接練習は先生も見ていました。面接練習は先生
のアドバイスを素直に聞くことが一のアドバイスを素直に聞くことが一
番大切だと思いました。それは本番大切だと思いました。それは本
番で本当に役に立ちました。毎日番で本当に役に立ちました。毎日
勉強を頑張っていても、合格できる勉強を頑張っていても、合格できる
か心配になる時もありましたが、心か心配になる時もありましたが、心
配したところで合否は変わらない配したところで合否は変わらない
ので、悩む時間を勉強に充てるよので、悩む時間を勉強に充てるよ
うにしました。模試や定期的にあるうにしました。模試や定期的にある
テストで正答率が上がることやランキング表に名前が載るこテストで正答率が上がることやランキング表に名前が載るこ
とがモチベーションにもつながり、最後まで頑張ることが出来とがモチベーションにもつながり、最後まで頑張ることが出来
ました。ました。

試験会場で教務の内村さんを見か
けて東アカを知り、合格率の高さを
見て東アカで頑張ろうと思いました。
東アカのテキストはすごく分かりや
すかったので、空いた時間はいつ
も見ていました。面接練習は先生
のアドバイスを素直に聞くことが一
番大切だと思いました。それは本
番で本当に役に立ちました。毎日
勉強を頑張っていても、合格できる
か心配になる時もありましたが、心
配したところで合否は変わらない
ので、悩む時間を勉強に充てるよ
うにしました。模試や定期的にある
テストで正答率が上がることやランキング表に名前が載るこ
とがモチベーションにもつながり、最後まで頑張ることが出来
ました。

2018度

鹿児島校

　鹿児島市中級(一般事務) 最終合格

Ｏ・Ｋさん ～鹿児島県立短期大学～

『笑う⾨には福来る』
公務員になりたいと思っていたとき公務員になりたいと思っていたとき
に友人に誘われて東アカに入会しまに友人に誘われて東アカに入会しま
した。私自身、あまり自主学習が得した。私自身、あまり自主学習が得
意な方ではなかったので、毎日ある意な方ではなかったので、毎日ある
講義を中心に勉強しました。東アカ講義を中心に勉強しました。東アカ
には同じ公務員を目指して頑張ってには同じ公務員を目指して頑張って
いる人がたくさんいて、やる気が起いる人がたくさんいて、やる気が起
きないときも自習室に行けば多くのきないときも自習室に行けば多くの
人が勉強しているので自分のモチ人が勉強しているので自分のモチ
ベーションをあげることができました。ベーションをあげることができました。
講師の方々の教え方が分かりやす講師の方々の教え方が分かりやす
く、最終合格するまで全て東アカにく、最終合格するまで全て東アカに
サポートしていただいたので、効率サポートしていただいたので、効率
よく受験することが出来ました。公よく受験することが出来ました。公
務員を目指すことで友人と遊ぶ機会務員を目指すことで友人と遊ぶ機会
が減り勉強は大変ですが、東アカには一緒に頑張る仲間もたが減り勉強は大変ですが、東アカには一緒に頑張る仲間もた
くさんいるので受験を乗り切ることができました。くさんいるので受験を乗り切ることができました。

公務員になりたいと思っていたとき
に友人に誘われて東アカに入会しま
した。私自身、あまり自主学習が得
意な方ではなかったので、毎日ある
講義を中心に勉強しました。東アカ
には同じ公務員を目指して頑張って
いる人がたくさんいて、やる気が起
きないときも自習室に行けば多くの
人が勉強しているので自分のモチ
ベーションをあげることができました。
講師の方々の教え方が分かりやす
く、最終合格するまで全て東アカに
サポートしていただいたので、効率
よく受験することが出来ました。公
務員を目指すことで友人と遊ぶ機会
が減り勉強は大変ですが、東アカには一緒に頑張る仲間もた
くさんいるので受験を乗り切ることができました。

2018度

鹿児島校

　鹿児島県警Ｂ(女性) 最終合格

Ｓ・Ｙさん ～鹿児島南高校～

『勇往邁進』
東アカは講義が分かりやすく、周り東アカは講義が分かりやすく、周り
の受講生も本気で合格したい人ばの受講生も本気で合格したい人ば
かりなので、常にライバルを意識しかりなので、常にライバルを意識し
ながら勉強することができて良かっながら勉強することができて良かっ
たです。東アカの問題集で自分の苦たです。東アカの問題集で自分の苦
手な分野を何度も解き直し、正答率手な分野を何度も解き直し、正答率
を上げる努力をしました。何度も面を上げる努力をしました。何度も面
接練習して1つの事に突っ込んで質接練習して1つの事に突っ込んで質
問してもらったり、少し意地悪な質問してもらったり、少し意地悪な質
問もしてもらったりして対応力が身問もしてもらったりして対応力が身
に付きました。面接は自分の気持ちに付きました。面接は自分の気持ち
を直接伝えられる場なので、素直にを直接伝えられる場なので、素直に
元気よく臨むことが大事だと思いま元気よく臨むことが大事だと思いま
す。勉強が分からなかったり、難しくす。勉強が分からなかったり、難しく
てくじけそうになったりすることもありますが、絶対に合格するてくじけそうになったりすることもありますが、絶対に合格する
という強い気持ちだけはずっと持ち続けることが重要だと思という強い気持ちだけはずっと持ち続けることが重要だと思
います。います。

東アカは講義が分かりやすく、周り
の受講生も本気で合格したい人ば
かりなので、常にライバルを意識し
ながら勉強することができて良かっ
たです。東アカの問題集で自分の苦
手な分野を何度も解き直し、正答率
を上げる努力をしました。何度も面
接練習して1つの事に突っ込んで質
問してもらったり、少し意地悪な質
問もしてもらったりして対応力が身
に付きました。面接は自分の気持ち
を直接伝えられる場なので、素直に
元気よく臨むことが大事だと思いま
す。勉強が分からなかったり、難しく
てくじけそうになったりすることもありますが、絶対に合格する
という強い気持ちだけはずっと持ち続けることが重要だと思
います。

2018度

鹿児島校

鹿児島県警B(男性) 最終合格

別府 政宗さん ～鹿児島玉龍高校～

『東アカで第⼀志望に合格』
警察官になるために東アカに入会警察官になるために東アカに入会
しました。東アカの講義は高校で習しました。東アカの講義は高校で習
わない科目を中心に教えてくれるわない科目を中心に教えてくれる
ので、効率よく勉強できたと思いまので、効率よく勉強できたと思いま
す。講義が終わった後は教科書とす。講義が終わった後は教科書と
出た問の復習を何回もしました。ま出た問の復習を何回もしました。ま
た、毎週土曜日に模試があり問題た、毎週土曜日に模試があり問題
が難しく結果が出ないことが多かっが難しく結果が出ないことが多かっ
たですが、本試験では東アカで受たですが、本試験では東アカで受
験していた模試と比較して解きや験していた模試と比較して解きや
すく、緊張せずにこなすことができすく、緊張せずにこなすことができ
ました。面接が苦手だったので、高ました。面接が苦手だったので、高
校と東アカで何度も面接練習をし校と東アカで何度も面接練習をし
ました。その結果、警察官になりたました。その結果、警察官になりた
いという気持ちを面接官に伝えることができたと思います。早いという気持ちを面接官に伝えることができたと思います。早
くから毎日少しずつでも公務員試験対策をやることが一番いくから毎日少しずつでも公務員試験対策をやることが一番い
いと思います。いと思います。

警察官になるために東アカに入会
しました。東アカの講義は高校で習
わない科目を中心に教えてくれる
ので、効率よく勉強できたと思いま
す。講義が終わった後は教科書と
出た問の復習を何回もしました。ま
た、毎週土曜日に模試があり問題
が難しく結果が出ないことが多かっ
たですが、本試験では東アカで受
験していた模試と比較して解きや
すく、緊張せずにこなすことができ
ました。面接が苦手だったので、高
校と東アカで何度も面接練習をし
ました。その結果、警察官になりた
いという気持ちを面接官に伝えることができたと思います。早
くから毎日少しずつでも公務員試験対策をやることが一番い
いと思います。

2018度

鹿児島校

　海上保安学校(船舶) 最終合格

Ｙ・Ｒさん

『⾃分を信じて』
合格実績の高さが有名だったので合格実績の高さが有名だったので
入会しました。東アカでは教養対入会しました。東アカでは教養対
策の講義から面接対策の個別指策の講義から面接対策の個別指
導まで充実した受験対策で公務員導まで充実した受験対策で公務員
試験に臨むことが出来ました。学試験に臨むことが出来ました。学
習する上で意識したことは苦手分習する上で意識したことは苦手分
野を徹底的にやりました。最初は野を徹底的にやりました。最初は
解けない問題ばかりでしたが、解けない問題ばかりでしたが、
やっただけ解ける問題が増えていやっただけ解ける問題が増えてい
きました。東アカで定期的に行わきました。東アカで定期的に行わ
れた模試は難しいので、本番の試れた模試は難しいので、本番の試
験が易しく感じて、焦らず解くこと験が易しく感じて、焦らず解くこと
が出来ました。面接では自分の志が出来ました。面接では自分の志
望する機関の仕事内容を調べて、望する機関の仕事内容を調べて、
知識面で質問されても大丈夫なよ知識面で質問されても大丈夫なよ
うに準備をして、最終的に東アカで本番形式の練習をしましうに準備をして、最終的に東アカで本番形式の練習をしまし
た。短期間で公務員試験に最終合格することができ、本当にた。短期間で公務員試験に最終合格することができ、本当に
ありがとうございました。ありがとうございました。

合格実績の高さが有名だったので
入会しました。東アカでは教養対
策の講義から面接対策の個別指
導まで充実した受験対策で公務員
試験に臨むことが出来ました。学
習する上で意識したことは苦手分
野を徹底的にやりました。最初は
解けない問題ばかりでしたが、
やっただけ解ける問題が増えてい
きました。東アカで定期的に行わ
れた模試は難しいので、本番の試
験が易しく感じて、焦らず解くこと
が出来ました。面接では自分の志
望する機関の仕事内容を調べて、
知識面で質問されても大丈夫なよ
うに準備をして、最終的に東アカで本番形式の練習をしまし
た。短期間で公務員試験に最終合格することができ、本当に
ありがとうございました。

2018度

鹿児島校

現役合格現役合格

現役合格 現役合格

現役合格

　鹿児島県警Ｂ（女性） 最終合格

田頭 実空さん ～種子島高校～

『気合いと希望と周りの⽀え』
高校の先輩や先生、親からの勧め高校の先輩や先生、親からの勧め
で東アカに入校しました。夏期講習で東アカに入校しました。夏期講習
の講義を受け、その日の内にテキの講義を受け、その日の内にテキ
ストで復習をしました。土曜日にあストで復習をしました。土曜日にあ
る模試で自分の実力を知ることがる模試で自分の実力を知ることが
できたことや、二次試験前の面接できたことや、二次試験前の面接
練習で学校の先生とは違った視点練習で学校の先生とは違った視点
で指導してもらえたところが良かっで指導してもらえたところが良かっ
たと思います。私は勉強を始めるたと思います。私は勉強を始める
のが遅く焦りもありましたが、同じのが遅く焦りもありましたが、同じ
目標をもった友達ができ、一緒に目標をもった友達ができ、一緒に
取り組めたので、周りの受講生の取り組めたので、周りの受講生の
存在も大きかったです。暗記物が存在も大きかったです。暗記物が
なかなか覚えられず合格できるかなかなか覚えられず合格できるか
不安になることもありましたが、それは皆同じだと思います。不安になることもありましたが、それは皆同じだと思います。
自分に負けず、気合いで乗り切って下さい！自分に負けず、気合いで乗り切って下さい！

高校の先輩や先生、親からの勧め
で東アカに入校しました。夏期講習
の講義を受け、その日の内にテキ
ストで復習をしました。土曜日にあ
る模試で自分の実力を知ることが
できたことや、二次試験前の面接
練習で学校の先生とは違った視点
で指導してもらえたところが良かっ
たと思います。私は勉強を始める
のが遅く焦りもありましたが、同じ
目標をもった友達ができ、一緒に
取り組めたので、周りの受講生の
存在も大きかったです。暗記物が
なかなか覚えられず合格できるか
不安になることもありましたが、それは皆同じだと思います。
自分に負けず、気合いで乗り切って下さい！

2018度

鹿児島校

現役合格

『ポイントは⼆次対策』

現役合格

現役合格 現役合格



　鹿児島県県警Ｂ(男性) 最終合格

Ｉ・Ｒさん ～鹿児島実業高校～

『勇往邁進』 
両親のすすめで東アカに入会しまし両親のすすめで東アカに入会しまし
た。公務員試験を受験するにあたった。公務員試験を受験するにあたっ
て右も左も分からない私に対して、て右も左も分からない私に対して、
公務員試験のいろはを丁寧に教え公務員試験のいろはを丁寧に教え
てくれたのでとても助かりました。東てくれたのでとても助かりました。東
アカの講義は必ず全部受けて、講義アカの講義は必ず全部受けて、講義
後は毎日夜9時まで自習室が使用で後は毎日夜9時まで自習室が使用で
きたので復習などをしました。面接きたので復習などをしました。面接
練習は高校と東アカで何度も練習し練習は高校と東アカで何度も練習し
ました。東アカではいろいろな先生ました。東アカではいろいろな先生
が本番形式で指導してくれるので雰が本番形式で指導してくれるので雰
囲気になれることができました。また、囲気になれることができました。また、
警察官の試験は、体力試験が課さ警察官の試験は、体力試験が課さ
れるので時間を見つけて勉強の切り換えとして取り組んできれるので時間を見つけて勉強の切り換えとして取り組んでき
ました。高校生は夏からが勝負です。短い期間での勉強は効ました。高校生は夏からが勝負です。短い期間での勉強は効
率と集中力が大事だと思います。率と集中力が大事だと思います。

両親のすすめで東アカに入会しまし
た。公務員試験を受験するにあたっ
て右も左も分からない私に対して、
公務員試験のいろはを丁寧に教え
てくれたのでとても助かりました。東
アカの講義は必ず全部受けて、講義
後は毎日夜9時まで自習室が使用で
きたので復習などをしました。面接
練習は高校と東アカで何度も練習し
ました。東アカではいろいろな先生
が本番形式で指導してくれるので雰
囲気になれることができました。また、
警察官の試験は、体力試験が課さ
れるので時間を見つけて勉強の切り換えとして取り組んでき
ました。高校生は夏からが勝負です。短い期間での勉強は効
率と集中力が大事だと思います。

2018度

鹿児島校

　　霧島市消防 最終合格

Ｎ・Ｓさん

『勝つことは偶然じゃない』

高校の友達の紹介で東アカに入会高校の友達の紹介で東アカに入会
しました。東アカの講義では高校でしました。東アカの講義では高校で
習わない分野を教えてもらえたので習わない分野を教えてもらえたので
良かったです。初めて勉強する分野良かったです。初めて勉強する分野
も今は楽しい思い出です。私が講義も今は楽しい思い出です。私が講義
を受けるにあたり気を付けたことは、を受けるにあたり気を付けたことは、
講義を集中して聞くことと、随時先講義を集中して聞くことと、随時先
生に質問して自習室で復習すること生に質問して自習室で復習すること
です。9月から本試験までは自習室です。9月から本試験までは自習室
を毎日利用して勉強しながら先生にを毎日利用して勉強しながら先生に
分からないところを質問しました。ま分からないところを質問しました。ま
た、早い時期から面接カードの書きた、早い時期から面接カードの書き
方の指導があり、一次合格発表後方の指導があり、一次合格発表後
はすぐに個別面接練習を計画的にはすぐに個別面接練習を計画的に
予約して1つ1つの練習を大事にして取り組んできました。公予約して1つ1つの練習を大事にして取り組んできました。公
務員試験はやった分だけ必ず返ってくるので最後まで諦めな務員試験はやった分だけ必ず返ってくるので最後まで諦めな
いで頑張ることが大切だと思います。いで頑張ることが大切だと思います。

高校の友達の紹介で東アカに入会
しました。東アカの講義では高校で
習わない分野を教えてもらえたので
良かったです。初めて勉強する分野
も今は楽しい思い出です。私が講義
を受けるにあたり気を付けたことは、
講義を集中して聞くことと、随時先
生に質問して自習室で復習すること
です。9月から本試験までは自習室
を毎日利用して勉強しながら先生に
分からないところを質問しました。ま
た、早い時期から面接カードの書き
方の指導があり、一次合格発表後
はすぐに個別面接練習を計画的に
予約して1つ1つの練習を大事にして取り組んできました。公
務員試験はやった分だけ必ず返ってくるので最後まで諦めな
いで頑張ることが大切だと思います。

2018度

鹿児島校

　海上保安学校(船舶） 最終合格

有川 慶太さん ～鹿児島中央高校～

『東アカはいい意味で⼈が多い』
高校生は集中して勉強ができる
のが7～9月の短い期間のため、
その限られた中で効率よく勉強す
る こ と に 重 点 を 置 き ま し た 。
DATA問の最初にある各試験の
出題データを見て、海保の試験で
過去に出た分野の問題をすべて
解きました。私は地理や世界史が
1からだったので、とても苦しかっ
たですが、先生方の教え方が分
かりやすくポイントを絞っていたの
で克服することができました。講
義の合間に自分でも他の問題を
解いてみて、有効に時間を使うよ
うにしていました。東アカはいい意
味で人が多かったです。一緒に勉強を頑張る友人やライバル
が多いのでとてもやる気が出ました。公務員試験の勉強は効
率が一番なので、自分なりの吸収しやすい勉強法は必要だと
思います。そして、努力は必ず結果に現れます。

2018度

鹿児島校

鹿児島市初級(一般事務) 最終合格

～鹿児島情報高校～

『負けパターンを把握する』
東アカは合格実績の高さと両親の東アカは合格実績の高さと両親の
勧めで入会しました。基礎や講義内勧めで入会しました。基礎や講義内
容を理解したうえで、問題を解くよう容を理解したうえで、問題を解くよう
に心がけていました。面接練習ではに心がけていました。面接練習では
基本的な話し方から教わり、丁寧な基本的な話し方から教わり、丁寧な
指導でプロセスの話が長くなってし指導でプロセスの話が長くなってし
まう癖も改善して本番に臨むことがまう癖も改善して本番に臨むことが
できました。最終合格を掴むことができました。最終合格を掴むことが
できたのは、苦手なことにも試行錯できたのは、苦手なことにも試行錯
誤して真剣に向き合ったからだと思誤して真剣に向き合ったからだと思
います。入会当初は一般知能が苦います。入会当初は一般知能が苦
手で、手も足も出ずに悔しさを感じ手で、手も足も出ずに悔しさを感じ
たこともありましたが、効率的な解法たこともありましたが、効率的な解法
を使えるようになるにつれて、このを使えるようになるにつれて、この
分野の面白さを見つけることができました。東アカのいいとこ分野の面白さを見つけることができました。東アカのいいとこ
ろは、自習室の利用ができること、そこでの疑問が先生にすろは、自習室の利用ができること、そこでの疑問が先生にす
ぐに聞けることでした。失敗経験は大切だと感じ、失敗のパぐに聞けることでした。失敗経験は大切だと感じ、失敗のパ
ターンを把握し、次はそうならないように先手を打つことが大ターンを把握し、次はそうならないように先手を打つことが大
切だと思います。切だと思います。

東アカは合格実績の高さと両親の
勧めで入会しました。基礎や講義内
容を理解したうえで、問題を解くよう
に心がけていました。面接練習では
基本的な話し方から教わり、丁寧な
指導でプロセスの話が長くなってし
まう癖も改善して本番に臨むことが
できました。最終合格を掴むことが
できたのは、苦手なことにも試行錯
誤して真剣に向き合ったからだと思
います。入会当初は一般知能が苦
手で、手も足も出ずに悔しさを感じ
たこともありましたが、効率的な解法
を使えるようになるにつれて、この
分野の面白さを見つけることができました。東アカのいいとこ
ろは、自習室の利用ができること、そこでの疑問が先生にす
ぐに聞けることでした。失敗経験は大切だと感じ、失敗のパ
ターンを把握し、次はそうならないように先手を打つことが大
切だと思います。

2018度

鹿児島校

　鹿児島県中級(教育事務) 最終合格

Ｓ・Ｋさん

『C'est la vie』
広告を見て東アカに興味を持ち、広告を見て東アカに興味を持ち、
調べていく中で公務員試験におい調べていく中で公務員試験におい
て高い合格実績であることに特にて高い合格実績であることに特に
惹かれ、入会を決心しました。東ア惹かれ、入会を決心しました。東ア
カでは講義で分からない所を講師カでは講義で分からない所を講師
に個別質問してその場で解決できに個別質問してその場で解決でき
ました。特に苦手な一般知能は頻ました。特に苦手な一般知能は頻
繁に質問して、最後まで諦めずに繁に質問して、最後まで諦めずに
頑張りました。二次試験対策は、と頑張りました。二次試験対策は、と
にかく場数を踏んで面接試験独特にかく場数を踏んで面接試験独特
の雰囲気、受け答えの姿勢に慣れの雰囲気、受け答えの姿勢に慣れ
るように努力しました。分からないるように努力しました。分からない
所はすぐに先生に質問に行き、解所はすぐに先生に質問に行き、解
決できる環境なので分からないとき決できる環境なので分からないとき
は積極的に質問に行き苦手をなくすようにするといいと思いは積極的に質問に行き苦手をなくすようにするといいと思い
ます。勉強に面接にと大変な年になりますが、日々をしっかります。勉強に面接にと大変な年になりますが、日々をしっかり
と勉強し合格を掴み取ってください、応援しています。と勉強し合格を掴み取ってください、応援しています。

広告を見て東アカに興味を持ち、
調べていく中で公務員試験におい
て高い合格実績であることに特に
惹かれ、入会を決心しました。東ア
カでは講義で分からない所を講師
に個別質問してその場で解決でき
ました。特に苦手な一般知能は頻
繁に質問して、最後まで諦めずに
頑張りました。二次試験対策は、と
にかく場数を踏んで面接試験独特
の雰囲気、受け答えの姿勢に慣れ
るように努力しました。分からない
所はすぐに先生に質問に行き、解
決できる環境なので分からないとき
は積極的に質問に行き苦手をなくすようにするといいと思い
ます。勉強に面接にと大変な年になりますが、日々をしっかり
と勉強し合格を掴み取ってください、応援しています。

2018度

鹿児島校Ｋ・Ｒさん ～専修大学～

～国分高校～

　裁判所一般職 最終合格

外城戸 栞奈さん～鹿児島県立短期大学～

『弱気は最⼤の敵』
私は東アカに通わなければ公務員
になれませんでした。講義の分か
りやすさ、丁寧さもありますが、自
習室が充実しているところが一番
良かったです。自習室で多くのライ
バルたちの頑張る姿を見て、負け
ないように必死になれました。また、
模試が毎週のようにあり、自分の
実力が分かるところが自分のため
になりました。東アカでは最初は全
然できなくても、徐々にできること
が必ず増えていきます。一緒に
戦った一生の友達もできます。諦
めず粘った人にこそ結果がついて
きます。一次も二次も絶対に受かると強気で挑み、常に前向
きでいることが大切だと思いました。弱気になって良いことは
ありません。最後は自分との戦いです。周りに流されず自分
をしっかり持って頑張ってください。

2018度

鹿児島校

現役合格
現役合格現役合格

現役合格



鹿児島県鹿児島県合格!合格!鹿児島県合格!
行政・事務職、技術職、警察官行政・事務職、技術職、警察官行政・事務職、技術職、警察官

　鹿児島県上級（行政） 最終合格

『先輩受験生の情報がとても参考になりました』

現役合格

2018年度

鹿児島校 石川　歩実さん ～鹿児島大学～

　経済学などは、初めて勉強する分　経済学などは、初めて勉強する分
野なので、東アカの講義が無ければ、野なので、東アカの講義が無ければ、
独学では合格は無理だったと思いま独学では合格は無理だったと思いま
す。また、不安になった時もすぐに先す。また、不安になった時もすぐに先
生方や事務局に相談できて、先輩方生方や事務局に相談できて、先輩方
の受験例など様々な情報も聞くことの受験例など様々な情報も聞くこと
ができて本当によかったです。　また、ができて本当によかったです。　また、
入会した時は、大学の同じ学部の男入会した時は、大学の同じ学部の男
性の友達しかいなくて心細かったの性の友達しかいなくて心細かったの
ですが、他の学部の人と話すこともでですが、他の学部の人と話すこともで
き、東アカで女子の友達ができたことき、東アカで女子の友達ができたこと
が本当に嬉しかったです。が本当に嬉しかったです。
　今後、受験される方へ、友達と一緒　今後、受験される方へ、友達と一緒
にでもいいので計画的に勉強し、情にでもいいので計画的に勉強し、情
報を共有するといいと思います。報を共有するといいと思います。
　民間就活の人が、早く就職が決まり　民間就活の人が、早く就職が決まり
焦ったり不安になったりもしますが、公務員試験を受けている人焦ったり不安になったりもしますが、公務員試験を受けている人
はみんなそうなので、できる限り同じ境遇の人と話をしてモチベーはみんなそうなので、できる限り同じ境遇の人と話をしてモチベー
ションを上げて頑張ってほしいです。最後まで頑張って、面接ではションを上げて頑張ってほしいです。最後まで頑張って、面接では
できるだけニコニコ愛想よくしていればきっと大丈夫です♪できるだけニコニコ愛想よくしていればきっと大丈夫です♪

　経済学などは、初めて勉強する分
野なので、東アカの講義が無ければ、
独学では合格は無理だったと思いま
す。また、不安になった時もすぐに先
生方や事務局に相談できて、先輩方
の受験例など様々な情報も聞くこと
ができて本当によかったです。　また、
入会した時は、大学の同じ学部の男
性の友達しかいなくて心細かったの
ですが、他の学部の人と話すこともで
き、東アカで女子の友達ができたこと
が本当に嬉しかったです。
　今後、受験される方へ、友達と一緒
にでもいいので計画的に勉強し、情
報を共有するといいと思います。
　民間就活の人が、早く就職が決まり
焦ったり不安になったりもしますが、公務員試験を受けている人
はみんなそうなので、できる限り同じ境遇の人と話をしてモチベー
ションを上げて頑張ってほしいです。最後まで頑張って、面接では
できるだけニコニコ愛想よくしていればきっと大丈夫です♪

　鹿児島県上級（化学Ⅰ） 最終合格

『苦手な面接は、何度も練習して攻略できました!』
　アカデミーに通って良かったと思う　アカデミーに通って良かったと思う
点は、1点目に、勉強に集中できる環点は、1点目に、勉強に集中できる環
境が整っていることです。常に誰かが境が整っていることです。常に誰かが
自習しているため、自分の気持ちも自習しているため、自分の気持ちも
引き締まりました。2点目は、面接練引き締まりました。2点目は、面接練
習がしっかりできることです。何度も習がしっかりできることです。何度も
予約でき、練習を積むことができまし予約でき、練習を積むことができまし
た。3点目はＰｏｉｎｔを押さえた授業でた。3点目はＰｏｉｎｔを押さえた授業で
す。要点がまとまっており、莫大な範す。要点がまとまっており、莫大な範
囲を効率良く勉強できました。囲を効率良く勉強できました。
　私は、面接に苦手意識があったの　私は、面接に苦手意識があったの
で、面接対策は重視していました。でで、面接対策は重視していました。で
きるだけ多くの情報を集めるためインきるだけ多くの情報を集めるためイン
ターンシップや説明会に何度も参加ターンシップや説明会に何度も参加
しました。また、アカデミーで、何度もしました。また、アカデミーで、何度も
面接練習を行い、改善点を指摘して面接練習を行い、改善点を指摘して
もらいながら少しずつ伝える練習をしました。もらいながら少しずつ伝える練習をしました。
　インターンシップや業務説明会を通して公務員の仕事について　インターンシップや業務説明会を通して公務員の仕事について
学び、そこで理解したことと、公務員として働きたい気持ちを面接学び、そこで理解したことと、公務員として働きたい気持ちを面接
で伝えることができたのが最終合格のＰｏｉｎｔだと思います。で伝えることができたのが最終合格のＰｏｉｎｔだと思います。

　アカデミーに通って良かったと思う
点は、1点目に、勉強に集中できる環
境が整っていることです。常に誰かが
自習しているため、自分の気持ちも
引き締まりました。2点目は、面接練
習がしっかりできることです。何度も
予約でき、練習を積むことができまし
た。3点目はＰｏｉｎｔを押さえた授業で
す。要点がまとまっており、莫大な範
囲を効率良く勉強できました。
　私は、面接に苦手意識があったの
で、面接対策は重視していました。で
きるだけ多くの情報を集めるためイン
ターンシップや説明会に何度も参加
しました。また、アカデミーで、何度も
面接練習を行い、改善点を指摘して
もらいながら少しずつ伝える練習をしました。
　インターンシップや業務説明会を通して公務員の仕事について
学び、そこで理解したことと、公務員として働きたい気持ちを面接
で伝えることができたのが最終合格のＰｏｉｎｔだと思います。

2018年度

鹿児島校 山元　広大さん

現役合格

～鹿児島大学～

　鹿児島県中級（教育事務） 最終合格

『働きながらも隙間時間を有効に活用しました』
　私は、働きながらアカデミーの夜間　私は、働きながらアカデミーの夜間
部に通っていましたが、日中は、仕事部に通っていましたが、日中は、仕事
で勉強ができないため、出題頻度ので勉強ができないため、出題頻度の
高い分野を中心に、ポイントを絞って高い分野を中心に、ポイントを絞って
効率的な学習を心がけました。効率的な学習を心がけました。
　夜間部の講義が終わり、帰宅して　夜間部の講義が終わり、帰宅して
就寝までに、なるべく２時間は勉強す就寝までに、なるべく２時間は勉強す
るよう心がけ、職場へは、バスで通勤るよう心がけ、職場へは、バスで通勤
していたのですが、バスの中でも教していたのですが、バスの中でも教
材に目を通すなどしていました。また、材に目を通すなどしていました。また、
昼食時間も早々に食事は済ませ、昼昼食時間も早々に食事は済ませ、昼
食時間が終わるまで、公務員の勉強食時間が終わるまで、公務員の勉強
をするようにしていました。このように、をするようにしていました。このように、
少しの時間もムダにしないように、隙少しの時間もムダにしないように、隙
間時間も有効に勉強時間として活用間時間も有効に勉強時間として活用
していました。していました。
　働きながら公務員試験合格を目指す方は、とにかく、いかに勉　働きながら公務員試験合格を目指す方は、とにかく、いかに勉
強する時間を確保し、集中して効率よくできるかがポイントになる強する時間を確保し、集中して効率よくできるかがポイントになる
と思います。あきらめない心を持って、ぜひ頑張ってください。と思います。あきらめない心を持って、ぜひ頑張ってください。

　私は、働きながらアカデミーの夜間
部に通っていましたが、日中は、仕事
で勉強ができないため、出題頻度の
高い分野を中心に、ポイントを絞って
効率的な学習を心がけました。
　夜間部の講義が終わり、帰宅して
就寝までに、なるべく２時間は勉強す
るよう心がけ、職場へは、バスで通勤
していたのですが、バスの中でも教
材に目を通すなどしていました。また、
昼食時間も早々に食事は済ませ、昼
食時間が終わるまで、公務員の勉強
をするようにしていました。このように、
少しの時間もムダにしないように、隙
間時間も有効に勉強時間として活用
していました。
　働きながら公務員試験合格を目指す方は、とにかく、いかに勉
強する時間を確保し、集中して効率よくできるかがポイントになる
と思います。あきらめない心を持って、ぜひ頑張ってください。

2018年度

鹿児島校 池田　麻美さん ～長崎大学～

　鹿児島県上級（警察事務） 最終合格

『とても印象に残る授業で得点力アップ!!』
　私は、前年度も公務員試験を受け　私は、前年度も公務員試験を受け
ており、一次試験は合格しましたが、ており、一次試験は合格しましたが、
二次試験で悉く落ちた経験がありま二次試験で悉く落ちた経験がありま
す。鹿児島県上級は順位があと一つす。鹿児島県上級は順位があと一つ
足りなかった悔しさもあり、再挑戦す足りなかった悔しさもあり、再挑戦す
る決意をしました。最後の最後まで諦る決意をしました。最後の最後まで諦
めずに取り組むことができたのが最めずに取り組むことができたのが最
終合格できたポイントだと思います。終合格できたポイントだと思います。
　東京アカデミーは、とても印象に残　東京アカデミーは、とても印象に残
る授業が多く、模試や試験で実際にる授業が多く、模試や試験で実際に
問題を解くときに先生がおっしゃった問題を解くときに先生がおっしゃった
ことを思い出すことができ、得点力ことを思い出すことができ、得点力
アップに繋がったと思います。アップに繋がったと思います。
　受験生活において不安やマイナス　受験生活において不安やマイナス
なイメージ、そしてキツイ思いをたくさなイメージ、そしてキツイ思いをたくさ
んするかもしれませんが、自分にできんするかもしれませんが、自分にでき
ることや立てた計画を一つでも多くこなしていくといいと思います。ることや立てた計画を一つでも多くこなしていくといいと思います。
　先生方もおっしゃっていましたが、教科書のどのページに何が　先生方もおっしゃっていましたが、教科書のどのページに何が
書いてあるかを覚えていることが、勉強が身に付いてきている目書いてあるかを覚えていることが、勉強が身に付いてきている目
安になります。皆さんも夢を叶えられるように頑張ってください。安になります。皆さんも夢を叶えられるように頑張ってください。

　私は、前年度も公務員試験を受け
ており、一次試験は合格しましたが、
二次試験で悉く落ちた経験がありま
す。鹿児島県上級は順位があと一つ
足りなかった悔しさもあり、再挑戦す
る決意をしました。最後の最後まで諦
めずに取り組むことができたのが最
終合格できたポイントだと思います。
　東京アカデミーは、とても印象に残
る授業が多く、模試や試験で実際に
問題を解くときに先生がおっしゃった
ことを思い出すことができ、得点力
アップに繋がったと思います。
　受験生活において不安やマイナス
なイメージ、そしてキツイ思いをたくさ
んするかもしれませんが、自分にでき
ることや立てた計画を一つでも多くこなしていくといいと思います。
　先生方もおっしゃっていましたが、教科書のどのページに何が
書いてあるかを覚えていることが、勉強が身に付いてきている目
安になります。皆さんも夢を叶えられるように頑張ってください。

2018年度

鹿児島校 丸山　亮さん ～志學館大学～

　鹿児島県警察官Ａ 最終合格

『未来をイメージして今頑張っていることを楽しもう!』
　東京アカデミーでは、自習室を活用　東京アカデミーでは、自習室を活用
しながら先生方に質問ができ、また、しながら先生方に質問ができ、また、
丁寧に指導して頂けたことや、意識丁寧に指導して頂けたことや、意識
の高いライバルが横で勉強しているの高いライバルが横で勉強している
と思ったら更に頑張ることができましと思ったら更に頑張ることができまし
た。最終合格まで面倒見てくれるたた。最終合格まで面倒見てくれるた
め、本番であまり緊張することがないめ、本番であまり緊張することがない
よう準備ができました。よう準備ができました。
　自分は、ずっと部活一筋で学生生　自分は、ずっと部活一筋で学生生
活を送ってきたため、勉強は全くと活を送ってきたため、勉強は全くと
言っていいほどしたことがありません言っていいほどしたことがありません
でした。目標を叶えたいという気持ちでした。目標を叶えたいという気持ち
を忘れずにコツコツと自分なりにやっを忘れずにコツコツと自分なりにやっ
た結果、最後は自信を持って試験にた結果、最後は自信を持って試験に
臨むことができました。多くの時間勉臨むことができました。多くの時間勉
強するというよりも、少ない時間でも強するというよりも、少ない時間でも
毎日続けるということが前進につながると思います。毎日続けるということが前進につながると思います。
　職種を知るということもモチベーションや知識になると思うので、　職種を知るということもモチベーションや知識になると思うので、
説明会や先輩の話を聞くことも重要です。未来のイメージを持ち、説明会や先輩の話を聞くことも重要です。未来のイメージを持ち、
目標を掲げることで、今頑張っていることを楽しんでください！目標を掲げることで、今頑張っていることを楽しんでください！

　東京アカデミーでは、自習室を活用
しながら先生方に質問ができ、また、
丁寧に指導して頂けたことや、意識
の高いライバルが横で勉強している
と思ったら更に頑張ることができまし
た。最終合格まで面倒見てくれるた
め、本番であまり緊張することがない
よう準備ができました。
　自分は、ずっと部活一筋で学生生
活を送ってきたため、勉強は全くと
言っていいほどしたことがありません
でした。目標を叶えたいという気持ち
を忘れずにコツコツと自分なりにやっ
た結果、最後は自信を持って試験に
臨むことができました。多くの時間勉
強するというよりも、少ない時間でも
毎日続けるということが前進につながると思います。
　職種を知るということもモチベーションや知識になると思うので、
説明会や先輩の話を聞くことも重要です。未来のイメージを持ち、
目標を掲げることで、今頑張っていることを楽しんでください！

2018年度

鹿児島校 牧元　大道さん

現役合格

～鹿児島国際大学～

　鹿児島県上級（行政）特別枠 最終合格

『面接本番当日にも面接練習を行い合格を掴みました！』
　東京アカデミーでは、過去の問題な　東京アカデミーでは、過去の問題な
ど様々な情報があり、受験先の試験ど様々な情報があり、受験先の試験
傾向を掴むことができ、対策する上で傾向を掴むことができ、対策する上で
とても参考になりました。とても参考になりました。
　私は、専門科目対策も行っていまし　私は、専門科目対策も行っていまし
たが、途中から教養科目中心の勉強たが、途中から教養科目中心の勉強
にシフトしました。勉強は、特に出たＤにシフトしました。勉強は、特に出たＤ
ＡＴＡ問を繰り返し解くように心掛けまＡＴＡ問を繰り返し解くように心掛けま
した。した。
　尚、最終合格できたポイントとして、　尚、最終合格できたポイントとして、
充実した面接対策をしていただいた充実した面接対策をしていただいた
ことが挙げられます。私は、何度も面ことが挙げられます。私は、何度も面
接練習を行いましたが、練習の際、接練習を行いましたが、練習の際、
先生が質問した内容に対しての私の先生が質問した内容に対しての私の
回答一言一言に明確なピンポイント回答一言一言に明確なピンポイント
指導をしていただき、本番におおいに活かすことができました。ち指導をしていただき、本番におおいに活かすことができました。ち
なみに、面接本番当日も、アカデミーで試験開始時間直前に練習なみに、面接本番当日も、アカデミーで試験開始時間直前に練習
してから試験会場に向かいました。最終合格する為には、しっかしてから試験会場に向かいました。最終合格する為には、しっか
りとした面接指導を受けることが本当に大切だと感じました。りとした面接指導を受けることが本当に大切だと感じました。

　東京アカデミーでは、過去の問題な
ど様々な情報があり、受験先の試験
傾向を掴むことができ、対策する上で
とても参考になりました。
　私は、専門科目対策も行っていまし
たが、途中から教養科目中心の勉強
にシフトしました。勉強は、特に出たＤ
ＡＴＡ問を繰り返し解くように心掛けま
した。
　尚、最終合格できたポイントとして、
充実した面接対策をしていただいた
ことが挙げられます。私は、何度も面
接練習を行いましたが、練習の際、
先生が質問した内容に対しての私の
回答一言一言に明確なピンポイント
指導をしていただき、本番におおいに活かすことができました。ち
なみに、面接本番当日も、アカデミーで試験開始時間直前に練習
してから試験会場に向かいました。最終合格する為には、しっか
りとした面接指導を受けることが本当に大切だと感じました。

2018年度

鹿児島校 松浦　由侑さん

現役合格

～鹿児島大学～

　鹿児島県中級（一般事務） 最終合格

『周りの人達へ感謝の気持ちを忘れずに』
　アカデミーでは、周りに同じ目標を　アカデミーでは、周りに同じ目標を
持った人達がいるのが一番良かった持った人達がいるのが一番良かった
と思います。特に、私の周りには同じと思います。特に、私の周りには同じ
ような境遇の方が多くいたので、そのような境遇の方が多くいたので、その
人達と友達になり、やる気が出ない人達と友達になり、やる気が出ない
時などカラオケに行くなど気分転換も時などカラオケに行くなど気分転換も
行いました。悩み等を話せる友人が行いました。悩み等を話せる友人が
できたので、非常に良い環境に恵まできたので、非常に良い環境に恵ま
れたと思いました。れたと思いました。
　私は、年齢も高齢ということもあり、　私は、年齢も高齢ということもあり、
不安の方が大きかったです。今後、不安の方が大きかったです。今後、
アカデミーで勉強される方で、モチアカデミーで勉強される方で、モチ
ベーションが上がらない時は、誰のベーションが上がらない時は、誰の
為に勉強しているか思い出してみてく為に勉強しているか思い出してみてく
ださい。もちろん自分の為だと思いまださい。もちろん自分の為だと思いま
すが、応援してくれる家族や友人、先すが、応援してくれる家族や友人、先
生方の協力・サポートがあるからこそ良い環境で勉強できている生方の協力・サポートがあるからこそ良い環境で勉強できている
はずです。その人達に良い報告をするためにもある程度の無理はずです。その人達に良い報告をするためにもある程度の無理
には耐えて勉強に励んでください。しっかりと授業を聞いて復習をには耐えて勉強に励んでください。しっかりと授業を聞いて復習を
すれば合格できると思います。すれば合格できると思います。

　アカデミーでは、周りに同じ目標を
持った人達がいるのが一番良かった
と思います。特に、私の周りには同じ
ような境遇の方が多くいたので、その
人達と友達になり、やる気が出ない
時などカラオケに行くなど気分転換も
行いました。悩み等を話せる友人が
できたので、非常に良い環境に恵ま
れたと思いました。
　私は、年齢も高齢ということもあり、
不安の方が大きかったです。今後、
アカデミーで勉強される方で、モチ
ベーションが上がらない時は、誰の
為に勉強しているか思い出してみてく
ださい。もちろん自分の為だと思いま
すが、応援してくれる家族や友人、先
生方の協力・サポートがあるからこそ良い環境で勉強できている
はずです。その人達に良い報告をするためにもある程度の無理
には耐えて勉強に励んでください。しっかりと授業を聞いて復習を
すれば合格できると思います。

2018年度

鹿児島校 吉満　健史郎さん ～西南学院大学～

　鹿児島県上級（警察事務） 最終合格

『勉強開始時期が遅くても大丈夫！』
　大学の学内講座でもし勉強してい　大学の学内講座でもし勉強してい
たら、大学の授業の延長戦のようで、たら、大学の授業の延長戦のようで、
あまり気合いが入らなかったと思いまあまり気合いが入らなかったと思いま
す。周りのライバルの様子を見ながらす。周りのライバルの様子を見ながら
勉強できたおかげで頑張ることがで勉強できたおかげで頑張ることがで
きました。きました。
　講師の先生方が熱心に授業をして　講師の先生方が熱心に授業をして
くださったり、事務の方が相談に乗っくださったり、事務の方が相談に乗っ
てくださったおかげで合格できました。てくださったおかげで合格できました。
東京アカデミーに通って本当によかっ東京アカデミーに通って本当によかっ
たと思っています。たと思っています。
　私は、公務員の勉強を始めるのが　私は、公務員の勉強を始めるのが
遅かったので、周りの友達に比べて遅かったので、周りの友達に比べて
成績があまり良くなく悩むことがあり成績があまり良くなく悩むことがあり
ました。模試のランキングの掲示にもました。模試のランキングの掲示にも
自分の名前が載ったことがなく、「自自分の名前が載ったことがなく、「自
分は公務員になれるのかな」と不安になっていましたが、受かり分は公務員になれるのかな」と不安になっていましたが、受かり
たいという思いを胸に勉強を頑張りました。勉強を始めるのが遅たいという思いを胸に勉強を頑張りました。勉強を始めるのが遅
く、成績が伸びず悩んでいる方もいらっしゃると思いますが、最後く、成績が伸びず悩んでいる方もいらっしゃると思いますが、最後
まで自分の力を信じて頑張ってください。まで自分の力を信じて頑張ってください。

　大学の学内講座でもし勉強してい
たら、大学の授業の延長戦のようで、
あまり気合いが入らなかったと思いま
す。周りのライバルの様子を見ながら
勉強できたおかげで頑張ることがで
きました。
　講師の先生方が熱心に授業をして
くださったり、事務の方が相談に乗っ
てくださったおかげで合格できました。
東京アカデミーに通って本当によかっ
たと思っています。
　私は、公務員の勉強を始めるのが
遅かったので、周りの友達に比べて
成績があまり良くなく悩むことがあり
ました。模試のランキングの掲示にも
自分の名前が載ったことがなく、「自
分は公務員になれるのかな」と不安になっていましたが、受かり
たいという思いを胸に勉強を頑張りました。勉強を始めるのが遅
く、成績が伸びず悩んでいる方もいらっしゃると思いますが、最後
まで自分の力を信じて頑張ってください。

2018年度

鹿児島校 横峯　千笑莉さん ～鹿児島大学～

現役合格

『苦手な面接も回数無制限の練習で克服』
　独学と比較して東アカは、講義を生　独学と比較して東アカは、講義を生
で聞けることが何より良かった点と、で聞けることが何より良かった点と、
一緒に勉強している人が多かったの一緒に勉強している人が多かったの
で、モチベーションにつながったことで、モチベーションにつながったこと
が良かったです。が良かったです。
　私は、面接を苦手と感じていました　私は、面接を苦手と感じていました
が、大学の学内講座と違って面接練が、大学の学内講座と違って面接練
習の回数が東アカは限られておらず、習の回数が東アカは限られておらず、
慣れるまで練習できた点がとても良慣れるまで練習できた点がとても良
かったです。本番でどのような人が面かったです。本番でどのような人が面
接官でも大丈夫なように、様々な先接官でも大丈夫なように、様々な先
生方に面接練習の指導をしていただ生方に面接練習の指導をしていただ
きました。きました。
　学習面については、講義での解説　学習面については、講義での解説
を理解することと、過去問を何回も解を理解することと、過去問を何回も解
くことが重要です。本試験では、本当くことが重要です。本試験では、本当
に過去問と類似した出題が多いので、過去問を解けるようになるに過去問と類似した出題が多いので、過去問を解けるようになる
まで繰り返し勉強すると良いと思います。　また、二次試験前に焦まで繰り返し勉強すると良いと思います。　また、二次試験前に焦
らないよう早めに自己分析と自治体研究を進めていくと、併願先らないよう早めに自己分析と自治体研究を進めていくと、併願先
が多くても余裕が出ると思うのでおススメします。が多くても余裕が出ると思うのでおススメします。
　　

　独学と比較して東アカは、講義を生
で聞けることが何より良かった点と、
一緒に勉強している人が多かったの
で、モチベーションにつながったこと
が良かったです。
　私は、面接を苦手と感じていました
が、大学の学内講座と違って面接練
習の回数が東アカは限られておらず、
慣れるまで練習できた点がとても良
かったです。本番でどのような人が面
接官でも大丈夫なように、様々な先
生方に面接練習の指導をしていただ
きました。
　学習面については、講義での解説
を理解することと、過去問を何回も解
くことが重要です。本試験では、本当
に過去問と類似した出題が多いので、過去問を解けるようになる
まで繰り返し勉強すると良いと思います。　また、二次試験前に焦
らないよう早めに自己分析と自治体研究を進めていくと、併願先
が多くても余裕が出ると思うのでおススメします。
　

現役合格

　鹿児島県上級（行政） 最終合格2018年度

鹿児島校 谷川　賢治さん ～鹿児島大学～

　鹿児島県中級（一般事務） 最終合格

『芯を強く持てば大丈夫！』

2018年度

鹿児島校 赤池　ひな子さん ～鹿児島大学～

現役合格

　大学の同じサークルのメンバーほと　大学の同じサークルのメンバーほと
んどが東京アカデミーに通学しており、んどが東京アカデミーに通学しており、
私は、一人ではなかなか集中して勉私は、一人ではなかなか集中して勉
強できるタイプではなかったので、分強できるタイプではなかったので、分
からないことがあると相談しながら勉からないことがあると相談しながら勉
強していました。強していました。
　個別面談も積極的に活用し、疑問　個別面談も積極的に活用し、疑問
点や不安などを解決するようにしてい点や不安などを解決するようにしてい
ました。その都度、的確な資料やました。その都度、的確な資料や
データを教えてくださるのでとても助データを教えてくださるのでとても助
かりました。かりました。
　鹿児島県中級の最終結果発表は　鹿児島県中級の最終結果発表は
11月下旬と、友人達に比べ3ヶ月ほど11月下旬と、友人達に比べ3ヶ月ほど
遅く、友人達はみんな8月には合格を遅く、友人達はみんな8月には合格を
決め、私は、一人取り残された気分決め、私は、一人取り残された気分
で、本当に悔しく辛い時期が続きましで、本当に悔しく辛い時期が続きまし
た。ですが、今までの自分の勉強方た。ですが、今までの自分の勉強方
法、面接対策、自己分析等もう一度着実に段階を踏んでこなして法、面接対策、自己分析等もう一度着実に段階を踏んでこなして
いこうと希望を捨てずに頑張りました。合格をいただいた今、これいこうと希望を捨てずに頑張りました。合格をいただいた今、これ
だけ辛い状況を乗り越えられたことが私の誇りと自信になっていだけ辛い状況を乗り越えられたことが私の誇りと自信になってい
ます。芯を強く持っていれば絶対に大丈夫です。ます。芯を強く持っていれば絶対に大丈夫です。

　大学の同じサークルのメンバーほと
んどが東京アカデミーに通学しており、
私は、一人ではなかなか集中して勉
強できるタイプではなかったので、分
からないことがあると相談しながら勉
強していました。
　個別面談も積極的に活用し、疑問
点や不安などを解決するようにしてい
ました。その都度、的確な資料や
データを教えてくださるのでとても助
かりました。
　鹿児島県中級の最終結果発表は
11月下旬と、友人達に比べ3ヶ月ほど
遅く、友人達はみんな8月には合格を
決め、私は、一人取り残された気分
で、本当に悔しく辛い時期が続きまし
た。ですが、今までの自分の勉強方
法、面接対策、自己分析等もう一度着実に段階を踏んでこなして
いこうと希望を捨てずに頑張りました。合格をいただいた今、これ
だけ辛い状況を乗り越えられたことが私の誇りと自信になってい
ます。芯を強く持っていれば絶対に大丈夫です。

　鹿児島県上級（農業） 最終合格

『あせらず、自分のペースで』
　私は、鹿児島県内で働きたいという　私は、鹿児島県内で働きたいという
強い想いがありました。最初は行政強い想いがありました。最初は行政
で受ける計画でしたが、農業とより深で受ける計画でしたが、農業とより深
く関わりたい、専門的な力を持ちたい、く関わりたい、専門的な力を持ちたい、
という想いで3年生の夏頃に変更しまという想いで3年生の夏頃に変更しま
した。した。
　勉強に関しは、最後までアルバイト　勉強に関しは、最後までアルバイト
を続けた他、ボランティアや学校行事を続けた他、ボランティアや学校行事
に積極的に参加した為、普段の勉強に積極的に参加した為、普段の勉強
時間を多く確保したとは言えません。時間を多く確保したとは言えません。
模試や出た問の復習を中心とした学模試や出た問の復習を中心とした学
習を短時間集中して行いました。習を短時間集中して行いました。
　東京アカデミーでは、特に面接対策　東京アカデミーでは、特に面接対策
を活用しました。鹿児島県の面接対を活用しました。鹿児島県の面接対
策だけでも、面接練習を７回行いまし策だけでも、面接練習を７回行いまし
た。鹿児島県は、面接時間が長いた。鹿児島県は、面接時間が長い
（30分×2回）だけでなく、1回目と2回目とで異なる面接官と顔を（30分×2回）だけでなく、1回目と2回目とで異なる面接官と顔を
合わせるため、重要だと考えました。本番では緊張しましたが、合わせるため、重要だと考えました。本番では緊張しましたが、
前のめりにしっかり伝えることができたと思います。最終合格でき前のめりにしっかり伝えることができたと思います。最終合格でき
たポイントは、支えてくださった方々の存在が大きいと思います。たポイントは、支えてくださった方々の存在が大きいと思います。

　私は、鹿児島県内で働きたいという
強い想いがありました。最初は行政
で受ける計画でしたが、農業とより深
く関わりたい、専門的な力を持ちたい、
という想いで3年生の夏頃に変更しま
した。
　勉強に関しは、最後までアルバイト
を続けた他、ボランティアや学校行事
に積極的に参加した為、普段の勉強
時間を多く確保したとは言えません。
模試や出た問の復習を中心とした学
習を短時間集中して行いました。
　東京アカデミーでは、特に面接対策
を活用しました。鹿児島県の面接対
策だけでも、面接練習を７回行いまし
た。鹿児島県は、面接時間が長い
（30分×2回）だけでなく、1回目と2回目とで異なる面接官と顔を
合わせるため、重要だと考えました。本番では緊張しましたが、
前のめりにしっかり伝えることができたと思います。最終合格でき
たポイントは、支えてくださった方々の存在が大きいと思います。

2018年度

鹿児島校 長山　佳樹さん ～鹿児島大学～

現役合格

　鹿児島県上級（行政） 最終合格

『アカデミーで公務員試験対策の全てを完結できる』
　前職を経験し、より幅広い視点から　前職を経験し、より幅広い視点から
公共性のある仕事したい、そして鹿公共性のある仕事したい、そして鹿
児島のために働きたいと思い県職員児島のために働きたいと思い県職員
を志望しました。を志望しました。
　勉強は、何より日々の講義を一番　勉強は、何より日々の講義を一番
大切にしました。毎日講義に出席す大切にしました。毎日講義に出席す
るのはもちろんのこと、自習も含めてるのはもちろんのこと、自習も含めて
勉強は全てアカデミーで行い、帰宅勉強は全てアカデミーで行い、帰宅
後の時間はリフレッシュにあてて、オ後の時間はリフレッシュにあてて、オ
ンとオフのメリハリをつけるように意ンとオフのメリハリをつけるように意
識していました。識していました。
　東京アカデミーのテキストは、市販　東京アカデミーのテキストは、市販
のものとは比べものにならないくらいのものとは比べものにならないくらい
良くできていると思いますし、一次試良くできていると思いますし、一次試
験に向けた勉強カリキュラムが明確験に向けた勉強カリキュラムが明確
に組まれていて、先生方の指導通りに組まれていて、先生方の指導通り
に勉強を行えば、得点力は身に付くと思います。また、二次試験に勉強を行えば、得点力は身に付くと思います。また、二次試験
に関しても「人物試験対策パーフェクトガイド」を参考にしつつ、何に関しても「人物試験対策パーフェクトガイド」を参考にしつつ、何
回でも面接練習を受けることができます。公務員試験対策のす回でも面接練習を受けることができます。公務員試験対策のす
べてを完結できる点が本当に優れていると思います。　べてを完結できる点が本当に優れていると思います。　

　前職を経験し、より幅広い視点から
公共性のある仕事したい、そして鹿
児島のために働きたいと思い県職員
を志望しました。
　勉強は、何より日々の講義を一番
大切にしました。毎日講義に出席す
るのはもちろんのこと、自習も含めて
勉強は全てアカデミーで行い、帰宅
後の時間はリフレッシュにあてて、オ
ンとオフのメリハリをつけるように意
識していました。
　東京アカデミーのテキストは、市販
のものとは比べものにならないくらい
良くできていると思いますし、一次試
験に向けた勉強カリキュラムが明確
に組まれていて、先生方の指導通り
に勉強を行えば、得点力は身に付くと思います。また、二次試験
に関しても「人物試験対策パーフェクトガイド」を参考にしつつ、何
回でも面接練習を受けることができます。公務員試験対策のす
べてを完結できる点が本当に優れていると思います。　

2018年度

鹿児島校 野下　昂平さん ～國學院大学～



　鹿児島県上級（警察事務） 最終合格

『裏技的な解法をマスターでき感謝、感謝』
　東京アカデミーの講義は、公務員　東京アカデミーの講義は、公務員
試験に特化したものであり、一般知試験に特化したものであり、一般知
能や数学では、学校のように公式を能や数学では、学校のように公式を
覚えて解くという方法ではなく、公式覚えて解くという方法ではなく、公式
を使わずに解くやり方も教わり、非常を使わずに解くやり方も教わり、非常
に分かりやすく時間勝負の試験で役に分かりやすく時間勝負の試験で役
に立つものでした。そういった裏技的に立つものでした。そういった裏技的
な解き方は、独学ではまず知ることな解き方は、独学ではまず知ること
はできなかったので、感謝、感謝です。はできなかったので、感謝、感謝です。
　東京アカデミーで勉強するにあたっ　東京アカデミーで勉強するにあたっ
ては、授業をしっかり受け、授業中にては、授業をしっかり受け、授業中に
寝ないことなど、基本的なことが一番寝ないことなど、基本的なことが一番
大事だと思います。たとえどんなに自大事だと思います。たとえどんなに自
習や復習をしても授業中に聞いてい習や復習をしても授業中に聞いてい
なければ意味がないと思います。そなければ意味がないと思います。そ
して分からない問題は、ためらわずして分からない問題は、ためらわず
に質問に行くようにして、溜め込まないようにすると解ける問題もに質問に行くようにして、溜め込まないようにすると解ける問題も
増え、気持ちもスッキリします。増え、気持ちもスッキリします。
　最終合格までは不安だらけだと思いますが、友達を作り、話をす　最終合格までは不安だらけだと思いますが、友達を作り、話をす
ると少し気分が楽になります。目標に向かって頑張ってください。ると少し気分が楽になります。目標に向かって頑張ってください。

　東京アカデミーの講義は、公務員
試験に特化したものであり、一般知
能や数学では、学校のように公式を
覚えて解くという方法ではなく、公式
を使わずに解くやり方も教わり、非常
に分かりやすく時間勝負の試験で役
に立つものでした。そういった裏技的
な解き方は、独学ではまず知ること
はできなかったので、感謝、感謝です。
　東京アカデミーで勉強するにあたっ
ては、授業をしっかり受け、授業中に
寝ないことなど、基本的なことが一番
大事だと思います。たとえどんなに自
習や復習をしても授業中に聞いてい
なければ意味がないと思います。そ
して分からない問題は、ためらわず
に質問に行くようにして、溜め込まないようにすると解ける問題も
増え、気持ちもスッキリします。
　最終合格までは不安だらけだと思いますが、友達を作り、話をす
ると少し気分が楽になります。目標に向かって頑張ってください。

2018年度

鹿児島校 山口　茜さん ～福岡女学院大学～

『後悔することがないように必死で頑張ろう』
　私は、毎回の講義をしっかり集中し　私は、毎回の講義をしっかり集中し
て聞くことを第一に考え、受講していて聞くことを第一に考え、受講してい
ました。その日に学んだことは、自宅ました。その日に学んだことは、自宅
でテキストを読んで復習し、毎日少しでテキストを読んで復習し、毎日少し
ずつ出たＤＡＴＡ問を解くように心掛けずつ出たＤＡＴＡ問を解くように心掛け
ました。ました。
　また、アカデミーの授業がない日は、　また、アカデミーの授業がない日は、
自習室を活用し、周りの人が勉強し自習室を活用し、周りの人が勉強し
ている姿を見て、自分も頑張らないとている姿を見て、自分も頑張らないと
いけないという気持ちになりました。いけないという気持ちになりました。
周りの人たちの頑張りを見て焦りを周りの人たちの頑張りを見て焦りを
覚えることもありましたが、それが自覚えることもありましたが、それが自
分へのプレッシャーとなり、やる気に分へのプレッシャーとなり、やる気に
変わりました。変わりました。
　私は、県民の方々が安心して暮ら　私は、県民の方々が安心して暮ら
せるよう治安を守っている警察官にせるよう治安を守っている警察官に
憧れて受験をしましたが、最終合格できたポイントは、筆記、面接憧れて受験をしましたが、最終合格できたポイントは、筆記、面接
どちらにおいても自信を持って臨めたからだと思います。これでどちらにおいても自信を持って臨めたからだと思います。これで
不合格なら後悔しないというくらい必死で対策をしてきたので、最不合格なら後悔しないというくらい必死で対策をしてきたので、最
終合格に繋がったのだと思います。終合格に繋がったのだと思います。

　私は、毎回の講義をしっかり集中し
て聞くことを第一に考え、受講してい
ました。その日に学んだことは、自宅
でテキストを読んで復習し、毎日少し
ずつ出たＤＡＴＡ問を解くように心掛け
ました。
　また、アカデミーの授業がない日は、
自習室を活用し、周りの人が勉強し
ている姿を見て、自分も頑張らないと
いけないという気持ちになりました。
周りの人たちの頑張りを見て焦りを
覚えることもありましたが、それが自
分へのプレッシャーとなり、やる気に
変わりました。
　私は、県民の方々が安心して暮ら
せるよう治安を守っている警察官に
憧れて受験をしましたが、最終合格できたポイントは、筆記、面接
どちらにおいても自信を持って臨めたからだと思います。これで
不合格なら後悔しないというくらい必死で対策をしてきたので、最
終合格に繋がったのだと思います。

鹿児島校 富満　龍介さん

現役合格

～志學館大学～

　鹿児島県警察官Ａ 最終合格2018年度　鹿児島県上級（化学Ⅱ） 最終合格

『長期・中期・短期の目標を定めて学習しよう』
　良質な過去問集と分かりやすいテ　良質な過去問集と分かりやすいテ
キストがあり、そして質・量ともに充実キストがあり、そして質・量ともに充実
した講義を受けることができたことがした講義を受けることができたことが
よかったと思います。また、意識が高よかったと思います。また、意識が高
く、同じ目標に向かっている人達の刺く、同じ目標に向かっている人達の刺
激を受けることができる自習室があ激を受けることができる自習室があ
る点もよかったと思います。る点もよかったと思います。
　学習に関しては、講義は当然重要　学習に関しては、講義は当然重要
ですが、学習時間の大部分は自主学ですが、学習時間の大部分は自主学
習であることから、この質と量が最も習であることから、この質と量が最も
重要だと思います。過去問を中心に重要だと思います。過去問を中心に
取り組みつつ、模試に関しては点数取り組みつつ、模試に関しては点数
や判定よりも独自の解く順番や時間や判定よりも独自の解く順番や時間
配分を探りながら決めていくことが大配分を探りながら決めていくことが大
切だと思います。切だと思います。
　モチベーションを維持する方法とし　モチベーションを維持する方法とし
ては、長期目標(志望先への合格）、中期目標（一カ月程度で達ては、長期目標(志望先への合格）、中期目標（一カ月程度で達
成可能な学習目標）、短期目標（中期目標を達成するために必要成可能な学習目標）、短期目標（中期目標を達成するために必要
な学習スケジュール）をそれぞれ確実に定めることで、合格に向な学習スケジュール）をそれぞれ確実に定めることで、合格に向
かって一歩ずつ進むことができると思います。かって一歩ずつ進むことができると思います。

　良質な過去問集と分かりやすいテ
キストがあり、そして質・量ともに充実
した講義を受けることができたことが
よかったと思います。また、意識が高
く、同じ目標に向かっている人達の刺
激を受けることができる自習室があ
る点もよかったと思います。
　学習に関しては、講義は当然重要
ですが、学習時間の大部分は自主学
習であることから、この質と量が最も
重要だと思います。過去問を中心に
取り組みつつ、模試に関しては点数
や判定よりも独自の解く順番や時間
配分を探りながら決めていくことが大
切だと思います。
　モチベーションを維持する方法とし
ては、長期目標(志望先への合格）、中期目標（一カ月程度で達
成可能な学習目標）、短期目標（中期目標を達成するために必要
な学習スケジュール）をそれぞれ確実に定めることで、合格に向
かって一歩ずつ進むことができると思います。

現役合格

2018年度

鹿児島校 藤崎　洋さん ～鹿児島大学～

　鹿児島県警察官Ａ 最終合格

『東アカで勉強して力がついたことを実感しました』
　地元に貢献でき、やりがいのある仕　地元に貢献でき、やりがいのある仕
事だと感じ、県警を志望しました。事だと感じ、県警を志望しました。
　アカデミーで勉強を始めるのは遅　アカデミーで勉強を始めるのは遅
かったのですが、焦らず基礎を固めかったのですが、焦らず基礎を固め
ることを意識して、とにかく出た問をることを意識して、とにかく出た問を
繰り返し解くようにしました。そのよう繰り返し解くようにしました。そのよう
に勉強を進め、確実に力がつき、そに勉強を進め、確実に力がつき、そ
れを感じることができました。また、共れを感じることができました。また、共
に高め合える人の存在がとても大きに高め合える人の存在がとても大き
かったです。かったです。
　一般企業への就職を決めて、遊ん　一般企業への就職を決めて、遊ん
でいる人が周りに多い中で、自分だでいる人が周りに多い中で、自分だ
けがまだ就職が決まっておらず、心けがまだ就職が決まっておらず、心
が折れそうになることが多々ありましが折れそうになることが多々ありまし
たが、公務員を目指すということは、たが、公務員を目指すということは、
何かを犠牲にしないといけないと思う何かを犠牲にしないといけないと思う
ので、心折らずに根気強く精進していくことが大切です。ので、心折らずに根気強く精進していくことが大切です。
　でも、たまにはリフレッシュも必要だと思うので、勉強が行き詰っ　でも、たまにはリフレッシュも必要だと思うので、勉強が行き詰っ
たり、集中できないときは、大いにリフレッシュするべきです！中たり、集中できないときは、大いにリフレッシュするべきです！中
途半端が一番よくないと思います。途半端が一番よくないと思います。

　地元に貢献でき、やりがいのある仕
事だと感じ、県警を志望しました。
　アカデミーで勉強を始めるのは遅
かったのですが、焦らず基礎を固め
ることを意識して、とにかく出た問を
繰り返し解くようにしました。そのよう
に勉強を進め、確実に力がつき、そ
れを感じることができました。また、共
に高め合える人の存在がとても大き
かったです。
　一般企業への就職を決めて、遊ん
でいる人が周りに多い中で、自分だ
けがまだ就職が決まっておらず、心
が折れそうになることが多々ありまし
たが、公務員を目指すということは、
何かを犠牲にしないといけないと思う
ので、心折らずに根気強く精進していくことが大切です。
　でも、たまにはリフレッシュも必要だと思うので、勉強が行き詰っ
たり、集中できないときは、大いにリフレッシュするべきです！中
途半端が一番よくないと思います。

2018年度

鹿児島校 渡辺　友規さん

現役合格

～鹿児島国際大学～

　鹿児島県中級（教育事務） 最終合格

『最後は忍耐力の勝負です！』
　アカデミーでは、講義はもちろんの　アカデミーでは、講義はもちろんの
こと、二次試験の対策や質問・相談こと、二次試験の対策や質問・相談
などに対応していただく面談も定期的などに対応していただく面談も定期的
に行われ、幅広いサポートを受けるこに行われ、幅広いサポートを受けるこ
とができたことが本当によかったと思とができたことが本当によかったと思
います。います。
　普段の学習については、講義には　普段の学習については、講義には
しっかり参加して、その復習をこなすしっかり参加して、その復習をこなす
ことを念頭において勉強しました。まことを念頭において勉強しました。ま
た、専門科目を特に中心に勉強し、た、専門科目を特に中心に勉強し、
直前期には、出た問を何度も繰り返直前期には、出た問を何度も繰り返
し解くように心掛けました。過去問演し解くように心掛けました。過去問演
習はとても重要だと思います。習はとても重要だと思います。
　今後、公務員試験を受験される方　今後、公務員試験を受験される方
は、あまり思い詰めてやりすぎないこは、あまり思い詰めてやりすぎないこ
とも大切だと思います。時には休んで、心身ともにリフレッシュしとも大切だと思います。時には休んで、心身ともにリフレッシュし
て勉強と休息のバランスのとれた生活を送ることをおススメします。て勉強と休息のバランスのとれた生活を送ることをおススメします。
　その日一日の目標を立てて計画的に忍耐強く頑張ってください。　その日一日の目標を立てて計画的に忍耐強く頑張ってください。

　アカデミーでは、講義はもちろんの
こと、二次試験の対策や質問・相談
などに対応していただく面談も定期的
に行われ、幅広いサポートを受けるこ
とができたことが本当によかったと思
います。
　普段の学習については、講義には
しっかり参加して、その復習をこなす
ことを念頭において勉強しました。ま
た、専門科目を特に中心に勉強し、
直前期には、出た問を何度も繰り返
し解くように心掛けました。過去問演
習はとても重要だと思います。
　今後、公務員試験を受験される方
は、あまり思い詰めてやりすぎないこ
とも大切だと思います。時には休んで、心身ともにリフレッシュし
て勉強と休息のバランスのとれた生活を送ることをおススメします。
　その日一日の目標を立てて計画的に忍耐強く頑張ってください。

2018年度

鹿児島校 前花　星南さん

現役合格

～鹿児島大学～

　鹿児島県上級（警察事務） 最終合格

『“仕事”のつもりで勉強をこなしていこう』
　ひとりで勉強するのではなく、競い　ひとりで勉強するのではなく、競い
合う仲間を意識し、周りが勉強や自合う仲間を意識し、周りが勉強や自
習をしているその沈黙の中での姿を習をしているその沈黙の中での姿を
見るだけでもやる気が出ました。見るだけでもやる気が出ました。
　また、アカデミーでは、実践的な面　また、アカデミーでは、実践的な面
接練習を何度も行い、様々な先生か接練習を何度も行い、様々な先生か
ら的確なアドバイスをいただいて、確ら的確なアドバイスをいただいて、確
実に力がつき、本番で活かせたと思実に力がつき、本番で活かせたと思
います。本当に感謝しています。います。本当に感謝しています。
　私は、公務員試験だけではなく、民　私は、公務員試験だけではなく、民
間企業も受けていましたが、民間企間企業も受けていましたが、民間企
業の面接を受けることで、話し方など、業の面接を受けることで、話し方など、
公務員の面接の対策にもちろんなり公務員の面接の対策にもちろんなり
ましたし、民間と公務員の違いや公ましたし、民間と公務員の違いや公
務員の魅力とは何なのか、など改め務員の魅力とは何なのか、など改め
て考えるようになり、公務員への志望て考えるようになり、公務員への志望
動機が更に固まったような気がします。動機が更に固まったような気がします。
　勉強の心構えとして、社会人になったら当然、仕事をしっかりこ　勉強の心構えとして、社会人になったら当然、仕事をしっかりこ
なしていかなければなりませんので、その仕事の前段階の準備となしていかなければなりませんので、その仕事の前段階の準備と
思い、勉強も同じく着実にこなしていくことが大切だと思います。思い、勉強も同じく着実にこなしていくことが大切だと思います。

　ひとりで勉強するのではなく、競い
合う仲間を意識し、周りが勉強や自
習をしているその沈黙の中での姿を
見るだけでもやる気が出ました。
　また、アカデミーでは、実践的な面
接練習を何度も行い、様々な先生か
ら的確なアドバイスをいただいて、確
実に力がつき、本番で活かせたと思
います。本当に感謝しています。
　私は、公務員試験だけではなく、民
間企業も受けていましたが、民間企
業の面接を受けることで、話し方など、
公務員の面接の対策にもちろんなり
ましたし、民間と公務員の違いや公
務員の魅力とは何なのか、など改め
て考えるようになり、公務員への志望
動機が更に固まったような気がします。
　勉強の心構えとして、社会人になったら当然、仕事をしっかりこ
なしていかなければなりませんので、その仕事の前段階の準備と
思い、勉強も同じく着実にこなしていくことが大切だと思います。

2018年度

鹿児島校 相星　圭佑さん ～志學館大学～

　鹿児島県上級（警察事務） 最終合格

『悩みや分からない問題もすぐに解決！』
　独学だと誰にも相談できずに悩み　独学だと誰にも相談できずに悩み
を抱えてしまうかもしれません。しかを抱えてしまうかもしれません。しか
し、東京アカデミーは、悩みを相談しし、東京アカデミーは、悩みを相談し
たり、分からない問題をすぐに解決すたり、分からない問題をすぐに解決す
ることができるので通って良かったとることができるので通って良かったと
思いました。思いました。
　私は、講義はできる限り受け、復習　私は、講義はできる限り受け、復習
に力を入れました。二次対策の論文に力を入れました。二次対策の論文
は、過去問に目を通し、自分の意見は、過去問に目を通し、自分の意見
や考えを書けるようにし、また、新聞、や考えを書けるようにし、また、新聞、
ニュースを見て時事についての把握ニュースを見て時事についての把握
も心がけました。も心がけました。
　二次試験前は、週に２～３回練習を　二次試験前は、週に２～３回練習を
行い、話す内容を覚えるのではなく、行い、話す内容を覚えるのではなく、
質問に対して自然と自分の言葉で話質問に対して自然と自分の言葉で話
せるようになるまで練習しました。合せるようになるまで練習しました。合
格先の仕事は、大学生のときに行っていたボランティア活動で興格先の仕事は、大学生のときに行っていたボランティア活動で興
味を持ちました。本番の面接では、つたない言葉でも自分のやり味を持ちました。本番の面接では、つたない言葉でも自分のやり
たい業務や、○○になりたい、など、自分の思いをしっかり伝えるたい業務や、○○になりたい、など、自分の思いをしっかり伝える
ことができたのが最終合格できたポイントだと思います。ことができたのが最終合格できたポイントだと思います。

　独学だと誰にも相談できずに悩み
を抱えてしまうかもしれません。しか
し、東京アカデミーは、悩みを相談し
たり、分からない問題をすぐに解決す
ることができるので通って良かったと
思いました。
　私は、講義はできる限り受け、復習
に力を入れました。二次対策の論文
は、過去問に目を通し、自分の意見
や考えを書けるようにし、また、新聞、
ニュースを見て時事についての把握
も心がけました。
　二次試験前は、週に２～３回練習を
行い、話す内容を覚えるのではなく、
質問に対して自然と自分の言葉で話
せるようになるまで練習しました。合
格先の仕事は、大学生のときに行っていたボランティア活動で興
味を持ちました。本番の面接では、つたない言葉でも自分のやり
たい業務や、○○になりたい、など、自分の思いをしっかり伝える
ことができたのが最終合格できたポイントだと思います。

2018年度

鹿児島校 折田　万明さん ～鹿児島国際大学～

　鹿児島県警察官Ａ 最終合格

『働く自分をイメージして頑張ろう』
　私は、人前で話すことが苦手なので、　私は、人前で話すことが苦手なので、
面接では上手に話すことよりも警察面接では上手に話すことよりも警察
官になりたいという強い意志を伝える官になりたいという強い意志を伝える
ことを考えて話しました。言葉が出てことを考えて話しました。言葉が出て
こなくても、面接官は引き出してくれこなくても、面接官は引き出してくれ
ます。自分の中に警察官になりたいます。自分の中に警察官になりたい
という強い気持ちがあったことが、合という強い気持ちがあったことが、合
格できた要因だと思います。格できた要因だと思います。
　東京アカデミーに通ってよかったの　東京アカデミーに通ってよかったの
は、やはり面接対策を何度もしていは、やはり面接対策を何度もしてい
ただいた点です。自分では気づけなただいた点です。自分では気づけな
かったことを指導していただき、本番かったことを指導していただき、本番
同様の緊張感の中で練習できたこと同様の緊張感の中で練習できたこと
は自信につながりました。は自信につながりました。
　私は、飽き性なので一週間ごとにノ　私は、飽き性なので一週間ごとにノ
ルマや目標を決めて気持ちが途切れルマや目標を決めて気持ちが途切れ
ないように工夫していました。また、目的がないと勉強は頑張れないように工夫していました。また、目的がないと勉強は頑張れ
ません。仕事について調べたり、働く自分をイメージしたりして、ません。仕事について調べたり、働く自分をイメージしたりして、
将来こんな仕事をするために今勉強しているのだと初心に帰るこ将来こんな仕事をするために今勉強しているのだと初心に帰るこ
とも大切だと思います。とも大切だと思います。

　私は、人前で話すことが苦手なので、
面接では上手に話すことよりも警察
官になりたいという強い意志を伝える
ことを考えて話しました。言葉が出て
こなくても、面接官は引き出してくれ
ます。自分の中に警察官になりたい
という強い気持ちがあったことが、合
格できた要因だと思います。
　東京アカデミーに通ってよかったの
は、やはり面接対策を何度もしてい
ただいた点です。自分では気づけな
かったことを指導していただき、本番
同様の緊張感の中で練習できたこと
は自信につながりました。
　私は、飽き性なので一週間ごとにノ
ルマや目標を決めて気持ちが途切れ
ないように工夫していました。また、目的がないと勉強は頑張れ
ません。仕事について調べたり、働く自分をイメージしたりして、
将来こんな仕事をするために今勉強しているのだと初心に帰るこ
とも大切だと思います。

2018年度

鹿児島校 佐藤　佳奈さん

現役合格

～鹿児島大学～

　鹿児島県中級（教育事務） 最終合格

『二次対策も早めに行えたことが最終合格できたポイント』
　東京アカデミーでは、平日も土日も　東京アカデミーでは、平日も土日も
毎日自習室が使える点がとてもよ毎日自習室が使える点がとてもよ
かったです。他の受講生が勉強してかったです。他の受講生が勉強して
いる姿を見れることが、自分のモチいる姿を見れることが、自分のモチ
ベーションの確保につながりました。ベーションの確保につながりました。
　欠席した講義のフォローや二次試　欠席した講義のフォローや二次試
験対策、個別面談など独学や大学の験対策、個別面談など独学や大学の
学内講座よりも充実した内容の試験学内講座よりも充実した内容の試験
対策ができたと思います。対策ができたと思います。
　論文対策は、過去に出題されたも　論文対策は、過去に出題されたも
のや自分で考えた予想テーマを時間のや自分で考えた予想テーマを時間
内で書けるように対策を行いました。内で書けるように対策を行いました。
面接は、過去の質問例はすべて答え面接は、過去の質問例はすべて答え
られるように、自分が答えたことに、られるように、自分が答えたことに、
面接官から何を突っ込まれてもいい面接官から何を突っ込まれてもいい
ようにしっかりと確認しました。ようにしっかりと確認しました。
　一次試験の対策もとても大切ですが、二次試験の対策を早め　一次試験の対策もとても大切ですが、二次試験の対策を早め
に行ったことが、最終合格できたポイントだと思います。に行ったことが、最終合格できたポイントだと思います。
　あと、生活習慣も大切です。本試験は、午前中からなので、朝　あと、生活習慣も大切です。本試験は、午前中からなので、朝
早く起き、朝9時頃から勉強を行うとのもいいと思います。早く起き、朝9時頃から勉強を行うとのもいいと思います。

　東京アカデミーでは、平日も土日も
毎日自習室が使える点がとてもよ
かったです。他の受講生が勉強して
いる姿を見れることが、自分のモチ
ベーションの確保につながりました。
　欠席した講義のフォローや二次試
験対策、個別面談など独学や大学の
学内講座よりも充実した内容の試験
対策ができたと思います。
　論文対策は、過去に出題されたも
のや自分で考えた予想テーマを時間
内で書けるように対策を行いました。
面接は、過去の質問例はすべて答え
られるように、自分が答えたことに、
面接官から何を突っ込まれてもいい
ようにしっかりと確認しました。
　一次試験の対策もとても大切ですが、二次試験の対策を早め
に行ったことが、最終合格できたポイントだと思います。
　あと、生活習慣も大切です。本試験は、午前中からなので、朝
早く起き、朝9時頃から勉強を行うとのもいいと思います。

2018年度

鹿児島校 川畑　空大さん

現役合格

～鹿児島国際大学～

　鹿児島県中級（教育事務） 最終合格

『分からない点を理解し、納得できる環境』
　全日制での講義後、必ず自習室で　全日制での講義後、必ず自習室で
学習してから帰るようにしていました。学習してから帰るようにしていました。
講義の後に、先生方にも質問でき、講義の後に、先生方にも質問でき、
すぐ確認して納得できる環境はとてもすぐ確認して納得できる環境はとても
良かったです。また、講義がない日も良かったです。また、講義がない日も
自習室が開いているため活用し、東自習室が開いているため活用し、東
京アカデミーの行き帰りの電車では、京アカデミーの行き帰りの電車では、
その日に行った範囲の教科書を読むその日に行った範囲の教科書を読む
ように心掛けていました。ように心掛けていました。
　尚、自分は、学習開始時期が遅い　尚、自分は、学習開始時期が遅い
方だったので、得意な教科の勉強は方だったので、得意な教科の勉強は
少なめにして、専門教科に多くの時少なめにして、専門教科に多くの時
間をかけました。二次試験の対策で間をかけました。二次試験の対策で
は、面接練習を行うなかで、うまく表は、面接練習を行うなかで、うまく表
現できる方法を教えてくださり、感謝現できる方法を教えてくださり、感謝
しています。しています。
　学習範囲も広く、今まで学んできたことがない内容を学習する　学習範囲も広く、今まで学んできたことがない内容を学習する
ため難しく、初めは手ごたえもないと思いますが、何度も教科書ため難しく、初めは手ごたえもないと思いますが、何度も教科書
を読み、過去問を解いていくことで、少しずつ理解できるようになを読み、過去問を解いていくことで、少しずつ理解できるようにな
ると思います。最後まで諦めず頑張ってください。ると思います。最後まで諦めず頑張ってください。

　全日制での講義後、必ず自習室で
学習してから帰るようにしていました。
講義の後に、先生方にも質問でき、
すぐ確認して納得できる環境はとても
良かったです。また、講義がない日も
自習室が開いているため活用し、東
京アカデミーの行き帰りの電車では、
その日に行った範囲の教科書を読む
ように心掛けていました。
　尚、自分は、学習開始時期が遅い
方だったので、得意な教科の勉強は
少なめにして、専門教科に多くの時
間をかけました。二次試験の対策で
は、面接練習を行うなかで、うまく表
現できる方法を教えてくださり、感謝
しています。
　学習範囲も広く、今まで学んできたことがない内容を学習する
ため難しく、初めは手ごたえもないと思いますが、何度も教科書
を読み、過去問を解いていくことで、少しずつ理解できるようにな
ると思います。最後まで諦めず頑張ってください。

2018年度

鹿児島校 宮後　蒼介さん ～鹿児島国際大学～

　鹿児島県上級（化学Ⅰ） 最終合格

『毎日欠かさず勉強して自信になりました』
　東京アカデミーでの授業は、大変分　東京アカデミーでの授業は、大変分
かりやすかったので、学んだことをそかりやすかったので、学んだことをそ
の日のうちに復習し、知識が身に付くの日のうちに復習し、知識が身に付く
ように心掛けました。また、模試の結ように心掛けました。また、模試の結
果を見て、自分の実力を定期的に確果を見て、自分の実力を定期的に確
認できたので、やる気を維持すること認できたので、やる気を維持すること
ができ、ガイダンスや個別面談で試ができ、ガイダンスや個別面談で試
験のことを早めに確認することができ験のことを早めに確認することができ
たので、目標を持って勉強することがたので、目標を持って勉強することが
できました。できました。
　経験や知識が豊富な先生方に気軽　経験や知識が豊富な先生方に気軽
に質問することができ、同じ目標をに質問することができ、同じ目標を
持った友人と講義を受けることができ持った友人と講義を受けることができ
たので、高いモチベーションを維持すたので、高いモチベーションを維持す
ることもできました。また、面接練習もることもできました。また、面接練習も
色々な先生方にしてもらえるので、自色々な先生方にしてもらえるので、自
信を持って本番に臨むことができました。信を持って本番に臨むことができました。
　私は、毎日少しでも勉強することが大切だと思います。毎日欠　私は、毎日少しでも勉強することが大切だと思います。毎日欠
かさず勉強したことが、大きな自信になりました。模試の結果等かさず勉強したことが、大きな自信になりました。模試の結果等
に一喜一憂せずに、目標を持って勉強に励んでください。に一喜一憂せずに、目標を持って勉強に励んでください。

　東京アカデミーでの授業は、大変分
かりやすかったので、学んだことをそ
の日のうちに復習し、知識が身に付く
ように心掛けました。また、模試の結
果を見て、自分の実力を定期的に確
認できたので、やる気を維持すること
ができ、ガイダンスや個別面談で試
験のことを早めに確認することができ
たので、目標を持って勉強することが
できました。
　経験や知識が豊富な先生方に気軽
に質問することができ、同じ目標を
持った友人と講義を受けることができ
たので、高いモチベーションを維持す
ることもできました。また、面接練習も
色々な先生方にしてもらえるので、自
信を持って本番に臨むことができました。
　私は、毎日少しでも勉強することが大切だと思います。毎日欠
かさず勉強したことが、大きな自信になりました。模試の結果等
に一喜一憂せずに、目標を持って勉強に励んでください。

2018年度

鹿児島校 御領原　孝尚さん ～鹿児島大学大学院～

現役合格

　鹿児島県上級（行政） 最終合格

『継続こそが最大の武器』
　継続こそが最大の武器になります。　継続こそが最大の武器になります。
遅すぎることはないので、やる気を遅すぎることはないので、やる気を
持ったその時から勉強や情報収集を持ったその時から勉強や情報収集を
継続して行ってみてください。東京ア継続して行ってみてください。東京ア
カデミーは、勉強する環境が整っていカデミーは、勉強する環境が整ってい
るため、モチベーションが低い時期でるため、モチベーションが低い時期で
も頑張ることができました。も頑張ることができました。
　精神的に厳しい時期があると思い　精神的に厳しい時期があると思い
ますが、講師の方々や事務局の方々ますが、講師の方々や事務局の方々
など話を聞いてくださる方はたくさんなど話を聞いてくださる方はたくさん
いますので、絶対頼ったほうががいいますので、絶対頼ったほうががい
いです。私も相談しながら試験に向いです。私も相談しながら試験に向
けてしっかり取り組めました。けてしっかり取り組めました。
　私は、既卒なので、既卒の方にアド　私は、既卒なので、既卒の方にアド
バイスを送るならば、勉強以外に本バイスを送るならば、勉強以外に本
を読むなど情報を集めたり趣味に取を読むなど情報を集めたり趣味に取
り組むなど、息抜きを大切にした方がいいと思います。り組むなど、息抜きを大切にした方がいいと思います。
　最後に、面接試験はとにかく自分に自信を持つことが大切です。　最後に、面接試験はとにかく自分に自信を持つことが大切です。
余裕のある対応ができればよいと思います。余裕のある対応ができればよいと思います。
　受験生活では辛いこともありますが、がんばってください。　受験生活では辛いこともありますが、がんばってください。

　継続こそが最大の武器になります。
遅すぎることはないので、やる気を
持ったその時から勉強や情報収集を
継続して行ってみてください。東京ア
カデミーは、勉強する環境が整ってい
るため、モチベーションが低い時期で
も頑張ることができました。
　精神的に厳しい時期があると思い
ますが、講師の方々や事務局の方々
など話を聞いてくださる方はたくさん
いますので、絶対頼ったほうががい
いです。私も相談しながら試験に向
けてしっかり取り組めました。
　私は、既卒なので、既卒の方にアド
バイスを送るならば、勉強以外に本
を読むなど情報を集めたり趣味に取
り組むなど、息抜きを大切にした方がいいと思います。
　最後に、面接試験はとにかく自分に自信を持つことが大切です。
余裕のある対応ができればよいと思います。
　受験生活では辛いこともありますが、がんばってください。

2018年度

鹿児島校 末廣　翼さん ～鹿児島大学～

私たち、東京アカデミー鹿児島校で
2018年度
公務員試験に最終合格しました!



事務職、技術職事務職、技術職事務職、技術職

鹿児島市鹿児島市合格!合格!鹿児島市合格!

　鹿児島県中級（一般事務） 最終合格

『一日一日の積み重ねが大切』
　東アカに通って一番良かったと思う　東アカに通って一番良かったと思う
のは、やはり学習環境だと思います。のは、やはり学習環境だと思います。
やる気が出ない日も、同じ目標に向やる気が出ない日も、同じ目標に向
けて猛勉強している受講生を見ると、けて猛勉強している受講生を見ると、
自然と勉強に向かうことができました。自然と勉強に向かうことができました。
また、過去問数年分が欲しいとリクエまた、過去問数年分が欲しいとリクエ
ストするとすぐに準備してくださるなどストするとすぐに準備してくださるなど
様々な情報を提供してくださり、大変様々な情報を提供してくださり、大変
心強いサポートがありました。心強いサポートがありました。
　勉強は、今日やるべき学習に集中　勉強は、今日やるべき学習に集中
することが大切だと思います。長い公することが大切だと思います。長い公
務員試験対策では、まだ先だからと、務員試験対策では、まだ先だからと、
今日やるべきことをおろそかにしてし今日やるべきことをおろそかにしてし
まうことがあると思います。そうではまうことがあると思います。そうでは
なく、「今日の勉強の積み重ね」でしなく、「今日の勉強の積み重ね」でし
かないと毎日言い聞かせ、目の前のかないと毎日言い聞かせ、目の前の
一問一問をこなしていきましう。また、私は、東アカにスマホを一問一問をこなしていきましう。また、私は、東アカにスマホを
持っていかず、LINEすら削除した時期もありました。このように勉持っていかず、LINEすら削除した時期もありました。このように勉
強するしかない環境を自分で作ったり、試験や模試の結果に一強するしかない環境を自分で作ったり、試験や模試の結果に一
喜一憂せず、淡々と準備を続けることも大切だと思います。喜一憂せず、淡々と準備を続けることも大切だと思います。

　東アカに通って一番良かったと思う
のは、やはり学習環境だと思います。
やる気が出ない日も、同じ目標に向
けて猛勉強している受講生を見ると、
自然と勉強に向かうことができました。
また、過去問数年分が欲しいとリクエ
ストするとすぐに準備してくださるなど
様々な情報を提供してくださり、大変
心強いサポートがありました。
　勉強は、今日やるべき学習に集中
することが大切だと思います。長い公
務員試験対策では、まだ先だからと、
今日やるべきことをおろそかにしてし
まうことがあると思います。そうでは
なく、「今日の勉強の積み重ね」でし
かないと毎日言い聞かせ、目の前の
一問一問をこなしていきましう。また、私は、東アカにスマホを
持っていかず、LINEすら削除した時期もありました。このように勉
強するしかない環境を自分で作ったり、試験や模試の結果に一
喜一憂せず、淡々と準備を続けることも大切だと思います。

2018年度

鹿児島校 村岡　悠人さん ～駒沢大学～

　鹿児島県警察官Ａ 最終合格

『勉強のリズムをしっかり作っていこう！』
　勉強時間としては十分ではなかっ　勉強時間としては十分ではなかっ
たかもしれませんが、アカデミーに行たかもしれませんが、アカデミーに行
き、講義を受けるという一日一日の勉き、講義を受けるという一日一日の勉
強のリズムが作りやすかったのと、全強のリズムが作りやすかったのと、全
ての科目の講義を一通り行うので安ての科目の講義を一通り行うので安
心感がとてもありました。心感がとてもありました。
　大学3年生の夏は、実習などで忙し　大学3年生の夏は、実習などで忙し
かったのですが、まずは、講義に出るかったのですが、まずは、講義に出る
ことを心がけました。テキストの特にことを心がけました。テキストの特に
重要な問題をメモして、その後確認し、重要な問題をメモして、その後確認し、
基礎固めを意識して勉強しました。基礎固めを意識して勉強しました。
　面接に関しては、「この試験に合格　面接に関しては、「この試験に合格
したい！」という気持ちを強く前面にしたい！」という気持ちを強く前面に
出すことが大切だと思います。出すことが大切だと思います。
　これから公務員試験を受ける方は、　これから公務員試験を受ける方は、
とにかく勉強できる時間を作ることがとにかく勉強できる時間を作ることが
重要だと思います。就職の選択肢を公務員に絞るのであれば、重要だと思います。就職の選択肢を公務員に絞るのであれば、
より集中して対策を行うべきです。私のように、将来の選択肢により集中して対策を行うべきです。私のように、将来の選択肢に
迷いながら勉強を開始しようとしている人も多いと思いますが、取迷いながら勉強を開始しようとしている人も多いと思いますが、取
り組むならできるだけ早目の方がいいと思います。り組むならできるだけ早目の方がいいと思います。

　勉強時間としては十分ではなかっ
たかもしれませんが、アカデミーに行
き、講義を受けるという一日一日の勉
強のリズムが作りやすかったのと、全
ての科目の講義を一通り行うので安
心感がとてもありました。
　大学3年生の夏は、実習などで忙し
かったのですが、まずは、講義に出る
ことを心がけました。テキストの特に
重要な問題をメモして、その後確認し、
基礎固めを意識して勉強しました。
　面接に関しては、「この試験に合格
したい！」という気持ちを強く前面に
出すことが大切だと思います。
　これから公務員試験を受ける方は、
とにかく勉強できる時間を作ることが
重要だと思います。就職の選択肢を公務員に絞るのであれば、
より集中して対策を行うべきです。私のように、将来の選択肢に
迷いながら勉強を開始しようとしている人も多いと思いますが、取
り組むならできるだけ早目の方がいいと思います。

2018年度

鹿児島校 �藤　真也さん

現役合格

～鹿児島国際大学～

　鹿児島県中級（土木） 最終合格

『技術職志望者は教養科目で差をつけよう』
　アカデミーは、定時に講義があるの　アカデミーは、定時に講義があるの
で、講義後の勉強など比較的毎日計で、講義後の勉強など比較的毎日計
画的に勉強できました。尚、実家から画的に勉強できました。尚、実家から
大学に通学していましたが、その通大学に通学していましたが、その通
学途中にアカデミーがあったので、交学途中にアカデミーがあったので、交
通の面で便利でした。また、受講して通の面で便利でした。また、受講して
間もないころは、実際の公務員試験間もないころは、実際の公務員試験
がどのようなものかあまり分かっていがどのようなものかあまり分かってい
なかったので、様々な種類のガイダなかったので、様々な種類のガイダ
ンスが実施されたのは、とてもありがンスが実施されたのは、とてもありが
たかったです。たかったです。
　私は、技術職志望だったので、教養　私は、技術職志望だったので、教養
科目を中心に勉強しました。講義で科目を中心に勉強しました。講義で
は、高校で履修していない教科の歴は、高校で履修していない教科の歴
史や理科などもあり、自分では進ん史や理科などもあり、自分では進ん
で勉強しない科目だったので、受講しで勉強しない科目だったので、受講し
てよかったと思います。てよかったと思います。
　土木の専門対策講義はアカデミーではやっていないのですが、　土木の専門対策講義はアカデミーではやっていないのですが、
専門は、大学の講義で十分補えると感じました。専門科目に力を専門は、大学の講義で十分補えると感じました。専門科目に力を
入れるのは、直前期でも大丈夫だと思います。入れるのは、直前期でも大丈夫だと思います。

　アカデミーは、定時に講義があるの
で、講義後の勉強など比較的毎日計
画的に勉強できました。尚、実家から
大学に通学していましたが、その通
学途中にアカデミーがあったので、交
通の面で便利でした。また、受講して
間もないころは、実際の公務員試験
がどのようなものかあまり分かってい
なかったので、様々な種類のガイダ
ンスが実施されたのは、とてもありが
たかったです。
　私は、技術職志望だったので、教養
科目を中心に勉強しました。講義で
は、高校で履修していない教科の歴
史や理科などもあり、自分では進ん
で勉強しない科目だったので、受講し
てよかったと思います。
　土木の専門対策講義はアカデミーではやっていないのですが、
専門は、大学の講義で十分補えると感じました。専門科目に力を
入れるのは、直前期でも大丈夫だと思います。

2018年度

鹿児島校 深田　茉子さん ～鹿児島大学～

現役合格

　鹿児島県中級（教育事務） 最終合格

『進路の相談にも何度も乗って頂きました』
　学生時代から、学校で働きたいとい　学生時代から、学校で働きたいとい
う思いがあったため、教育事務を受う思いがあったため、教育事務を受
験しました。最終合格できたポイント験しました。最終合格できたポイント
は、面接や論文対策をしっかり行えは、面接や論文対策をしっかり行え
たからだと思います。たからだと思います。
　面接対策に関しては、何度も面接　面接対策に関しては、何度も面接
練習を行い、場の雰囲気や質問に慣練習を行い、場の雰囲気や質問に慣
れるようにしました。論文の対策では、れるようにしました。論文の対策では、
日頃から新聞やニュースに目を通し日頃から新聞やニュースに目を通し
て、多くの情報や知識を身に付けるて、多くの情報や知識を身に付ける
ようにしました。第一希望が教育事務ようにしました。第一希望が教育事務
だったので、鹿児島県の教育に関すだったので、鹿児島県の教育に関す
る情報も集めました。る情報も集めました。
　入会してとてもよかったと感じたの　入会してとてもよかったと感じたの
は、講義が分かりやすい点と、気軽は、講義が分かりやすい点と、気軽
に相談しやすい点です。進路で悩んに相談しやすい点です。進路で悩ん
だ時に、事務局に何度も足を運んで相談に乗って頂きました。だ時に、事務局に何度も足を運んで相談に乗って頂きました。
　教科も多く、勉強も大変だと思いますが、気分転換やリフレッ　教科も多く、勉強も大変だと思いますが、気分転換やリフレッ
シュもしながら最後まで諦めず頑張ることが合格に繋がると思いシュもしながら最後まで諦めず頑張ることが合格に繋がると思い
ます。ます。

　学生時代から、学校で働きたいとい
う思いがあったため、教育事務を受
験しました。最終合格できたポイント
は、面接や論文対策をしっかり行え
たからだと思います。
　面接対策に関しては、何度も面接
練習を行い、場の雰囲気や質問に慣
れるようにしました。論文の対策では、
日頃から新聞やニュースに目を通し
て、多くの情報や知識を身に付ける
ようにしました。第一希望が教育事務
だったので、鹿児島県の教育に関す
る情報も集めました。
　入会してとてもよかったと感じたの
は、講義が分かりやすい点と、気軽
に相談しやすい点です。進路で悩ん
だ時に、事務局に何度も足を運んで相談に乗って頂きました。
　教科も多く、勉強も大変だと思いますが、気分転換やリフレッ
シュもしながら最後まで諦めず頑張ることが合格に繋がると思い
ます。

2018年度

鹿児島校 堂園　翔太さん ～鹿児島国際大学～

　鹿児島県上級（行政） 最終合格

『苦手科目・苦手分野の克服で総合力アップ!』
　東京アカデミーは生講義のため、講　東京アカデミーは生講義のため、講
義で分からないことがあれば、先生義で分からないことがあれば、先生
に気軽に質問できるところがとてもよに気軽に質問できるところがとてもよ
かったです。かったです。
　勉強方法として、講義をしっかり受　勉強方法として、講義をしっかり受
けるのは当然として、模擬試験もたくけるのは当然として、模擬試験もたく
さんあったので、模擬試験を受験したさんあったので、模擬試験を受験した
後、解けなかった問題を中心に復習後、解けなかった問題を中心に復習
を徹底し、解けなかった問題と関連・を徹底し、解けなかった問題と関連・
類似した問題を「出たＤＡＴＡ問」から類似した問題を「出たＤＡＴＡ問」から
探して、その問題もしっかり解くように探して、その問題もしっかり解くように
心掛けました。心掛けました。
　また、得意科目を得点源にするた　また、得意科目を得点源にするた
め、その科目に多くの勉強時間を割くめ、その科目に多くの勉強時間を割く
人もいるかもしれませんが、私は、苦人もいるかもしれませんが、私は、苦
手な科目・分野を中心に勉強して、総手な科目・分野を中心に勉強して、総
合的な得点力アップを目指しました。合的な得点力アップを目指しました。
　尚、一度に詰め込む勉強よりも、計画的にじっくり勉強するほう　尚、一度に詰め込む勉強よりも、計画的にじっくり勉強するほう
が長続きして、集中力も続くと思います。が長続きして、集中力も続くと思います。

　東京アカデミーは生講義のため、講
義で分からないことがあれば、先生
に気軽に質問できるところがとてもよ
かったです。
　勉強方法として、講義をしっかり受
けるのは当然として、模擬試験もたく
さんあったので、模擬試験を受験した
後、解けなかった問題を中心に復習
を徹底し、解けなかった問題と関連・
類似した問題を「出たＤＡＴＡ問」から
探して、その問題もしっかり解くように
心掛けました。
　また、得意科目を得点源にするた
め、その科目に多くの勉強時間を割く
人もいるかもしれませんが、私は、苦
手な科目・分野を中心に勉強して、総
合的な得点力アップを目指しました。
　尚、一度に詰め込む勉強よりも、計画的にじっくり勉強するほう
が長続きして、集中力も続くと思います。

2018年度

鹿児島校 柏木　端樹さん ～熊本大学～

　鹿児島市上級（一般事務） 最終合格

『最後の2ヵ月で信じられないほど成績ＵＰ!』
　東アカは講義の内容が分かりやす　東アカは講義の内容が分かりやす
く、効率よく知識を定着させられることく、効率よく知識を定着させられること
はもちろん、受験の仕方や悩み、不はもちろん、受験の仕方や悩み、不
安をいつでも事務局の方々に相談で安をいつでも事務局の方々に相談で
きる環境には本当に助けられました。きる環境には本当に助けられました。
　講義はなるべく毎回受けることを心　講義はなるべく毎回受けることを心
掛け、模試も確実に受けるようにしま掛け、模試も確実に受けるようにしま
した。した。
　また、意識の高い受講生と一緒に　また、意識の高い受講生と一緒に
授業を受けることで、勉強のやる気授業を受けることで、勉強のやる気
が出ない時でも自然とライバルが勉が出ない時でも自然とライバルが勉
強している姿が頭に浮かび、モチ強している姿が頭に浮かび、モチ
ベーションの維持にも繋がりました。ベーションの維持にも繋がりました。
　私は、本試験直前に受けた地方上　私は、本試験直前に受けた地方上
級模試まで、合格点には程遠い点数級模試まで、合格点には程遠い点数
でした。それでも、継続してコツコツ勉でした。それでも、継続してコツコツ勉
強に取り組んだ結果、最後の２ヵ月で、自分でも信じられないほ強に取り組んだ結果、最後の２ヵ月で、自分でも信じられないほ
ど成績が上がり、ほとんどの試験に合格することができました。ど成績が上がり、ほとんどの試験に合格することができました。
　模試の点数が伸びず不安になることがあるかもしれませんが、　模試の点数が伸びず不安になることがあるかもしれませんが、
自分なりの勉強を継続すれば、最後に一気に伸びると思います。自分なりの勉強を継続すれば、最後に一気に伸びると思います。

　東アカは講義の内容が分かりやす
く、効率よく知識を定着させられること
はもちろん、受験の仕方や悩み、不
安をいつでも事務局の方々に相談で
きる環境には本当に助けられました。
　講義はなるべく毎回受けることを心
掛け、模試も確実に受けるようにしま
した。
　また、意識の高い受講生と一緒に
授業を受けることで、勉強のやる気
が出ない時でも自然とライバルが勉
強している姿が頭に浮かび、モチ
ベーションの維持にも繋がりました。
　私は、本試験直前に受けた地方上
級模試まで、合格点には程遠い点数
でした。それでも、継続してコツコツ勉
強に取り組んだ結果、最後の２ヵ月で、自分でも信じられないほ
ど成績が上がり、ほとんどの試験に合格することができました。
　模試の点数が伸びず不安になることがあるかもしれませんが、
自分なりの勉強を継続すれば、最後に一気に伸びると思います。

2018年度

鹿児島校 濵田　大輝さん ～鹿児島国際大学～

現役合格現役合格

　鹿児島市上級（一般事務） 最終合格

『対策期間が短くても合格できる！』
　私は、かなり遅い時期に入会したた　私は、かなり遅い時期に入会したた
め、大半の講義が途中まで進んでいめ、大半の講義が途中まで進んでい
る状態でした。そのため、講義が終る状態でした。そのため、講義が終
わってからの時間などにレコーダーをわってからの時間などにレコーダーを
活用して、基礎を補い、同時進行で活用して、基礎を補い、同時進行で
小テストや模試の問題にもあたって小テストや模試の問題にもあたって
いました。私は、記憶する時には、声いました。私は、記憶する時には、声
に出す方が覚えやすいので、暗記分に出す方が覚えやすいので、暗記分
野は家、問題演習は自習室でと決め野は家、問題演習は自習室でと決め
ていました。自習室は、静かで長時ていました。自習室は、静かで長時
間集中するにはとても良い環境でし間集中するにはとても良い環境でし
た。た。
　対策として、もちろん全科目網羅で　対策として、もちろん全科目網羅で
きればそれが一番ですが、対策期間きればそれが一番ですが、対策期間
が短い場合、より効率的に勉強するが短い場合、より効率的に勉強する
必要があります。私は、得意科目の必要があります。私は、得意科目の
確実な補強と出題数の多い科目を重点的に取り組み、小単元ご確実な補強と出題数の多い科目を重点的に取り組み、小単元ご
とに基礎の理解⇒実践を繰り返しました。繰り返して得た知識はとに基礎の理解⇒実践を繰り返しました。繰り返して得た知識は
簡単に忘れません！本場前に自分を精神的に支えてくれます。簡単に忘れません！本場前に自分を精神的に支えてくれます。
自分に合った学習方法を見つけて、存分に活用してください。自分に合った学習方法を見つけて、存分に活用してください。

　私は、かなり遅い時期に入会したた
め、大半の講義が途中まで進んでい
る状態でした。そのため、講義が終
わってからの時間などにレコーダーを
活用して、基礎を補い、同時進行で
小テストや模試の問題にもあたって
いました。私は、記憶する時には、声
に出す方が覚えやすいので、暗記分
野は家、問題演習は自習室でと決め
ていました。自習室は、静かで長時
間集中するにはとても良い環境でし
た。
　対策として、もちろん全科目網羅で
きればそれが一番ですが、対策期間
が短い場合、より効率的に勉強する
必要があります。私は、得意科目の
確実な補強と出題数の多い科目を重点的に取り組み、小単元ご
とに基礎の理解⇒実践を繰り返しました。繰り返して得た知識は
簡単に忘れません！本場前に自分を精神的に支えてくれます。
自分に合った学習方法を見つけて、存分に活用してください。

2018年度

鹿児島校 塩田　ひとみさん ～京都府立大学～

　鹿児島市上級（土木） 最終合格

『残り50年以上ある人生の為に死ぬ気で頑張ろう!』
　アカデミーの勉強に集中できる環境　アカデミーの勉強に集中できる環境
がとにかく良かったと思います。がとにかく良かったと思います。
　私は、授業を大切にし、授業中に先　私は、授業を大切にし、授業中に先
生がおっしゃった例え話や、ある史実生がおっしゃった例え話や、ある史実
に関するエピソード等をテキストに書に関するエピソード等をテキストに書
き込むことで、試験の時や復習の時き込むことで、試験の時や復習の時
に答えを思いだす引き出しが増えたに答えを思いだす引き出しが増えた
と思います。どんな些細なことでも自と思います。どんな些細なことでも自
分の言葉で書き込むことでより分かり分の言葉で書き込むことでより分かり
やすいテキストになりました。やすいテキストになりました。
　休日は自習室を使っていましたが、　休日は自習室を使っていましたが、
大学の自習室と違い、同じ公務員を大学の自習室と違い、同じ公務員を
目指す人達の背中が常に見えるので、目指す人達の背中が常に見えるので、
とても集中することが出来ました。とても集中することが出来ました。
　今後、何か資格を取らない限り、試　今後、何か資格を取らない限り、試
験のために勉強するのはこれで最後験のために勉強するのはこれで最後
になります。小学・中学、高校・大学は様々なテストのために勉強になります。小学・中学、高校・大学は様々なテストのために勉強
に追われていましたが、それらの集大成が公務員試験だと思いに追われていましたが、それらの集大成が公務員試験だと思い
ます。残りの50年以上ある人生のために、是非、一年くらい死ぬます。残りの50年以上ある人生のために、是非、一年くらい死ぬ
気で頑張ってみてください。気で頑張ってみてください。

　アカデミーの勉強に集中できる環境
がとにかく良かったと思います。
　私は、授業を大切にし、授業中に先
生がおっしゃった例え話や、ある史実
に関するエピソード等をテキストに書
き込むことで、試験の時や復習の時
に答えを思いだす引き出しが増えた
と思います。どんな些細なことでも自
分の言葉で書き込むことでより分かり
やすいテキストになりました。
　休日は自習室を使っていましたが、
大学の自習室と違い、同じ公務員を
目指す人達の背中が常に見えるので、
とても集中することが出来ました。
　今後、何か資格を取らない限り、試
験のために勉強するのはこれで最後
になります。小学・中学、高校・大学は様々なテストのために勉強
に追われていましたが、それらの集大成が公務員試験だと思い
ます。残りの50年以上ある人生のために、是非、一年くらい死ぬ
気で頑張ってみてください。

2018年度

鹿児島校 清敷　大輔さん ～鹿児島大学～

現役合格

　鹿児島市上級（一般事務） 最終合格

『東アカには合格するための情報がたくさんある』
　東京アカデミーには、まず「情報」　東京アカデミーには、まず「情報」
がたくさんありました。筆記試験では、がたくさんありました。筆記試験では、
どこから優先的に固めればいいのか、どこから優先的に固めればいいのか、
どのくらい点数を取れればいいのか、どのくらい点数を取れればいいのか、
など一次対策について先生方を中心など一次対策について先生方を中心
に多くの情報を得て対策ができましに多くの情報を得て対策ができまし
た。二次対策でも、独学では知り得なた。二次対策でも、独学では知り得な
い過去の質問例や細かいポイントをい過去の質問例や細かいポイントを
知ることができたので、とても助かり知ることができたので、とても助かり
ました。ました。
　また、頑張っている人が、周りにたく　また、頑張っている人が、周りにたく
さんいたこともアカデミーに通って良さんいたこともアカデミーに通って良
かった点です。普段から話す人、話さかった点です。普段から話す人、話さ
ない人関わらず、自習している人のない人関わらず、自習している人の
姿を見ていつも発奮させられました。姿を見ていつも発奮させられました。
『負けてられない』という気持ちがあっ『負けてられない』という気持ちがあっ
たからこそ、最後までやり通すことができたのではないかと思いたからこそ、最後までやり通すことができたのではないかと思い
ます。ます。
　公務員試験は、長丁場で精神的にきついと思う時がありますが、　公務員試験は、長丁場で精神的にきついと思う時がありますが、
周りの力を借りながら合格を掴みとってください！周りの力を借りながら合格を掴みとってください！

　東京アカデミーには、まず「情報」
がたくさんありました。筆記試験では、
どこから優先的に固めればいいのか、
どのくらい点数を取れればいいのか、
など一次対策について先生方を中心
に多くの情報を得て対策ができまし
た。二次対策でも、独学では知り得な
い過去の質問例や細かいポイントを
知ることができたので、とても助かり
ました。
　また、頑張っている人が、周りにたく
さんいたこともアカデミーに通って良
かった点です。普段から話す人、話さ
ない人関わらず、自習している人の
姿を見ていつも発奮させられました。
『負けてられない』という気持ちがあっ
たからこそ、最後までやり通すことができたのではないかと思い
ます。
　公務員試験は、長丁場で精神的にきついと思う時がありますが、
周りの力を借りながら合格を掴みとってください！

2018年度

鹿児島校 前村　迪啓さん ～別府大学～

　鹿児島市上級（一般事務） 最終合格

『特に講義と模試を大切にしました』
　私は、地元の鹿児島市に貢献した　私は、地元の鹿児島市に貢献した
いという思いや、市民の方に寄り添えいという思いや、市民の方に寄り添え
る仕事をしたいという思いから、鹿児る仕事をしたいという思いから、鹿児
島市役所を第一志望として受験しま島市役所を第一志望として受験しま
した。した。
　東京アカデミーでは、独学とは異な　東京アカデミーでは、独学とは異な
り、スケジュールを組んでくれているり、スケジュールを組んでくれている
ため、毎回の講義に出席すればよく、ため、毎回の講義に出席すればよく、
また、試験に出るポイントに絞って授また、試験に出るポイントに絞って授
業をしてくださるため、効率的に勉強業をしてくださるため、効率的に勉強
ができました。また、ガイダンスなどもができました。また、ガイダンスなども
充実しており、公務員試験に関する充実しており、公務員試験に関する
情報収集が行いやすいこともよかっ情報収集が行いやすいこともよかっ
たです。たです。
　私が、大切にしていたことは、講義　私が、大切にしていたことは、講義
と模試です。毎回講義には出席し、と模試です。毎回講義には出席し、
模試も毎回受け、復習をしっかり行いました。模試の結果が思う模試も毎回受け、復習をしっかり行いました。模試の結果が思う
ように上がらないと不安や焦りを感じることもあるかもしれませんように上がらないと不安や焦りを感じることもあるかもしれません
が、一つ一つ苦手を克服していくことで結果はついてきます。長が、一つ一つ苦手を克服していくことで結果はついてきます。長
い目でみて勉強していくことで合格を勝ち取ることができると思いい目でみて勉強していくことで合格を勝ち取ることができると思い

　私は、地元の鹿児島市に貢献した
いという思いや、市民の方に寄り添え
る仕事をしたいという思いから、鹿児
島市役所を第一志望として受験しま
した。
　東京アカデミーでは、独学とは異な
り、スケジュールを組んでくれている
ため、毎回の講義に出席すればよく、
また、試験に出るポイントに絞って授
業をしてくださるため、効率的に勉強
ができました。また、ガイダンスなども
充実しており、公務員試験に関する
情報収集が行いやすいこともよかっ
たです。
　私が、大切にしていたことは、講義
と模試です。毎回講義には出席し、
模試も毎回受け、復習をしっかり行いました。模試の結果が思う
ように上がらないと不安や焦りを感じることもあるかもしれません
が、一つ一つ苦手を克服していくことで結果はついてきます。長
い目でみて勉強していくことで合格を勝ち取ることができると思い

2018年度

鹿児島校 寺田　千華さん ～鹿児島大学～

現役合格

　鹿児島市上級（一般事務） 最終合格

『講義はいつも一番前で受けました！』
　理系の学部で、行政・事務職を目指　理系の学部で、行政・事務職を目指
すということで、専門科目が一からのすということで、専門科目が一からの
勉強だったので、不安はありましたが、勉強だったので、不安はありましたが、
講義はいつも一番前で受けるように講義はいつも一番前で受けるように
し、東アカの先生方の分かりやすいし、東アカの先生方の分かりやすい
講義のおかげで無事乗り切れました。講義のおかげで無事乗り切れました。
　東アカは、自習室が使い放題なの　東アカは、自習室が使い放題なの
で、講義が休みの日は、積極的に自で、講義が休みの日は、積極的に自
習室を利用しました。また、自習室に習室を利用しました。また、自習室に
行けば、同じく勉強を頑張る人が大行けば、同じく勉強を頑張る人が大
勢いるので、それを見て、自分も頑張勢いるので、それを見て、自分も頑張
ろうという気持ちになり、より勉強にろうという気持ちになり、より勉強に
打ち込めました。打ち込めました。
　長い勉強生活が続き、大変ではあ　長い勉強生活が続き、大変ではあ
りますが、今後の自身の就職先を決りますが、今後の自身の就職先を決
める大事な一年になるのでめげずにめる大事な一年になるのでめげずに
頑張ってください。分からない問題は、友人や先生に聞くなどして頑張ってください。分からない問題は、友人や先生に聞くなどして
解決しましょう。直前期は、苦手科目よりは得意科目に時間をか解決しましょう。直前期は、苦手科目よりは得意科目に時間をか
けるのが良いと思います。自分的には、各試験の一週間前が一けるのが良いと思います。自分的には、各試験の一週間前が一
番学力が伸びたと思います。番学力が伸びたと思います。

　理系の学部で、行政・事務職を目指
すということで、専門科目が一からの
勉強だったので、不安はありましたが、
講義はいつも一番前で受けるように
し、東アカの先生方の分かりやすい
講義のおかげで無事乗り切れました。
　東アカは、自習室が使い放題なの
で、講義が休みの日は、積極的に自
習室を利用しました。また、自習室に
行けば、同じく勉強を頑張る人が大
勢いるので、それを見て、自分も頑張
ろうという気持ちになり、より勉強に
打ち込めました。
　長い勉強生活が続き、大変ではあ
りますが、今後の自身の就職先を決
める大事な一年になるのでめげずに
頑張ってください。分からない問題は、友人や先生に聞くなどして
解決しましょう。直前期は、苦手科目よりは得意科目に時間をか
けるのが良いと思います。自分的には、各試験の一週間前が一
番学力が伸びたと思います。

現役合格

2018年度

鹿児島校 岩切　涼次さん ～鹿児島大学～



　鹿児島市上級（一般事務） 最終合格

『生講義で理解度ＵＰ!』
　アカデミーに通ってよかったと思うこ　アカデミーに通ってよかったと思うこ
とは、先生方に直接講義をしてもらえとは、先生方に直接講義をしてもらえ
たことです。教材を読んでも分からなたことです。教材を読んでも分からな
い微妙なニュアンスの違いについてい微妙なニュアンスの違いについて
も講義を通して理解することができまも講義を通して理解することができま
した。　また、受験申込手続き、受験した。　また、受験申込手続き、受験
方法などで分からないことがあるとき方法などで分からないことがあるとき
は、とにかく事務局の方に相談するよは、とにかく事務局の方に相談するよ
うにしていました。直接相談できるとうにしていました。直接相談できると
いう点は、とても良かったと思います。いう点は、とても良かったと思います。
　私は、受験できる試験はとにかく受　私は、受験できる試験はとにかく受
験するようにしました。そのおかげで験するようにしました。そのおかげで
第一志望の鹿児島市の時には、試第一志望の鹿児島市の時には、試
験に慣れていたので落ち着いて解く験に慣れていたので落ち着いて解く
ことができました。併願先のアドバイことができました。併願先のアドバイ
スをしてもらえるのもアカデミーの良スをしてもらえるのもアカデミーの良
いところだと思います。いところだと思います。
　受験勉強をしていると行き詰ったり、不安になると思います。そ　受験勉強をしていると行き詰ったり、不安になると思います。そ
んな時は、アカデミーの先生方に相談すればきっかけとなるアドんな時は、アカデミーの先生方に相談すればきっかけとなるアド
バイスをもらえると思います。一人で考え込まず、周りを頼ることバイスをもらえると思います。一人で考え込まず、周りを頼ること
も大切だと思います。も大切だと思います。

　アカデミーに通ってよかったと思うこ
とは、先生方に直接講義をしてもらえ
たことです。教材を読んでも分からな
い微妙なニュアンスの違いについて
も講義を通して理解することができま
した。　また、受験申込手続き、受験
方法などで分からないことがあるとき
は、とにかく事務局の方に相談するよ
うにしていました。直接相談できると
いう点は、とても良かったと思います。
　私は、受験できる試験はとにかく受
験するようにしました。そのおかげで
第一志望の鹿児島市の時には、試
験に慣れていたので落ち着いて解く
ことができました。併願先のアドバイ
スをしてもらえるのもアカデミーの良
いところだと思います。
　受験勉強をしていると行き詰ったり、不安になると思います。そ
んな時は、アカデミーの先生方に相談すればきっかけとなるアド
バイスをもらえると思います。一人で考え込まず、周りを頼ること
も大切だと思います。

現役合格

2018年度

鹿児島校 厚地　一樹さん ～鹿児島国際大学～

　鹿児島市上級（一般事務） 最終合格

『一人で抱え込まず周囲を頼ろう』
　出身大学や経歴の異なるクラス　出身大学や経歴の異なるクラス
メートに数多く出会えたことが東京アメートに数多く出会えたことが東京ア
カデミーに通って本当に良かったことカデミーに通って本当に良かったこと
だと考えます。成績を競うライバルでだと考えます。成績を競うライバルで
あり、悩みを共有する友人である彼らあり、悩みを共有する友人である彼ら
がいなければ、到底受験対策を続けがいなければ、到底受験対策を続け
られなかったと思います。られなかったと思います。
　私は、特に講義は真剣に受け、模　私は、特に講義は真剣に受け、模
試・ガイダンスも可能な限り参加しま試・ガイダンスも可能な限り参加しま
した。面接練習も二次試験前は積極した。面接練習も二次試験前は積極
的に行いました。的に行いました。
　学習面において、得意分野と苦手　学習面において、得意分野と苦手
分野を把握して、得意分野は絶対に分野を把握して、得意分野は絶対に
落とさず、苦手分野は、全く歯が立た落とさず、苦手分野は、全く歯が立た
ないということがないようにすることがないということがないようにすることが
大切です。大切です。
　精神面では、なかなか先が見えず不安になることもあると思い　精神面では、なかなか先が見えず不安になることもあると思い
ます。そんな時は、家族や友人、アカデミーの先生方、スタッフ方ます。そんな時は、家族や友人、アカデミーの先生方、スタッフ方
といった周囲の人々を頼り、一人で抱え込まないことです。心のといった周囲の人々を頼り、一人で抱え込まないことです。心の
荷は持てる数にして、一歩ずつ歩いていきましょう。荷は持てる数にして、一歩ずつ歩いていきましょう。

　出身大学や経歴の異なるクラス
メートに数多く出会えたことが東京ア
カデミーに通って本当に良かったこと
だと考えます。成績を競うライバルで
あり、悩みを共有する友人である彼ら
がいなければ、到底受験対策を続け
られなかったと思います。
　私は、特に講義は真剣に受け、模
試・ガイダンスも可能な限り参加しま
した。面接練習も二次試験前は積極
的に行いました。
　学習面において、得意分野と苦手
分野を把握して、得意分野は絶対に
落とさず、苦手分野は、全く歯が立た
ないということがないようにすることが
大切です。
　精神面では、なかなか先が見えず不安になることもあると思い
ます。そんな時は、家族や友人、アカデミーの先生方、スタッフ方
といった周囲の人々を頼り、一人で抱え込まないことです。心の
荷は持てる数にして、一歩ずつ歩いていきましょう。

2018年度

鹿児島校 神田　悠平さん ～広島大学大学院～

　鹿児島市上級（農業Ａ） 最終合格

『学習ペースを決めてコツコツ頑張ろう』
　面接練習を数多くこなせること、他　面接練習を数多くこなせること、他
のアカデミー生が真剣に勉強に取りのアカデミー生が真剣に勉強に取り
組んでおり、刺激をもらえることなど組んでおり、刺激をもらえることなど
は、東京アカデミーに通ってよかったは、東京アカデミーに通ってよかった
なあと感じる点です。なあと感じる点です。
　一次対策としては、学習ペースを決　一次対策としては、学習ペースを決
めることが大事だと思います。志望先めることが大事だと思います。志望先
の最終合格を勝ち取るために、逆算の最終合格を勝ち取るために、逆算
して一カ月の学習量、一日の学習量して一カ月の学習量、一日の学習量
を決めるようにすればよいのではなを決めるようにすればよいのではな
いかと思います。模試や日頃の学習いかと思います。模試や日頃の学習
から自分の得意分野、苦手分野を把から自分の得意分野、苦手分野を把
握し、どうしても苦手な科目は捨てて、握し、どうしても苦手な科目は捨てて、
確実に得点が取れる分野に時間を確実に得点が取れる分野に時間を
割く方が得点は伸びると感じました。割く方が得点は伸びると感じました。
　二次対策として、年明けから自己分　二次対策として、年明けから自己分
析等行い、4月から面接練習を開始しました。本番では緊張しな析等行い、4月から面接練習を開始しました。本番では緊張しな
いために面接練習を数多くこなすことが大切だと思います。いために面接練習を数多くこなすことが大切だと思います。
　また、日頃から新聞に目を通すことや、集団の中で自分はどう　また、日頃から新聞に目を通すことや、集団の中で自分はどう
いう役割が向いているのか考えることも大事だと思います。いう役割が向いているのか考えることも大事だと思います。

　面接練習を数多くこなせること、他
のアカデミー生が真剣に勉強に取り
組んでおり、刺激をもらえることなど
は、東京アカデミーに通ってよかった
なあと感じる点です。
　一次対策としては、学習ペースを決
めることが大事だと思います。志望先
の最終合格を勝ち取るために、逆算
して一カ月の学習量、一日の学習量
を決めるようにすればよいのではな
いかと思います。模試や日頃の学習
から自分の得意分野、苦手分野を把
握し、どうしても苦手な科目は捨てて、
確実に得点が取れる分野に時間を
割く方が得点は伸びると感じました。
　二次対策として、年明けから自己分
析等行い、4月から面接練習を開始しました。本番では緊張しな
いために面接練習を数多くこなすことが大切だと思います。
　また、日頃から新聞に目を通すことや、集団の中で自分はどう
いう役割が向いているのか考えることも大事だと思います。

2018年度

鹿児島校 井手　昴さん ～鹿児島大学～

　鹿児島市上級（一般事務） 最終合格

『情報量の多さと充実した二次対策に感謝』
　アカデミーに通って良かったことの　アカデミーに通って良かったことの
一番は情報量の多さです。ガイダン一番は情報量の多さです。ガイダン
ス等が実施され、各試験の特徴や合ス等が実施され、各試験の特徴や合
格者の体験談等詳しい情報を得る機格者の体験談等詳しい情報を得る機
会があり、モチベーションの維持や、会があり、モチベーションの維持や、
試験対策に有効でした。特に、二次試験対策に有効でした。特に、二次
対策の過去の面接質問例、論文出対策の過去の面接質問例、論文出
題例など、これだけの情報を集めら題例など、これだけの情報を集めら
れるのは受講生の多いアカデミーなれるのは受講生の多いアカデミーな
らではのものであり、受験先の出題らではのものであり、受験先の出題
傾向を知るのに大変役立ちました。傾向を知るのに大変役立ちました。
　また、私が一番東アカを活用したと　また、私が一番東アカを活用したと
思うのは、二次対策です。二次の人思うのは、二次対策です。二次の人
物対策は、一人での対策には限界が物対策は、一人での対策には限界が
あり、先生方の力をフル活用させてあり、先生方の力をフル活用させて
頂き、自信を持って面接試験に臨ん頂き、自信を持って面接試験に臨ん
で自分の考えをしっかり面接官に伝えることができました。で自分の考えをしっかり面接官に伝えることができました。
　尚、集団討論練習を通して、顔なじみの受講生が増えたのも、　尚、集団討論練習を通して、顔なじみの受講生が増えたのも、
情報交換等やモチベーション向上につながり、アカデミーに通っ情報交換等やモチベーション向上につながり、アカデミーに通っ
て本当によかったと思いました。て本当によかったと思いました。

　アカデミーに通って良かったことの
一番は情報量の多さです。ガイダン
ス等が実施され、各試験の特徴や合
格者の体験談等詳しい情報を得る機
会があり、モチベーションの維持や、
試験対策に有効でした。特に、二次
対策の過去の面接質問例、論文出
題例など、これだけの情報を集めら
れるのは受講生の多いアカデミーな
らではのものであり、受験先の出題
傾向を知るのに大変役立ちました。
　また、私が一番東アカを活用したと
思うのは、二次対策です。二次の人
物対策は、一人での対策には限界が
あり、先生方の力をフル活用させて
頂き、自信を持って面接試験に臨ん
で自分の考えをしっかり面接官に伝えることができました。
　尚、集団討論練習を通して、顔なじみの受講生が増えたのも、
情報交換等やモチベーション向上につながり、アカデミーに通っ
て本当によかったと思いました。

2018年度

鹿児島校 水迫　綾乃さん ～大阪大学～

　鹿児島市上級（一般事務） 最終合格

『講義の質が非常に高い』
　生まれ育ったまちの発展に貢献し　生まれ育ったまちの発展に貢献し
たいと思い、鹿児島市を受験しました。たいと思い、鹿児島市を受験しました。
　一次試験では、自己最高点を取れ　一次試験では、自己最高点を取れ
たこと、二次試験では、集団討論やたこと、二次試験では、集団討論や
面接も自然体で臨むことができ、面面接も自然体で臨むことができ、面
接でしっかり熱意を語れたことが最終接でしっかり熱意を語れたことが最終
合格につながったのではないかと思合格につながったのではないかと思
います。います。
　アカデミーの講義の質は非常に高　アカデミーの講義の質は非常に高
いと感じました。先生方の解説が分いと感じました。先生方の解説が分
かりづらいと思ったことは殆どありまかりづらいと思ったことは殆どありま
せん。また、周りの受講生も意識がせん。また、周りの受講生も意識が
高い人が多く、まさしく“予備校”と高い人が多く、まさしく“予備校”と
いった雰囲気で勉強に集中できましいった雰囲気で勉強に集中できまし
た。た。
　模試も充実していたので毎回受験　模試も充実していたので毎回受験
し、二次試験のシーズンは、事務局の方に併願の仕方などにつし、二次試験のシーズンは、事務局の方に併願の仕方などにつ
いて何度か相談もさせて頂きました。モチベーションの維持は何いて何度か相談もさせて頂きました。モチベーションの維持は何
よりも大変です。自分の意識だけでは難しいところもありますので、よりも大変です。自分の意識だけでは難しいところもありますので、
勉強をせざるを得ない環境に身を置く工夫が必要だと思います。勉強をせざるを得ない環境に身を置く工夫が必要だと思います。

　生まれ育ったまちの発展に貢献し
たいと思い、鹿児島市を受験しました。
　一次試験では、自己最高点を取れ
たこと、二次試験では、集団討論や
面接も自然体で臨むことができ、面
接でしっかり熱意を語れたことが最終
合格につながったのではないかと思
います。
　アカデミーの講義の質は非常に高
いと感じました。先生方の解説が分
かりづらいと思ったことは殆どありま
せん。また、周りの受講生も意識が
高い人が多く、まさしく“予備校”と
いった雰囲気で勉強に集中できまし
た。
　模試も充実していたので毎回受験
し、二次試験のシーズンは、事務局の方に併願の仕方などにつ
いて何度か相談もさせて頂きました。モチベーションの維持は何
よりも大変です。自分の意識だけでは難しいところもありますので、
勉強をせざるを得ない環境に身を置く工夫が必要だと思います。

現役合格

2018年度

鹿児島校 北方　大稀さん ～鹿児島大学～

　鹿児島市上級（土木） 最終合格

『何度も人物試験の練習をして苦手意識を克服！』

2018年度

鹿児島校 山下　哲央さん ～鹿児島大学～

現役合格

　模試は、時間配分や苦手な問題の　模試は、時間配分や苦手な問題の
把握にとても役立ち、また、授業のな把握にとても役立ち、また、授業のな
い日も自習室が開いていたので、勉い日も自習室が開いていたので、勉
強のしやすい環境でした。強のしやすい環境でした。
　私が特に、東京アカデミーに通って　私が特に、東京アカデミーに通って
よかったと感じたのは、二次試験のとよかったと感じたのは、二次試験のと
きです。独学や大学の講座とは異なきです。独学や大学の講座とは異な
り、個人面接や集団討論の練習をたり、個人面接や集団討論の練習をた
くさん経験することができました。最くさん経験することができました。最
初は恥ずかしさや苦手意識から全然初は恥ずかしさや苦手意識から全然
上手くできませんでしたが、先生が上手くできませんでしたが、先生が
様々なアドバイスをして下さるので、様々なアドバイスをして下さるので、
とても参考になり、徐々に改善できたとても参考になり、徐々に改善できた
と思います。と思います。
　学習面に関しては、受験する試験　学習面に関しては、受験する試験
の情報を早めに集めて対策した方がの情報を早めに集めて対策した方が
いいと思います。試験ごとに出題される科目数が異なるので、本いいと思います。試験ごとに出題される科目数が異なるので、本
命の試験で多く出題される科目を重点的に勉強しました。限られ命の試験で多く出題される科目を重点的に勉強しました。限られ
た受験勉強期間の中で、効率よく勉強するために、受験先の問た受験勉強期間の中で、効率よく勉強するために、受験先の問
題傾向を把握することが大事だと思います。題傾向を把握することが大事だと思います。

　模試は、時間配分や苦手な問題の
把握にとても役立ち、また、授業のな
い日も自習室が開いていたので、勉
強のしやすい環境でした。
　私が特に、東京アカデミーに通って
よかったと感じたのは、二次試験のと
きです。独学や大学の講座とは異な
り、個人面接や集団討論の練習をた
くさん経験することができました。最
初は恥ずかしさや苦手意識から全然
上手くできませんでしたが、先生が
様々なアドバイスをして下さるので、
とても参考になり、徐々に改善できた
と思います。
　学習面に関しては、受験する試験
の情報を早めに集めて対策した方が
いいと思います。試験ごとに出題される科目数が異なるので、本
命の試験で多く出題される科目を重点的に勉強しました。限られ
た受験勉強期間の中で、効率よく勉強するために、受験先の問
題傾向を把握することが大事だと思います。

～鹿児島大学～～鹿児島大学～

～鹿児島大学～

『“講義を受けて、しっかり復習”で力はつく』

　生講義をたくさん受けられる点が東京アカデミーの一番の魅力だと思います。法律などは初めての勉強で、分かりやすい講義を受けること　生講義をたくさん受けられる点が東京アカデミーの一番の魅力だと思います。法律などは初めての勉強で、分かりやすい講義を受けること
ができたのはとてもよかったです。講義は休まず出るようにし、次の日の自習で、その講義の教科書部分をしっかり読んでいました。何度もができたのはとてもよかったです。講義は休まず出るようにし、次の日の自習で、その講義の教科書部分をしっかり読んでいました。何度も
間違えるところは、まとめノートも作っていました。間違えるところは、まとめノートも作っていました。
　私は、朝の10時くらいから自習をしていましたが、勉強が苦しいときも自習室に行くと必ず誰かが頑張っていたので、私も頑張ることができ　私は、朝の10時くらいから自習をしていましたが、勉強が苦しいときも自習室に行くと必ず誰かが頑張っていたので、私も頑張ることができ
ました。同じ目標に向かう仲間がたくさんできるのも東京アカデミーの魅力だと思います。ました。同じ目標に向かう仲間がたくさんできるのも東京アカデミーの魅力だと思います。
　長い戦いになって、苦しい時もあると思いますが、どんな時でも自分を信じて努力を重ねることができれば、きっと結果につながると思いま　長い戦いになって、苦しい時もあると思いますが、どんな時でも自分を信じて努力を重ねることができれば、きっと結果につながると思いま
す。「講義を受けて、しっかり復習」をくり返していれば、いつの間にか力はつくと思います。時には休みながら、自分を追い込みすぎないようす。「講義を受けて、しっかり復習」をくり返していれば、いつの間にか力はつくと思います。時には休みながら、自分を追い込みすぎないよう
にしてください。東京アカデミーに入会して、これから頑張ろうとしているだけで、周りの人たちより一歩リードです!!にしてください。東京アカデミーに入会して、これから頑張ろうとしているだけで、周りの人たちより一歩リードです!!

　生講義をたくさん受けられる点が東京アカデミーの一番の魅力だと思います。法律などは初めての勉強で、分かりやすい講義を受けること
ができたのはとてもよかったです。講義は休まず出るようにし、次の日の自習で、その講義の教科書部分をしっかり読んでいました。何度も
間違えるところは、まとめノートも作っていました。
　私は、朝の10時くらいから自習をしていましたが、勉強が苦しいときも自習室に行くと必ず誰かが頑張っていたので、私も頑張ることができ
ました。同じ目標に向かう仲間がたくさんできるのも東京アカデミーの魅力だと思います。
　長い戦いになって、苦しい時もあると思いますが、どんな時でも自分を信じて努力を重ねることができれば、きっと結果につながると思いま
す。「講義を受けて、しっかり復習」をくり返していれば、いつの間にか力はつくと思います。時には休みながら、自分を追い込みすぎないよう
にしてください。東京アカデミーに入会して、これから頑張ろうとしているだけで、周りの人たちより一歩リードです!!

　私は、理系出身で、法律系の科目など初めて勉強する科目　私は、理系出身で、法律系の科目など初めて勉強する科目
が多く、独学では難しいと思い、東京アカデミーに入会するこが多く、独学では難しいと思い、東京アカデミーに入会するこ
とに決めました。独学では、途中で心が折れて諦めていたかとに決めました。独学では、途中で心が折れて諦めていたか
もしれませんが、悩みや不安を相談できるスタッフの方や、切もしれませんが、悩みや不安を相談できるスタッフの方や、切
磋琢磨し合える仲間がいたからこそ最後までモチベーションを磋琢磨し合える仲間がいたからこそ最後までモチベーションを
高く保つことができたと思います。東京アカデミーに通っていな高く保つことができたと思います。東京アカデミーに通っていな
ければ最終合格できていないと思うので、通って本当によかっければ最終合格できていないと思うので、通って本当によかっ
たです。たです。
　私は、本番に弱いタイプなので試験に慣れるためにも併願　私は、本番に弱いタイプなので試験に慣れるためにも併願
できるところはほとんど受けました。一次試験、二次試験ともできるところはほとんど受けました。一次試験、二次試験とも
に回数を重ねるごとに試験に慣れることができ、第一志望のに回数を重ねるごとに試験に慣れることができ、第一志望の
試験では、緊張せずに臨むことができました。多く併願すると、試験では、緊張せずに臨むことができました。多く併願すると、
試験が立て込み大変ではありましたが、自分の自信につな試験が立て込み大変ではありましたが、自分の自信につな
がったので、多く併願してよかったです。がったので、多く併願してよかったです。
　最終合格するためのポイントは、合格したいという強い意志　最終合格するためのポイントは、合格したいという強い意志
を持ち続けることと、様々な対策をしてくださる東京アカデミーを持ち続けることと、様々な対策をしてくださる東京アカデミー
を信じて最後まで取り組むことだと思います。を信じて最後まで取り組むことだと思います。

　私は、理系出身で、法律系の科目など初めて勉強する科目
が多く、独学では難しいと思い、東京アカデミーに入会するこ
とに決めました。独学では、途中で心が折れて諦めていたか
もしれませんが、悩みや不安を相談できるスタッフの方や、切
磋琢磨し合える仲間がいたからこそ最後までモチベーションを
高く保つことができたと思います。東京アカデミーに通っていな
ければ最終合格できていないと思うので、通って本当によかっ
たです。
　私は、本番に弱いタイプなので試験に慣れるためにも併願
できるところはほとんど受けました。一次試験、二次試験とも
に回数を重ねるごとに試験に慣れることができ、第一志望の
試験では、緊張せずに臨むことができました。多く併願すると、
試験が立て込み大変ではありましたが、自分の自信につな
がったので、多く併願してよかったです。
　最終合格するためのポイントは、合格したいという強い意志
を持ち続けることと、様々な対策をしてくださる東京アカデミー
を信じて最後まで取り組むことだと思います。

『東アカを信じて最後まで取り組むことが大切』 『友達と励まし合い合格できました！』
　目と耳を使った方が私は頭に残りやすいので、講義はすべて　目と耳を使った方が私は頭に残りやすいので、講義はすべて
参加し、その日に復習するのが難しい日でも、次の授業がある参加し、その日に復習するのが難しい日でも、次の授業がある
日までには復習をするように心がけていました。日までには復習をするように心がけていました。
　また、自分用のノートを作って、公式や法律など付箋にまとめ　また、自分用のノートを作って、公式や法律など付箋にまとめ
て貼り、テスト前に見かえしていました。て貼り、テスト前に見かえしていました。
　公務員試験のプロである先生方がまとめて下さった小テスト　公務員試験のプロである先生方がまとめて下さった小テスト
やまとめプリントもとてもためになりました。やまとめプリントもとてもためになりました。
　私は、不安になると様々なところに手を出してしまうので、手　私は、不安になると様々なところに手を出してしまうので、手
帳に今日は『行政法・数的』のように、勉強することを約一カ月帳に今日は『行政法・数的』のように、勉強することを約一カ月
分くらい書いて、その通りに行うことでバランスよく勉強するよう分くらい書いて、その通りに行うことでバランスよく勉強するよう
にしていました。にしていました。
　私が最後まで頑張れたのは、友達と一緒に励まし合っていた　私が最後まで頑張れたのは、友達と一緒に励まし合っていた
からだと思います。昼休みにお互い不安を口にしたり、逆に大からだと思います。昼休みにお互い不安を口にしたり、逆に大
丈夫だと言い合うことで、切り替えて勉強に向かえたのだと思丈夫だと言い合うことで、切り替えて勉強に向かえたのだと思
います。たまに一緒に勉強したり、問題を出し合ったりもしましいます。たまに一緒に勉強したり、問題を出し合ったりもしまし
た。ひたすら勉強して、不安要素をつぶしていく根気強さが大た。ひたすら勉強して、不安要素をつぶしていく根気強さが大
切だと思います。長丁場になり、大変な日が続くと思いますが、切だと思います。長丁場になり、大変な日が続くと思いますが、
自分なりの楽しみを見つけながら頑張ってください。自分なりの楽しみを見つけながら頑張ってください。

　目と耳を使った方が私は頭に残りやすいので、講義はすべて
参加し、その日に復習するのが難しい日でも、次の授業がある
日までには復習をするように心がけていました。
　また、自分用のノートを作って、公式や法律など付箋にまとめ
て貼り、テスト前に見かえしていました。
　公務員試験のプロである先生方がまとめて下さった小テスト
やまとめプリントもとてもためになりました。
　私は、不安になると様々なところに手を出してしまうので、手
帳に今日は『行政法・数的』のように、勉強することを約一カ月
分くらい書いて、その通りに行うことでバランスよく勉強するよう
にしていました。
　私が最後まで頑張れたのは、友達と一緒に励まし合っていた
からだと思います。昼休みにお互い不安を口にしたり、逆に大
丈夫だと言い合うことで、切り替えて勉強に向かえたのだと思
います。たまに一緒に勉強したり、問題を出し合ったりもしまし
た。ひたすら勉強して、不安要素をつぶしていく根気強さが大
切だと思います。長丁場になり、大変な日が続くと思いますが、
自分なりの楽しみを見つけながら頑張ってください。

宇田　彩香さん

　鹿児島市上級（一般事務）　最終合格2018年度

永池　史歩さん

安田　美和さん

鹿児島校 鹿児島校

鹿児島校

現役合格 現役合格 現役合格

立派な鹿児島市役所職員
立派な鹿児島市役所職員

になれるよう頑張ります!
になれるよう頑張ります!立派な鹿児島市役所職員

になれるよう頑張ります!
　鹿児島市上級（一般事務）　最終合格2018年度

　鹿児島市上級（一般事務）　最終合格2018年度

　鹿児島市上級（一般事務） 最終合格

『回数制限のない面接練習をとにかくこなしました』
　東京アカデミーでは、同じ大学だけ　東京アカデミーでは、同じ大学だけ
でなく、様々な大学の方や社会人のでなく、様々な大学の方や社会人の
方と切磋琢磨しながら勉強できる点方と切磋琢磨しながら勉強できる点
が良いと思います。模試の後には、が良いと思います。模試の後には、
校内でのランキングも発表されるた校内でのランキングも発表されるた
め、自分のモチベーションにもなりまめ、自分のモチベーションにもなりま
した。した。
　また、面接練習に関しては、回数制　また、面接練習に関しては、回数制
限などがなく、何度でも出来るため、限などがなく、何度でも出来るため、
自分が納得いくまで、プロの講師の自分が納得いくまで、プロの講師の
方々と練習が出来る点も良かったと方々と練習が出来る点も良かったと
思います。面接練習は、とにかく回数思います。面接練習は、とにかく回数
をこなしましたが、講師の先生方にをこなしましたが、講師の先生方に
よって指摘される点が異なるため、よって指摘される点が異なるため、
様々な観点から自分の弱点を見つけ様々な観点から自分の弱点を見つけ
ることができました。ることができました。
　二次対策としては、日頃から新聞やニュースに目を通して、自　二次対策としては、日頃から新聞やニュースに目を通して、自
分の志望先の情報は逃さないようにしてください。時には息抜き分の志望先の情報は逃さないようにしてください。時には息抜き
をしながら、ライバルと切磋琢磨しながら最終合格に向けて頑をしながら、ライバルと切磋琢磨しながら最終合格に向けて頑
張ってください。張ってください。

　東京アカデミーでは、同じ大学だけ
でなく、様々な大学の方や社会人の
方と切磋琢磨しながら勉強できる点
が良いと思います。模試の後には、
校内でのランキングも発表されるた
め、自分のモチベーションにもなりま
した。
　また、面接練習に関しては、回数制
限などがなく、何度でも出来るため、
自分が納得いくまで、プロの講師の
方々と練習が出来る点も良かったと
思います。面接練習は、とにかく回数
をこなしましたが、講師の先生方に
よって指摘される点が異なるため、
様々な観点から自分の弱点を見つけ
ることができました。
　二次対策としては、日頃から新聞やニュースに目を通して、自
分の志望先の情報は逃さないようにしてください。時には息抜き
をしながら、ライバルと切磋琢磨しながら最終合格に向けて頑
張ってください。

2018年度

鹿児島校 井上　元希さん ～鹿児島大学～

現役合格

　鹿児島市上級（一般事務） 最終合格

『合格ラインに導いてくれる環境がココにある』
　私は、12月から東京アカデミーに入　私は、12月から東京アカデミーに入
校し、また、農学部在籍のため、行政校し、また、農学部在籍のため、行政
職に必要な勉強は完全にゼロからの職に必要な勉強は完全にゼロからの
スタートだったため、講義の内容につスタートだったため、講義の内容につ
いて行けないことが多々あり、不安ないて行けないことが多々あり、不安な
毎日でした。しかし、同じ境遇の友達毎日でした。しかし、同じ境遇の友達
や、とても頼りになる先生方に支えらや、とても頼りになる先生方に支えら
れ、なんとか合格することができましれ、なんとか合格することができまし
た。た。
　確かに早めに勉強をスタートするの　確かに早めに勉強をスタートするの
に越したことはないですが、自分のよに越したことはないですが、自分のよ
うに勉強開始時期が少し遅くても、うに勉強開始時期が少し遅くても、
しっかりと合格ラインまで持っていけしっかりと合格ラインまで持っていけ
ますし、持っていってくれる環境が東ますし、持っていってくれる環境が東
京アカデミーにはあるので、自分を信京アカデミーにはあるので、自分を信
じて、そして周りを信じて勉強に取りじて、そして周りを信じて勉強に取り
組んでほしいです。組んでほしいです。
　尚、東京アカデミーには面白い生方もいて、苦痛な講義が楽しく　尚、東京アカデミーには面白い生方もいて、苦痛な講義が楽しく
受講でき、また、質問など講義以外のケアなどが充分にされてい受講でき、また、質問など講義以外のケアなどが充分にされてい
たことも通学してよかったと感じた点です。たことも通学してよかったと感じた点です。

　私は、12月から東京アカデミーに入
校し、また、農学部在籍のため、行政
職に必要な勉強は完全にゼロからの
スタートだったため、講義の内容につ
いて行けないことが多々あり、不安な
毎日でした。しかし、同じ境遇の友達
や、とても頼りになる先生方に支えら
れ、なんとか合格することができまし
た。
　確かに早めに勉強をスタートするの
に越したことはないですが、自分のよ
うに勉強開始時期が少し遅くても、
しっかりと合格ラインまで持っていけ
ますし、持っていってくれる環境が東
京アカデミーにはあるので、自分を信
じて、そして周りを信じて勉強に取り
組んでほしいです。
　尚、東京アカデミーには面白い生方もいて、苦痛な講義が楽しく
受講でき、また、質問など講義以外のケアなどが充分にされてい
たことも通学してよかったと感じた点です。

現役合格

2018年度

鹿児島校 塩田　将久さん ～鹿児島大学～

　鹿児島市上級（一般事務） 最終合格

『魅力的な講義を楽しみながら勉強できました』
　私は、受験勉強を開始する前は、　私は、受験勉強を開始する前は、
予備校に通うべきか、独学で学習す予備校に通うべきか、独学で学習す
るかとても迷いました。合格実績が優るかとても迷いました。合格実績が優
れていて、友人が東京アカデミーでれていて、友人が東京アカデミーで
勉強して志望先に合格していたことも勉強して志望先に合格していたことも
あり、入会を決めましたが、合格先があり、入会を決めましたが、合格先が
決まった今振り返ってみて、東京アカ決まった今振り返ってみて、東京アカ
デミーに通って本当に良かったと思デミーに通って本当に良かったと思
います。先生方の魅力的な講義のおいます。先生方の魅力的な講義のお
かげで楽しみながら勉強を進められ、かげで楽しみながら勉強を進められ、
テキストも必要な内容が凝縮されてテキストも必要な内容が凝縮されて
いて確実に得点に繋がるような学習いて確実に得点に繋がるような学習
ができました。ができました。
　同じ目標を持つ受講生が大勢いる　同じ目標を持つ受講生が大勢いる
環境のおかげで最後までモチベー環境のおかげで最後までモチベー
ションを維持し続けることもできました。ションを維持し続けることもできました。
　アカデミーで試験勉強をすれば、ただ単に試験範囲をなぞるだ　アカデミーで試験勉強をすれば、ただ単に試験範囲をなぞるだ
けでなく、覚え方や問題の解き方のコツ、よく出るポイント、面白けでなく、覚え方や問題の解き方のコツ、よく出るポイント、面白
い雑学などもたくさん聞くことができ、しっかり自分で理解しながらい雑学などもたくさん聞くことができ、しっかり自分で理解しながら
試験対策ができると思うので、自信を持って頑張ってください。　試験対策ができると思うので、自信を持って頑張ってください。　

　私は、受験勉強を開始する前は、
予備校に通うべきか、独学で学習す
るかとても迷いました。合格実績が優
れていて、友人が東京アカデミーで
勉強して志望先に合格していたことも
あり、入会を決めましたが、合格先が
決まった今振り返ってみて、東京アカ
デミーに通って本当に良かったと思
います。先生方の魅力的な講義のお
かげで楽しみながら勉強を進められ、
テキストも必要な内容が凝縮されて
いて確実に得点に繋がるような学習
ができました。
　同じ目標を持つ受講生が大勢いる
環境のおかげで最後までモチベー
ションを維持し続けることもできました。
　アカデミーで試験勉強をすれば、ただ単に試験範囲をなぞるだ
けでなく、覚え方や問題の解き方のコツ、よく出るポイント、面白
い雑学などもたくさん聞くことができ、しっかり自分で理解しながら
試験対策ができると思うので、自信を持って頑張ってください。　

2018年度

鹿児島校 小麥田　直人さん ～東京大学～



行政・事務職、技術職、消防官行政・事務職、技術職、消防官行政・事務職、技術職、消防官

他地方公務員他地方公務員他地方公務員　　 　　　　　　　合格!　　 　　　　　　　合格!　　 　　　　　　　合格!

　鹿児島市上級（一般事務） 最終合格

『二次試験に関する情報も豊富で安心！』
　東京アカデミーは、過去の質問例　東京アカデミーは、過去の質問例
や、二次試験の情報が豊富だったのや、二次試験の情報が豊富だったの
で、あらかじめ二次試験の内容やポで、あらかじめ二次試験の内容やポ
イントを知っている状況で試験に臨み、イントを知っている状況で試験に臨み、
精神的にも安心できたことと、面接で精神的にも安心できたことと、面接で
自分の気持ちがより伝わる話し方を自分の気持ちがより伝わる話し方を
教えていただいたことが、最終合格で教えていただいたことが、最終合格で
きたポイントだと思います。きたポイントだと思います。
　公務員対策は、勉強する量が膨大　公務員対策は、勉強する量が膨大
なので、スケジュール管理をしてバラなので、スケジュール管理をしてバラ
ンスよく行い、自分の得点源となるよンスよく行い、自分の得点源となるよ
うな科目があると本番でも安心して臨うな科目があると本番でも安心して臨
めると思います。めると思います。
　第一志望の一次試験が近づくと精　第一志望の一次試験が近づくと精
神的に不安になるので、その時は、神的に不安になるので、その時は、
息抜きと思って友人と話をするなど、息抜きと思って友人と話をするなど、
精神的な安定を優先することをおススメします。私は、先輩に公精神的な安定を優先することをおススメします。私は、先輩に公
務員の方がいて、勉強の仕方や面接のポイントなどを聞き、情報務員の方がいて、勉強の仕方や面接のポイントなどを聞き、情報
を得ていましたが、東京アカデミーをはじめ、色々なところから情を得ていましたが、東京アカデミーをはじめ、色々なところから情
報を得るようにすると良いと思います。報を得るようにすると良いと思います。

　東京アカデミーは、過去の質問例
や、二次試験の情報が豊富だったの
で、あらかじめ二次試験の内容やポ
イントを知っている状況で試験に臨み、
精神的にも安心できたことと、面接で
自分の気持ちがより伝わる話し方を
教えていただいたことが、最終合格で
きたポイントだと思います。
　公務員対策は、勉強する量が膨大
なので、スケジュール管理をしてバラ
ンスよく行い、自分の得点源となるよ
うな科目があると本番でも安心して臨
めると思います。
　第一志望の一次試験が近づくと精
神的に不安になるので、その時は、
息抜きと思って友人と話をするなど、
精神的な安定を優先することをおススメします。私は、先輩に公
務員の方がいて、勉強の仕方や面接のポイントなどを聞き、情報
を得ていましたが、東京アカデミーをはじめ、色々なところから情
報を得るようにすると良いと思います。

現役合格

2018年度

鹿児島校 眞茅　拓実さん ～鹿児島大学～

　鹿児島市上級（農業Ｂ） 最終合格

『頑張れば頑張るだけ夢に近づく環境』
　初めての公務員試験で分からない　初めての公務員試験で分からない
ことだらけでしたが、一から十まで丁ことだらけでしたが、一から十まで丁
寧に教えてもらい、情報が得られて寧に教えてもらい、情報が得られて
良かったです。また、共に志を持って良かったです。また、共に志を持って
勉強する仲間が多くいたのもモチ勉強する仲間が多くいたのもモチ
ベーションを保つのにとても大きな役ベーションを保つのにとても大きな役
割を果たしたと思います。東京アカデ割を果たしたと思います。東京アカデ
ミーを勧めてくれた家族や友人に感ミーを勧めてくれた家族や友人に感
謝したいと思います。謝したいと思います。
　公務員試験を含め就活は、自分の　公務員試験を含め就活は、自分の
人生の中で一つの大きな起点になる人生の中で一つの大きな起点になる
と思います。自分も将来の明確なビと思います。自分も将来の明確なビ
ジョンを持てないまま不安な日々を過ジョンを持てないまま不安な日々を過
ごしていましたが、人それぞれみんなごしていましたが、人それぞれみんな
色々な事情を抱えていると思います。色々な事情を抱えていると思います。
その中で、東京アカデミーを選んで前その中で、東京アカデミーを選んで前
に進もうとしているのはとても大きな一歩だと思います。東京アカに進もうとしているのはとても大きな一歩だと思います。東京アカ
デミーなら受講生一人一人に親身になってアドバイスしてくださり、デミーなら受講生一人一人に親身になってアドバイスしてくださり、
共に学ぶ仲間もたくさんいて頑張れば頑張るだけ夢に近づく環境共に学ぶ仲間もたくさんいて頑張れば頑張るだけ夢に近づく環境
が揃っているので安心して学べると思います。が揃っているので安心して学べると思います。

　初めての公務員試験で分からない
ことだらけでしたが、一から十まで丁
寧に教えてもらい、情報が得られて
良かったです。また、共に志を持って
勉強する仲間が多くいたのもモチ
ベーションを保つのにとても大きな役
割を果たしたと思います。東京アカデ
ミーを勧めてくれた家族や友人に感
謝したいと思います。
　公務員試験を含め就活は、自分の
人生の中で一つの大きな起点になる
と思います。自分も将来の明確なビ
ジョンを持てないまま不安な日々を過
ごしていましたが、人それぞれみんな
色々な事情を抱えていると思います。
その中で、東京アカデミーを選んで前
に進もうとしているのはとても大きな一歩だと思います。東京アカ
デミーなら受講生一人一人に親身になってアドバイスしてくださり、
共に学ぶ仲間もたくさんいて頑張れば頑張るだけ夢に近づく環境
が揃っているので安心して学べると思います。

2018年度

鹿児島校 大橋　拓也さん ～鹿児島大学～

現役合格現役合格

　鹿児島市上級（一般事務） 最終合格

『最後まで諦めず勉強をやりきる！』
　東京アカデミーは、情報量が多く、　東京アカデミーは、情報量が多く、
面接対策もとても充実している点が面接対策もとても充実している点が
よかったです。また、近くには、同じ目よかったです。また、近くには、同じ目
標に向けて勉強しているばかりなの標に向けて勉強しているばかりなの
で、その人たちの頑張っている姿をで、その人たちの頑張っている姿を
見ると、常に「自分もやらなきゃ」と思見ると、常に「自分もやらなきゃ」と思
い、最後まで危機感を持ちながら頑い、最後まで危機感を持ちながら頑
張ることができました。張ることができました。
　私は、理系の学部のため、専門の　私は、理系の学部のため、専門の
法律や経済科目など勉強したことが法律や経済科目など勉強したことが
全くなかったので、とても不安が大き全くなかったので、とても不安が大き
かったのですが、出題数の多い重要かったのですが、出題数の多い重要
な“考える”科目を中心にじっくり勉強な“考える”科目を中心にじっくり勉強
し、暗記系の科目は、直前期に追いし、暗記系の科目は、直前期に追い
込みました。込みました。
　尚、私は、模擬試験の成績は決して良い方ではなく、本試験も　尚、私は、模擬試験の成績は決して良い方ではなく、本試験も
多くの試験に合格したわけではありません。模擬試験の成績など多くの試験に合格したわけではありません。模擬試験の成績など
あまり気にせず、とにかく諦めずに最後まで勉強をやりきることが、あまり気にせず、とにかく諦めずに最後まで勉強をやりきることが、
合格につながると思います。合格につながると思います。

　東京アカデミーは、情報量が多く、
面接対策もとても充実している点が
よかったです。また、近くには、同じ目
標に向けて勉強しているばかりなの
で、その人たちの頑張っている姿を
見ると、常に「自分もやらなきゃ」と思
い、最後まで危機感を持ちながら頑
張ることができました。
　私は、理系の学部のため、専門の
法律や経済科目など勉強したことが
全くなかったので、とても不安が大き
かったのですが、出題数の多い重要
な“考える”科目を中心にじっくり勉強
し、暗記系の科目は、直前期に追い
込みました。
　尚、私は、模擬試験の成績は決して良い方ではなく、本試験も
多くの試験に合格したわけではありません。模擬試験の成績など
あまり気にせず、とにかく諦めずに最後まで勉強をやりきることが、
合格につながると思います。

2018年度

鹿児島校 枝元　優介さん ～鹿児島大学～

現役合格

　東京消防庁消防官Ⅰ類　最終合格

『人生最後の受験のつもりで努力しよう!』
　日本一大きな消防組織の一員とな　日本一大きな消防組織の一員とな
り、都民の生命や財産を守ることにり、都民の生命や財産を守ることに
大きなやりがいを感じることができる大きなやりがいを感じることができる
と思い志望しました。と思い志望しました。
　合格できたポイントとして、東京消　合格できたポイントとして、東京消
防庁の独自の問題傾向を掴むため防庁の独自の問題傾向を掴むため
に、過去問を10年分解いて対策をしに、過去問を10年分解いて対策をし
たことと、東京消防庁は小論文の配たことと、東京消防庁は小論文の配
点が高いと聞いていたので、教養試点が高いと聞いていたので、教養試
験と同じくらい力を入れて対策をして験と同じくらい力を入れて対策をして
いただけたことだと思います。いただけたことだと思います。
　私は、勉強が苦手で高校時代は授　私は、勉強が苦手で高校時代は授
業以外で勉強したという記憶があまり業以外で勉強したという記憶があまり
ありません。一年間、浪人生活を送り、ありません。一年間、浪人生活を送り、
嫌いな勉強と向き合いました。その結嫌いな勉強と向き合いました。その結
果、大学に進学できましたが、今回の果、大学に進学できましたが、今回の
公務員試験は、人生最後の受験で間違いないと思いますし、自公務員試験は、人生最後の受験で間違いないと思いますし、自
身が生涯にわたって働く職業が決まる大切な試験ですので、諦身が生涯にわたって働く職業が決まる大切な試験ですので、諦
めずに精一杯努力できました。家族や友人の支えの中で自分がめずに精一杯努力できました。家族や友人の支えの中で自分が
頑張れていることに感謝してぜひ勉強に励んでください！頑張れていることに感謝してぜひ勉強に励んでください！

　日本一大きな消防組織の一員とな
り、都民の生命や財産を守ることに
大きなやりがいを感じることができる
と思い志望しました。
　合格できたポイントとして、東京消
防庁の独自の問題傾向を掴むため
に、過去問を10年分解いて対策をし
たことと、東京消防庁は小論文の配
点が高いと聞いていたので、教養試
験と同じくらい力を入れて対策をして
いただけたことだと思います。
　私は、勉強が苦手で高校時代は授
業以外で勉強したという記憶があまり
ありません。一年間、浪人生活を送り、
嫌いな勉強と向き合いました。その結
果、大学に進学できましたが、今回の
公務員試験は、人生最後の受験で間違いないと思いますし、自
身が生涯にわたって働く職業が決まる大切な試験ですので、諦
めずに精一杯努力できました。家族や友人の支えの中で自分が
頑張れていることに感謝してぜひ勉強に励んでください！

現役合格

2018年度

鹿児島校 原田　圭さん ～鹿児島大学～

　熊本県上級（行政） 最終合格

『周りに左右されない自分なりの勉強法を見つけよう』
　公務員試験に関する情報を気軽に　公務員試験に関する情報を気軽に
質問できる環境が整っていたという質問できる環境が整っていたという
点や、面接練習等もカリキュラムの点や、面接練習等もカリキュラムの
中にしっかり組み込まれていた点が中にしっかり組み込まれていた点が
とてもよかったと思います。また、独とてもよかったと思います。また、独
学とは違って常に周りに高い意識を学とは違って常に周りに高い意識を
もって取り組んでいる受講生が多いもって取り組んでいる受講生が多い
ので、自分も頑張らないといけないとので、自分も頑張らないといけないと
いう気持ちを常に持ち続けることがでいう気持ちを常に持ち続けることがで
きた点が一番よかったと思います。きた点が一番よかったと思います。
　私自身、なんとなく目標がないまま　私自身、なんとなく目標がないまま
学習を始めてしまったので、公務員と学習を始めてしまったので、公務員と
して何をしていきたいのか具体的なして何をしていきたいのか具体的な
目標をもってから取り組むと、何を勉目標をもってから取り組むと、何を勉
強していけばいいか計画をしっかり強していけばいいか計画をしっかり
立てることができると思います。また、立てることができると思います。また、
周りに左右されないようにすることも大切だと思います。私は、勉周りに左右されないようにすることも大切だと思います。私は、勉
強を長時間することが苦手だったので、一週間に一度は何もしな強を長時間することが苦手だったので、一週間に一度は何もしな
い日をつくるなどしました。早めに自分なりの勉強法を見つけてい日をつくるなどしました。早めに自分なりの勉強法を見つけて
計画的に行えば、あせることなく取り組めると思います。計画的に行えば、あせることなく取り組めると思います。

　公務員試験に関する情報を気軽に
質問できる環境が整っていたという
点や、面接練習等もカリキュラムの
中にしっかり組み込まれていた点が
とてもよかったと思います。また、独
学とは違って常に周りに高い意識を
もって取り組んでいる受講生が多い
ので、自分も頑張らないといけないと
いう気持ちを常に持ち続けることがで
きた点が一番よかったと思います。
　私自身、なんとなく目標がないまま
学習を始めてしまったので、公務員と
して何をしていきたいのか具体的な
目標をもってから取り組むと、何を勉
強していけばいいか計画をしっかり
立てることができると思います。また、
周りに左右されないようにすることも大切だと思います。私は、勉
強を長時間することが苦手だったので、一週間に一度は何もしな
い日をつくるなどしました。早めに自分なりの勉強法を見つけて
計画的に行えば、あせることなく取り組めると思います。

2018年度

鹿児島校 山本　洋夢さん ～鹿児島大学～

現役合格

　福岡市上級（行政事務[行政]） 最終合格

『何より最後まで諦めないことが重要』
　アカデミーで直接講義を受けること　アカデミーで直接講義を受けること
で、参考書をただ読むより頭に入りやで、参考書をただ読むより頭に入りや
すいと感じました。また、最新の時事すいと感じました。また、最新の時事
と関連させて説明してくださったり、教と関連させて説明してくださったり、教
科書に書いていないことや、難しい表科書に書いていないことや、難しい表
現もより噛み砕いてわかりやすく教え現もより噛み砕いてわかりやすく教え
てもらえました。そして、個人的な面てもらえました。そして、個人的な面
談や、様々な要望に対しても一つ一談や、様々な要望に対しても一つ一
つ丁寧に対応してもらえたこと、多くつ丁寧に対応してもらえたこと、多く
の試験情報を得られたこと、何度もの試験情報を得られたこと、何度も
面接練習してもらえたことなど、非常面接練習してもらえたことなど、非常
に有り難かったです。に有り難かったです。
　受験生活では、モチベーションを維　受験生活では、モチベーションを維
持できなかったり、模試の結果で一持できなかったり、模試の結果で一
喜一憂してしまうこともあると思いま喜一憂してしまうこともあると思いま
す。私自身、最後まで模試で良い結す。私自身、最後まで模試で良い結
果を出せず、もう無理かもしれないと諦めかけていましたが、試果を出せず、もう無理かもしれないと諦めかけていましたが、試
験日まで可能な限り問題を多く解くよう心がけ、その結果、一次験日まで可能な限り問題を多く解くよう心がけ、その結果、一次
試験は全部合格することができました。模試の結果などは気にせ試験は全部合格することができました。模試の結果などは気にせ
ず、勉強した内容をしっかり頭に入れることが大切だと思います。ず、勉強した内容をしっかり頭に入れることが大切だと思います。

　アカデミーで直接講義を受けること
で、参考書をただ読むより頭に入りや
すいと感じました。また、最新の時事
と関連させて説明してくださったり、教
科書に書いていないことや、難しい表
現もより噛み砕いてわかりやすく教え
てもらえました。そして、個人的な面
談や、様々な要望に対しても一つ一
つ丁寧に対応してもらえたこと、多く
の試験情報を得られたこと、何度も
面接練習してもらえたことなど、非常
に有り難かったです。
　受験生活では、モチベーションを維
持できなかったり、模試の結果で一
喜一憂してしまうこともあると思いま
す。私自身、最後まで模試で良い結
果を出せず、もう無理かもしれないと諦めかけていましたが、試
験日まで可能な限り問題を多く解くよう心がけ、その結果、一次
試験は全部合格することができました。模試の結果などは気にせ
ず、勉強した内容をしっかり頭に入れることが大切だと思います。

現役合格

2018年度

鹿児島校 竹山　幸那さん ～鹿児島大学～

～鹿児島大学～森本　由香里さん～鹿児島大学～

『焦らず自分のペースで』 『受講生第一の環境で集中できました』
　熊本県で公務員として働くことがずっと私の目標でした。他にも国家総　熊本県で公務員として働くことがずっと私の目標でした。他にも国家総
合職と国家一般職も受験し、最終合格ことを頂くことができました。私の合職と国家一般職も受験し、最終合格ことを頂くことができました。私の
場合、受験期間中、将来どの採用先で働きたいかとても悩んでおり、そ場合、受験期間中、将来どの採用先で働きたいかとても悩んでおり、そ
れが逆にどこの面接を受けるときにも、「ここで働きたい」という気持ちでれが逆にどこの面接を受けるときにも、「ここで働きたい」という気持ちで
話すことができたのが、最終合格につながったのではないかと考えます。話すことができたのが、最終合格につながったのではないかと考えます。
　東京アカデミーはとにかく講義がわかりやすかったです。私は、歴史や　東京アカデミーはとにかく講義がわかりやすかったです。私は、歴史や
物理などほとんど勉強したことのない分野が不安で入会したのですが、物理などほとんど勉強したことのない分野が不安で入会したのですが、
最速で理解することが出来たと思います。また、事務の方もとても親身に最速で理解することが出来たと思います。また、事務の方もとても親身に
なって話を聞いてくださり、試験が近づくにつれ増す不安を何度も和らげなって話を聞いてくださり、試験が近づくにつれ増す不安を何度も和らげ
ていただきました。受講生第一という風潮が自分自身は試験対策に集中ていただきました。受講生第一という風潮が自分自身は試験対策に集中
できることにつながり、とてもよい環境だったと思います。できることにつながり、とてもよい環境だったと思います。
　また、面接に関しては、アルバイトやボランティア、研究など色々なこと　また、面接に関しては、アルバイトやボランティア、研究など色々なこと
をしておきましょう。そして、頑張ってきたことを面接官にアピールするべをしておきましょう。そして、頑張ってきたことを面接官にアピールするべ
きです。こんなに自分のことを話せる機会もなかなかありませんし、面接きです。こんなに自分のことを話せる機会もなかなかありませんし、面接
が楽しくなると思いますよ。が楽しくなると思いますよ。

　熊本県で公務員として働くことがずっと私の目標でした。他にも国家総
合職と国家一般職も受験し、最終合格ことを頂くことができました。私の
場合、受験期間中、将来どの採用先で働きたいかとても悩んでおり、そ
れが逆にどこの面接を受けるときにも、「ここで働きたい」という気持ちで
話すことができたのが、最終合格につながったのではないかと考えます。
　東京アカデミーはとにかく講義がわかりやすかったです。私は、歴史や
物理などほとんど勉強したことのない分野が不安で入会したのですが、
最速で理解することが出来たと思います。また、事務の方もとても親身に
なって話を聞いてくださり、試験が近づくにつれ増す不安を何度も和らげ
ていただきました。受講生第一という風潮が自分自身は試験対策に集中
できることにつながり、とてもよい環境だったと思います。
　また、面接に関しては、アルバイトやボランティア、研究など色々なこと
をしておきましょう。そして、頑張ってきたことを面接官にアピールするべ
きです。こんなに自分のことを話せる機会もなかなかありませんし、面接
が楽しくなると思いますよ。

　熊本県上級（農学） 最終合格2018年度

現役合格
現役合格

仕事も友達と一緒に仕事も友達と一緒に

　　　　がんばります!
　　　　がんばります!仕事も友達と一緒に

　　　　がんばります!
　熊本県上級（農学） 最終合格2018年度

鹿児島校 金柿　千夏さん 鹿児島校

　いつもとは違う環境で勉強ができるので切り替えができる点、どこが重　いつもとは違う環境で勉強ができるので切り替えができる点、どこが重
要なのかに着目点をおいて勉強を進めることができる点、また、情報収要なのかに着目点をおいて勉強を進めることができる点、また、情報収
集量が多い点など東京アカデミーに通ってよかったと思うことはたくさん集量が多い点など東京アカデミーに通ってよかったと思うことはたくさん
あります。あります。
　講義では、自分の分からない分野を特に詳しくノートにまとめ、黒板に　講義では、自分の分からない分野を特に詳しくノートにまとめ、黒板に
書いていない先生の言葉などもメモとして残しました。模試では悪い結果書いていない先生の言葉などもメモとして残しました。模試では悪い結果
が続いても、あまり気にせず、なぜ間違ったのかをしっかり考えました。が続いても、あまり気にせず、なぜ間違ったのかをしっかり考えました。
　勉強は、焦らず自分のペースですることが大切だと思います。私自身、　勉強は、焦らず自分のペースですることが大切だと思います。私自身、
周りの人と比べてしまったり、試験日が近づくにつれて焦って勉強をして周りの人と比べてしまったり、試験日が近づくにつれて焦って勉強をして
しまいました。そうすると、本当に重要な勉強でのポイントを見逃したり、しまいました。そうすると、本当に重要な勉強でのポイントを見逃したり、
頭に入らなくなったりしたので、周りを見ることも大切ですが、見過ぎるこ頭に入らなくなったりしたので、周りを見ることも大切ですが、見過ぎるこ
ともよくないです。ともよくないです。
　高校まで熊本で育ち、熊本の街並み、人、食べ物など様々なものが好　高校まで熊本で育ち、熊本の街並み、人、食べ物など様々なものが好
きです。熊本で働くことで、私もこの魅力的な熊本をつくっていく一助となきです。熊本で働くことで、私もこの魅力的な熊本をつくっていく一助とな
りたいと思います。りたいと思います。

　いつもとは違う環境で勉強ができるので切り替えができる点、どこが重
要なのかに着目点をおいて勉強を進めることができる点、また、情報収
集量が多い点など東京アカデミーに通ってよかったと思うことはたくさん
あります。
　講義では、自分の分からない分野を特に詳しくノートにまとめ、黒板に
書いていない先生の言葉などもメモとして残しました。模試では悪い結果
が続いても、あまり気にせず、なぜ間違ったのかをしっかり考えました。
　勉強は、焦らず自分のペースですることが大切だと思います。私自身、
周りの人と比べてしまったり、試験日が近づくにつれて焦って勉強をして
しまいました。そうすると、本当に重要な勉強でのポイントを見逃したり、
頭に入らなくなったりしたので、周りを見ることも大切ですが、見過ぎるこ
ともよくないです。
　高校まで熊本で育ち、熊本の街並み、人、食べ物など様々なものが好
きです。熊本で働くことで、私もこの魅力的な熊本をつくっていく一助とな
りたいと思います。

　広島県上級 行政（一般事務Ａ） 最終合格

『実感!ただ一方的に授業を提供されるわけじゃない!』
　私の兄も東京アカデミーに通い、公　私の兄も東京アカデミーに通い、公
務員になりました。務員になりました。
　私は、大学在学中に大学内の公務　私は、大学在学中に大学内の公務
員講座で対策を行いましたが、授業員講座で対策を行いましたが、授業
をして、あとは学生にお任せ、というをして、あとは学生にお任せ、という
ような環境でした。しかし、東京アカような環境でした。しかし、東京アカ
デミーは、事務局の方々を中心としたデミーは、事務局の方々を中心とした
生徒へのアフターフォローが素晴らし生徒へのアフターフォローが素晴らし
く、勉強法について相談に乗っていたく、勉強法について相談に乗っていた
だいたり、授業に欠席したときは、声だいたり、授業に欠席したときは、声
をかけていただいたりと、一方的に授をかけていただいたりと、一方的に授
業を提供するだけではないんだとい業を提供するだけではないんだとい
うことを実感しました。うことを実感しました。
　尚、私は、面接が決まったら、とに　尚、私は、面接が決まったら、とに
かく毎日面接練習を入れました。かく毎日面接練習を入れました。
色々な先生方に練習してもらい、意色々な先生方に練習してもらい、意
見を頂くようにしました。本番では、色々と取り繕うことなく、自分見を頂くようにしました。本番では、色々と取り繕うことなく、自分
の思っていることを素直に答えるようにし、自分がなぜ広島県での思っていることを素直に答えるようにし、自分がなぜ広島県で
働きたいのかを考えるとともに、自分の人となりをしっかり分析す働きたいのかを考えるとともに、自分の人となりをしっかり分析す
ることを重視した結果、最終合格できたのではないかと思います。ることを重視した結果、最終合格できたのではないかと思います。

　私の兄も東京アカデミーに通い、公
務員になりました。
　私は、大学在学中に大学内の公務
員講座で対策を行いましたが、授業
をして、あとは学生にお任せ、という
ような環境でした。しかし、東京アカ
デミーは、事務局の方々を中心とした
生徒へのアフターフォローが素晴らし
く、勉強法について相談に乗っていた
だいたり、授業に欠席したときは、声
をかけていただいたりと、一方的に授
業を提供するだけではないんだとい
うことを実感しました。
　尚、私は、面接が決まったら、とに
かく毎日面接練習を入れました。
色々な先生方に練習してもらい、意
見を頂くようにしました。本番では、色々と取り繕うことなく、自分
の思っていることを素直に答えるようにし、自分がなぜ広島県で
働きたいのかを考えるとともに、自分の人となりをしっかり分析す
ることを重視した結果、最終合格できたのではないかと思います。

2018年度

鹿児島校 太田　真隆さん ～広島大学～

『東アカで出会った友人と頑張れました！』

現役合格

鹿児島校 福田　千聖さん ～鹿児島大学～

　日置市一般事務Ａ　　　　　　最終合格2018年度 （大学新卒者）

　日置市は親戚も住んでおり馴染み　日置市は親戚も住んでおり馴染み
があったことと、大学の講義の中で、があったことと、大学の講義の中で、
日置市役所の方の話を聴いたり、日日置市役所の方の話を聴いたり、日
置市が運営する施設を訪れたりする置市が運営する施設を訪れたりする
機会があり、日置市の取り組みに興機会があり、日置市の取り組みに興
味を持っていたことから受験を決め味を持っていたことから受験を決め
ました。ました。
　尚、日置市役所の試験では、三度　尚、日置市役所の試験では、三度
面接があったのですが、東アカでの面接があったのですが、東アカでの
面接練習でアドバイスされたことを取面接練習でアドバイスされたことを取
り入れながら、自分の言葉で伝えらり入れながら、自分の言葉で伝えら
れるように繰り返し練習しました。練れるように繰り返し練習しました。練
習の甲斐もあり実際の面接のときに習の甲斐もあり実際の面接のときに
は、焦らず緊張せずに受け答えするは、焦らず緊張せずに受け答えする
ことができました。ことができました。
　講義は、できるだけ休まずに真面　講義は、できるだけ休まずに真面
目に取り組み、得意な科目と苦手な科目を時間を決めて交互に目に取り組み、得意な科目と苦手な科目を時間を決めて交互に
勉強し、気分を変えながらメリハリをつけるようにも心がけました。勉強し、気分を変えながらメリハリをつけるようにも心がけました。
　アカデミーで授業を受けられたことと、アカデミーを通して友達　アカデミーで授業を受けられたことと、アカデミーを通して友達
もでき、一緒に頑張ることができたことがとても良かったです。もでき、一緒に頑張ることができたことがとても良かったです。

　日置市は親戚も住んでおり馴染み
があったことと、大学の講義の中で、
日置市役所の方の話を聴いたり、日
置市が運営する施設を訪れたりする
機会があり、日置市の取り組みに興
味を持っていたことから受験を決め
ました。
　尚、日置市役所の試験では、三度
面接があったのですが、東アカでの
面接練習でアドバイスされたことを取
り入れながら、自分の言葉で伝えら
れるように繰り返し練習しました。練
習の甲斐もあり実際の面接のときに
は、焦らず緊張せずに受け答えする
ことができました。
　講義は、できるだけ休まずに真面
目に取り組み、得意な科目と苦手な科目を時間を決めて交互に
勉強し、気分を変えながらメリハリをつけるようにも心がけました。
　アカデミーで授業を受けられたことと、アカデミーを通して友達
もでき、一緒に頑張ることができたことがとても良かったです。

　熊本県上級（総合土木） 最終合格

『他ではできなかった集団討論対策』

2018年度

鹿児島校 有水　正剛さん ～鹿児島大学～

現役合格

　私が最終合格できたポイントは、集　私が最終合格できたポイントは、集
団討論を前もって東アカで練習でき団討論を前もって東アカで練習でき
たことだと思います。熊本県を受けてたことだと思います。熊本県を受けて
いた他の人たちは、練習していないいた他の人たちは、練習していない
感じで、みんな緊張していましたが、感じで、みんな緊張していましたが、
私は練習していたので落ち着いて討私は練習していたので落ち着いて討
論を進めることができました。集団討論を進めることができました。集団討
論は、他ではできなかったので本当論は、他ではできなかったので本当
によかったです。によかったです。
　私は、大学3年生の4月頃から東ア　私は、大学3年生の4月頃から東ア
カに入会して勉強しましたが、大学がカに入会して勉強しましたが、大学が
まだ余裕もあるこの早い時期に一番まだ余裕もあるこの早い時期に一番
重要な一般知能分野を中心にしっか重要な一般知能分野を中心にしっか
り学ぶことができたのでよかったです。り学ぶことができたのでよかったです。
　大学の夏休みなど勉強にやる気が　大学の夏休みなど勉強にやる気が
起きないと思いますが、毎日少しでも起きないと思いますが、毎日少しでも
やることが大切ですし、たまには息抜きもすべきだと感じました。やることが大切ですし、たまには息抜きもすべきだと感じました。
　本番前など、精神的にも不安になり、辛くなると思いますが、東　本番前など、精神的にも不安になり、辛くなると思いますが、東
アカでの勉強量は他の人たちと比べたら大きく上回っていると思アカでの勉強量は他の人たちと比べたら大きく上回っていると思
うので、自信を持って受験できると思います！　うので、自信を持って受験できると思います！　

　私が最終合格できたポイントは、集
団討論を前もって東アカで練習でき
たことだと思います。熊本県を受けて
いた他の人たちは、練習していない
感じで、みんな緊張していましたが、
私は練習していたので落ち着いて討
論を進めることができました。集団討
論は、他ではできなかったので本当
によかったです。
　私は、大学3年生の4月頃から東ア
カに入会して勉強しましたが、大学が
まだ余裕もあるこの早い時期に一番
重要な一般知能分野を中心にしっか
り学ぶことができたのでよかったです。
　大学の夏休みなど勉強にやる気が
起きないと思いますが、毎日少しでも
やることが大切ですし、たまには息抜きもすべきだと感じました。
　本番前など、精神的にも不安になり、辛くなると思いますが、東
アカでの勉強量は他の人たちと比べたら大きく上回っていると思
うので、自信を持って受験できると思います！　



　熊本県上級（教育行政） 最終合格

『頑張れたのは仲間の存在』

2018年度

鹿児島校 永野　貴子さん ～鹿児島大学～

現役合格

　東京アカデミー選んで本当に良　東京アカデミー選んで本当に良
かったことは、何より一緒に頑張る仲かったことは、何より一緒に頑張る仲
間が近くにたくさんいたこと、経験豊間が近くにたくさんいたこと、経験豊
富な先生方に何でも相談できたこと富な先生方に何でも相談できたこと
です。また、面接練習もこれでもかとです。また、面接練習もこれでもかと
いうくらいにしてもらい、本当に自信いうくらいにしてもらい、本当に自信
になりました。自分の話している様子になりました。自分の話している様子
をビデオに撮って客観的に見れたこをビデオに撮って客観的に見れたこ
とも本当に良かったです。そして、私とも本当に良かったです。そして、私
は、飽き性なので、勉強する場所をは、飽き性なので、勉強する場所を
変えることができたことは、とても大変えることができたことは、とても大
きかったです。きかったです。
　学習する面でのアドバイスですが、　学習する面でのアドバイスですが、
一緒に頑張る仲間を見つけて苦労を一緒に頑張る仲間を見つけて苦労を
分かち合いながら頑張ってほしいと分かち合いながら頑張ってほしいと
思います。そして面接対策としては、いろいろなボランティアに参思います。そして面接対策としては、いろいろなボランティアに参
加すると必ずどこかでその経験が生かせると思います。また、毎加すると必ずどこかでその経験が生かせると思います。また、毎
日図書館で新聞を読んで帰ることもルーティーンにしていました。日図書館で新聞を読んで帰ることもルーティーンにしていました。
合格目指して頑張ってください!!合格目指して頑張ってください!!

　東京アカデミー選んで本当に良
かったことは、何より一緒に頑張る仲
間が近くにたくさんいたこと、経験豊
富な先生方に何でも相談できたこと
です。また、面接練習もこれでもかと
いうくらいにしてもらい、本当に自信
になりました。自分の話している様子
をビデオに撮って客観的に見れたこ
とも本当に良かったです。そして、私
は、飽き性なので、勉強する場所を
変えることができたことは、とても大
きかったです。
　学習する面でのアドバイスですが、
一緒に頑張る仲間を見つけて苦労を
分かち合いながら頑張ってほしいと
思います。そして面接対策としては、いろいろなボランティアに参
加すると必ずどこかでその経験が生かせると思います。また、毎
日図書館で新聞を読んで帰ることもルーティーンにしていました。
合格目指して頑張ってください!!

　八代市上級（事務職） 最終合格

『東アカだと自然と向上心＆やる気が上がりました』
　東京アカデミーに通っている受講生　東京アカデミーに通っている受講生
は、レベルや意識が高く、大学の公は、レベルや意識が高く、大学の公
務員講座のように途中で諦めて通わ務員講座のように途中で諦めて通わ
なくなるという受講生は非常に少なく、なくなるという受講生は非常に少なく、
自分も自然と向上心や、やる気が上自分も自然と向上心や、やる気が上
がってくるのが良かったと思います。がってくるのが良かったと思います。
　公務員試験は、今までの高校、大　公務員試験は、今までの高校、大
学受験とは違い、誰かが計画を立て学受験とは違い、誰かが計画を立て
て受験勉強させるのではなく、自分自て受験勉強させるのではなく、自分自
身でしなければなりません。なので、身でしなければなりません。なので、
ますはしっかり自分の勉強計画を立ますはしっかり自分の勉強計画を立
てて、勉強することが一番だと私は思てて、勉強することが一番だと私は思
います。います。
　また、勉強をしすぎて自分自身を追　また、勉強をしすぎて自分自身を追
い込むのも良くないです。たまには身い込むのも良くないです。たまには身
体を動かしたり、友人と遊んだりと、体を動かしたり、友人と遊んだりと、
息抜きも必要です。なのでＯＮとＯＦＦをしっかり分けることも合格息抜きも必要です。なのでＯＮとＯＦＦをしっかり分けることも合格
するための一つです。するための一つです。
　あとは、最後まで自分を信じて諦めないことで合格できると思い　あとは、最後まで自分を信じて諦めないことで合格できると思い
ます。ます。

　東京アカデミーに通っている受講生
は、レベルや意識が高く、大学の公
務員講座のように途中で諦めて通わ
なくなるという受講生は非常に少なく、
自分も自然と向上心や、やる気が上
がってくるのが良かったと思います。
　公務員試験は、今までの高校、大
学受験とは違い、誰かが計画を立て
て受験勉強させるのではなく、自分自
身でしなければなりません。なので、
ますはしっかり自分の勉強計画を立
てて、勉強することが一番だと私は思
います。
　また、勉強をしすぎて自分自身を追
い込むのも良くないです。たまには身
体を動かしたり、友人と遊んだりと、
息抜きも必要です。なのでＯＮとＯＦＦをしっかり分けることも合格
するための一つです。
　あとは、最後まで自分を信じて諦めないことで合格できると思い
ます。

2018年度

鹿児島校 豊田　祥馬さん ～鹿児島大学～

現役合格

　霧島市（一般事務Ａ） 最終合格

『人生のターニングポイントを楽しみながら頑張ろう』
　アカデミーでは、自分の志望先の出　アカデミーでは、自分の志望先の出
題傾向を知ることができ、それに合わ題傾向を知ることができ、それに合わ
せた勉強ができました。毎回講義にせた勉強ができました。毎回講義に
は出席するようにしており、テキストもは出席するようにしており、テキストも
過去の出題傾向が踏まえた内容でし過去の出題傾向が踏まえた内容でし
たので、他にテキストを買うことはせたので、他にテキストを買うことはせ
ず、自習でも、アカデミーのテキストをず、自習でも、アカデミーのテキストを
ひたすら何周もこなしていました。ひたすら何周もこなしていました。
　私は、講義開始前までに5時間、講　私は、講義開始前までに5時間、講
義後に3時間勉強するようにしており、義後に3時間勉強するようにしており、
2月まで基礎を固め、そこからは応用2月まで基礎を固め、そこからは応用
をしつつ、抜けていた基礎を埋めていをしつつ、抜けていた基礎を埋めてい
くような感じで勉強しました。くような感じで勉強しました。
　二次試験対策では、先生方にアド　二次試験対策では、先生方にアド
バイスをいただいたことをもとに、友バイスをいただいたことをもとに、友
達や先輩、後輩と、様々な人を相手達や先輩、後輩と、様々な人を相手
に何度も面接練習をこなしました。に何度も面接練習をこなしました。
　現役生の方は、企業志望の同級生が、早めに就職先が決まり　現役生の方は、企業志望の同級生が、早めに就職先が決まり
焦るかもしれませんが、数カ月で一生が決まる人生のターニング焦るかもしれませんが、数カ月で一生が決まる人生のターニング
ポイントを楽しみながら頑張ってください。ポイントを楽しみながら頑張ってください。

　アカデミーでは、自分の志望先の出
題傾向を知ることができ、それに合わ
せた勉強ができました。毎回講義に
は出席するようにしており、テキストも
過去の出題傾向が踏まえた内容でし
たので、他にテキストを買うことはせ
ず、自習でも、アカデミーのテキストを
ひたすら何周もこなしていました。
　私は、講義開始前までに5時間、講
義後に3時間勉強するようにしており、
2月まで基礎を固め、そこからは応用
をしつつ、抜けていた基礎を埋めてい
くような感じで勉強しました。
　二次試験対策では、先生方にアド
バイスをいただいたことをもとに、友
達や先輩、後輩と、様々な人を相手
に何度も面接練習をこなしました。
　現役生の方は、企業志望の同級生が、早めに就職先が決まり
焦るかもしれませんが、数カ月で一生が決まる人生のターニング
ポイントを楽しみながら頑張ってください。

2018年度

鹿児島校 池ノ上　将士さん ～鹿児島大学～

現役合格

　霧島市（一般事務Ａ） 最終合格

『同じ悩みを持つ友達に支えられ合格できました』
　分からないことをすぐに聞けて解決　分からないことをすぐに聞けて解決
できたことが、東京アカデミーに通っできたことが、東京アカデミーに通っ
て良かったと思う点です。また、公務て良かったと思う点です。また、公務
員合格を目指す友達ができるので、員合格を目指す友達ができるので、
同じ悩みを共有し、相談できることは、同じ悩みを共有し、相談できることは、
精神的にとても支えになりました。精神的にとても支えになりました。
　私は、模試や本試験でなかなか思　私は、模試や本試験でなかなか思
うように結果が出ず、精神的にとてもうように結果が出ず、精神的にとても
きついことが多く、事務局の方に個別きついことが多く、事務局の方に個別
に相談に乗ってもらったりしていましに相談に乗ってもらったりしていまし
た。そして、最後まであきらめずに頑た。そして、最後まであきらめずに頑
張ったことが合格へつながったと身に張ったことが合格へつながったと身に
染みて感じました。染みて感じました。
　勉強をしていく中で、周りと比べてし　勉強をしていく中で、周りと比べてし
まうこともあるかと思いますが、比べまうこともあるかと思いますが、比べ
ることで落ち込むのではなく、追いつることで落ち込むのではなく、追いつ
く、追い越すぐらいの前向きな気持ちで臨むことが大切だと思いく、追い越すぐらいの前向きな気持ちで臨むことが大切だと思い
ます。また、東京アカデミーでできた友達は、同じ悩みを持つ者とます。また、東京アカデミーでできた友達は、同じ悩みを持つ者と
して、絶対に支えになります。長期間の戦いとなると思いますが、して、絶対に支えになります。長期間の戦いとなると思いますが、
最後まであきらめずに頑張ってください。最後まであきらめずに頑張ってください。

　分からないことをすぐに聞けて解決
できたことが、東京アカデミーに通っ
て良かったと思う点です。また、公務
員合格を目指す友達ができるので、
同じ悩みを共有し、相談できることは、
精神的にとても支えになりました。
　私は、模試や本試験でなかなか思
うように結果が出ず、精神的にとても
きついことが多く、事務局の方に個別
に相談に乗ってもらったりしていまし
た。そして、最後まであきらめずに頑
張ったことが合格へつながったと身に
染みて感じました。
　勉強をしていく中で、周りと比べてし
まうこともあるかと思いますが、比べ
ることで落ち込むのではなく、追いつ
く、追い越すぐらいの前向きな気持ちで臨むことが大切だと思い
ます。また、東京アカデミーでできた友達は、同じ悩みを持つ者と
して、絶対に支えになります。長期間の戦いとなると思いますが、
最後まであきらめずに頑張ってください。

2018年度

鹿児島校 永田　恵さん ～鹿児島県立短期大学～

　熊本県上級（行政） 最終合格

『すべての面において東アカを活用』
　勉強に使用していた教材は、東京　勉強に使用していた教材は、東京
アカデミーで頂いたものだけです。講アカデミーで頂いたものだけです。講
義や模試もほとんど受けていました。義や模試もほとんど受けていました。
その他にも自習室や面接カード・ＥＳその他にも自習室や面接カード・ＥＳ
添削、面接練習、集団討論練習など、添削、面接練習、集団討論練習など、
東京アカデミーを利用できるものはで東京アカデミーを利用できるものはで
きるだけ利用しました。きるだけ利用しました。
　地元の熊本で働きたく熊本県を受　地元の熊本で働きたく熊本県を受
けましたが、合格できたポイントとして、けましたが、合格できたポイントとして、
熊本県の出題問題に絞って勉強法を熊本県の出題問題に絞って勉強法を
切り替えたことだと思います。切り替えたことだと思います。
　3月までは、講義を中心にし、学ん　3月までは、講義を中心にし、学ん
だことはその日のうちに復習するようだことはその日のうちに復習するよう
にしていました。4月からは、出たＤＡにしていました。4月からは、出たＤＡ
ＴＡ問を中心に問題を繰り返し解くようＴＡ問を中心に問題を繰り返し解くよう
にしていました。個人的には、出たＤにしていました。個人的には、出たＤ
ＡＴＡ問を3周以上すれば、かなり固まるんじゃないかと思います。ＡＴＡ問を3周以上すれば、かなり固まるんじゃないかと思います。
　面接に関しては、大学で何もしてないな、という人は、早めにボ　面接に関しては、大学で何もしてないな、という人は、早めにボ
ランティアなど経験しておいた方が、話のネタは作れると思います。ランティアなど経験しておいた方が、話のネタは作れると思います。

　勉強に使用していた教材は、東京
アカデミーで頂いたものだけです。講
義や模試もほとんど受けていました。
その他にも自習室や面接カード・ＥＳ
添削、面接練習、集団討論練習など、
東京アカデミーを利用できるものはで
きるだけ利用しました。
　地元の熊本で働きたく熊本県を受
けましたが、合格できたポイントとして、
熊本県の出題問題に絞って勉強法を
切り替えたことだと思います。
　3月までは、講義を中心にし、学ん
だことはその日のうちに復習するよう
にしていました。4月からは、出たＤＡ
ＴＡ問を中心に問題を繰り返し解くよう
にしていました。個人的には、出たＤ
ＡＴＡ問を3周以上すれば、かなり固まるんじゃないかと思います。
　面接に関しては、大学で何もしてないな、という人は、早めにボ
ランティアなど経験しておいた方が、話のネタは作れると思います。

2018年度

鹿児島校 坂本　琢さん ～鹿児島大学～

現役合格現役合格

　大隅肝属地区消防組合（消防職員） 最終合格

『本試験に近い緊張感の中で問題演習をしよう』
　私は、地元で消防職員として働きた　私は、地元で消防職員として働きた
いと思っていたため志望していましたいと思っていたため志望していました
が、先輩の助言と、独学では厳しそうが、先輩の助言と、独学では厳しそう
であったため東京アカデミーに入会しであったため東京アカデミーに入会し
ました。ました。
　講義では、ノートではなく、直接教　講義では、ノートではなく、直接教
科書に書き込むようにしていました。科書に書き込むようにしていました。
そして、出たＤＡＴＡ問を使って、そのそして、出たＤＡＴＡ問を使って、その
日学んだところをしっかり解くように心日学んだところをしっかり解くように心
掛けました。掛けました。
　自主学習については、午前中に集　自主学習については、午前中に集
中的に勉強することを毎日続けまし中的に勉強することを毎日続けまし
たが、これは、本番の試験が午前中たが、これは、本番の試験が午前中
ということもあり、それを意識した対ということもあり、それを意識した対
策になります。策になります。
　公務員試験の教養科目には、高校　公務員試験の教養科目には、高校
で選択していなかった科目も出題されますが、そのような科目よで選択していなかった科目も出題されますが、そのような科目よ
りも、自信のある得意科目を100％にするつもりで対策をした方がりも、自信のある得意科目を100％にするつもりで対策をした方が
気持ちが楽でした。模擬試験や自主学習など、緊張感のある中気持ちが楽でした。模擬試験や自主学習など、緊張感のある中
で問題を解く練習をしておけば大丈夫だと思います！で問題を解く練習をしておけば大丈夫だと思います！

　私は、地元で消防職員として働きた
いと思っていたため志望していました
が、先輩の助言と、独学では厳しそう
であったため東京アカデミーに入会し
ました。
　講義では、ノートではなく、直接教
科書に書き込むようにしていました。
そして、出たＤＡＴＡ問を使って、その
日学んだところをしっかり解くように心
掛けました。
　自主学習については、午前中に集
中的に勉強することを毎日続けまし
たが、これは、本番の試験が午前中
ということもあり、それを意識した対
策になります。
　公務員試験の教養科目には、高校
で選択していなかった科目も出題されますが、そのような科目よ
りも、自信のある得意科目を100％にするつもりで対策をした方が
気持ちが楽でした。模擬試験や自主学習など、緊張感のある中
で問題を解く練習をしておけば大丈夫だと思います！

2018年度

鹿児島校 枦木　隆宏さん ～鹿児島大学～

現役合格

　薩摩川内市上級（一般事務） 最終合格

『“出たＤＡＴＡ問”は合格のための必須アイテム』
　友人に勧められて東京アカデミーで　友人に勧められて東京アカデミーで
勉強することにしました。東アカは、勉強することにしました。東アカは、
過去の試験の結果と、その対策が資過去の試験の結果と、その対策が資
料としてまとめられているので、非常料としてまとめられているので、非常
にためになりました。にためになりました。
　一次対策として、出たＤＡＴＡ問が本　一次対策として、出たＤＡＴＡ問が本
当に役立ったと思います。私は、とに当に役立ったと思います。私は、とに
かく出たＤＡＴＡ問をひたすら解いてかく出たＤＡＴＡ問をひたすら解いて
いましたが、何度も繰り返し解くこといましたが、何度も繰り返し解くこと
が、合格への近道だと思います。が、合格への近道だと思います。
　二次対策は、何度も東アカに通い、　二次対策は、何度も東アカに通い、
面接指導を行っていただきました。な面接指導を行っていただきました。な
かなか結果がついて来ず、公務員とかなか結果がついて来ず、公務員と
しての就職が決まっていなかった僕しての就職が決まっていなかった僕
を先生方は、全力でサポートしてくだを先生方は、全力でサポートしてくだ
さいました。さいました。
　最終合格できたポイントは、最後まで諦めずに行動し続けたこ　最終合格できたポイントは、最後まで諦めずに行動し続けたこ
とです。これから受験される方も、最後まで諦めずに頑張ってくだとです。これから受験される方も、最後まで諦めずに頑張ってくだ
さい。さい。

　友人に勧められて東京アカデミーで
勉強することにしました。東アカは、
過去の試験の結果と、その対策が資
料としてまとめられているので、非常
にためになりました。
　一次対策として、出たＤＡＴＡ問が本
当に役立ったと思います。私は、とに
かく出たＤＡＴＡ問をひたすら解いて
いましたが、何度も繰り返し解くこと
が、合格への近道だと思います。
　二次対策は、何度も東アカに通い、
面接指導を行っていただきました。な
かなか結果がついて来ず、公務員と
しての就職が決まっていなかった僕
を先生方は、全力でサポートしてくだ
さいました。
　最終合格できたポイントは、最後まで諦めずに行動し続けたこ
とです。これから受験される方も、最後まで諦めずに頑張ってくだ
さい。

2018年度

鹿児島校 満枝　翔矢さん

現役合格

～鹿児島大学～

　日置市（一般事務Ｃ） 最終合格

『講義の復習と計画的な学習が大切』
　私は、予習はせず、講義で先生方　私は、予習はせず、講義で先生方
の話をよく聞き、メモをとることと、復の話をよく聞き、メモをとることと、復
習をすることを重視しました。講義に習をすることを重視しました。講義に
は、できる限り出席し、テキストは、東は、できる限り出席し、テキストは、東
京アカデミーのもののみを活用する京アカデミーのもののみを活用する
ようにしました。始めて学ぶ科目もあようにしました。始めて学ぶ科目もあ
りましたが、熱心に先生方が講義しりましたが、熱心に先生方が講義し
てくださったのでとても分かりやすてくださったのでとても分かりやす
かったです。かったです。
　また、面接練習の時には的確な指　また、面接練習の時には的確な指
導をしていただいたおかげで、本番導をしていただいたおかげで、本番
は落ち着いて答えることができました。は落ち着いて答えることができました。
　悩みを抱えた時には事務局に行くと、　悩みを抱えた時には事務局に行くと、
親身に聞いてくださり、アドバイスを親身に聞いてくださり、アドバイスを
いただけたので、非常に心強く、モチいただけたので、非常に心強く、モチ
ベーションの維持にもつながりました。ベーションの維持にもつながりました。
　勉強は、講義の復習と計画的な学習が大切ですが、最終合格　勉強は、講義の復習と計画的な学習が大切ですが、最終合格
をもらうまでは、長い闘いなので、心が折れてしまうこともあるとをもらうまでは、長い闘いなので、心が折れてしまうこともあると
思います。息抜きをしたりして最後まであきらめずに頑張ってくだ思います。息抜きをしたりして最後まであきらめずに頑張ってくだ
さい。　さい。　

　私は、予習はせず、講義で先生方
の話をよく聞き、メモをとることと、復
習をすることを重視しました。講義に
は、できる限り出席し、テキストは、東
京アカデミーのもののみを活用する
ようにしました。始めて学ぶ科目もあ
りましたが、熱心に先生方が講義し
てくださったのでとても分かりやす
かったです。
　また、面接練習の時には的確な指
導をしていただいたおかげで、本番
は落ち着いて答えることができました。
　悩みを抱えた時には事務局に行くと、
親身に聞いてくださり、アドバイスを
いただけたので、非常に心強く、モチ
ベーションの維持にもつながりました。
　勉強は、講義の復習と計画的な学習が大切ですが、最終合格
をもらうまでは、長い闘いなので、心が折れてしまうこともあると
思います。息抜きをしたりして最後まであきらめずに頑張ってくだ
さい。　

2018年度

鹿児島校 吉村　友里さん ～鹿児島大学～

現役合格

　長崎県上級（行政） 最終合格

『東京アカデミーのすべてを活用して合格しました』
　東京アカデミーに通って、独学では　東京アカデミーに通って、独学では
理解するのに時間がかかるポイント理解するのに時間がかかるポイント
を講義を受けることで重要な論点をを講義を受けることで重要な論点を
効率よくおさえることができることが効率よくおさえることができることが
良かった点だと思います。講義を通し良かった点だと思います。講義を通し
ておさえるべきポイントを学ぶことで、ておさえるべきポイントを学ぶことで、
いち早く自分の勉強スタイルを確立いち早く自分の勉強スタイルを確立
できますし、問題演習でも記憶へのできますし、問題演習でも記憶への
定着が講義を受けるか受けないかで定着が講義を受けるか受けないかで
大きく違うと感じました。大きく違うと感じました。
　講義、模試、自習室など東京アカデ　講義、模試、自習室など東京アカデ
ミーの使えるものはすべて活用しましミーの使えるものはすべて活用しまし
た。講義は、科目別に自分の得意、た。講義は、科目別に自分の得意、
不得意を把握して、苦手だと思う科目不得意を把握して、苦手だと思う科目
に関しては、重点的に講義後の復習に関しては、重点的に講義後の復習
を心がけ、問題演習も何周も繰り返しを心がけ、問題演習も何周も繰り返し
て解くようにしました。また、模試の種類が充実しており、現在のて解くようにしました。また、模試の種類が充実しており、現在の
自分の立ち位置の確認や、教室の後ろに貼られる模試上位者ラ自分の立ち位置の確認や、教室の後ろに貼られる模試上位者ラ
ンキング表に載る友人の成績を見て、競争意識を持って長期的ンキング表に載る友人の成績を見て、競争意識を持って長期的
な勉強に励むことができました。な勉強に励むことができました。

　東京アカデミーに通って、独学では
理解するのに時間がかかるポイント
を講義を受けることで重要な論点を
効率よくおさえることができることが
良かった点だと思います。講義を通し
ておさえるべきポイントを学ぶことで、
いち早く自分の勉強スタイルを確立
できますし、問題演習でも記憶への
定着が講義を受けるか受けないかで
大きく違うと感じました。
　講義、模試、自習室など東京アカデ
ミーの使えるものはすべて活用しまし
た。講義は、科目別に自分の得意、
不得意を把握して、苦手だと思う科目
に関しては、重点的に講義後の復習
を心がけ、問題演習も何周も繰り返し
て解くようにしました。また、模試の種類が充実しており、現在の
自分の立ち位置の確認や、教室の後ろに貼られる模試上位者ラ
ンキング表に載る友人の成績を見て、競争意識を持って長期的
な勉強に励むことができました。

2018年度

鹿児島校 柴山　合気さん ～鹿児島大学～

現役合格

　日置市消防本部消防吏員 最終合格

『短期間で集中！隙間時間も有効活用！』
　講義の内容が濃く、分かりやすく教　講義の内容が濃く、分かりやすく教
えてくださり、分からない問題があっえてくださり、分からない問題があっ
て質問した際も、丁寧に教えてくださて質問した際も、丁寧に教えてくださ
る点と、全日制公安系のコースだっる点と、全日制公安系のコースだっ
たので、セイカスポーツクラブでトレーたので、セイカスポーツクラブでトレー
ニングができたことがとても良かったニングができたことがとても良かった
です。です。
　私は、短期間集中で半年間ひたす　私は、短期間集中で半年間ひたす
ら勉強しました。一日一日の講義をら勉強しました。一日一日の講義を
集中して聞き、テキストや講義でも集中して聞き、テキストや講義でも
らったプリントを休み時間や電車でのらったプリントを休み時間や電車での
隙間時間にも有効に活用しました。隙間時間にも有効に活用しました。
志望先は体力試験もあったので、大志望先は体力試験もあったので、大
好きなお酒も止めました。試験日程好きなお酒も止めました。試験日程
が分かったら、その日に合わせて計が分かったら、その日に合わせて計
画を立てて勉強とトレーニングを両立画を立てて勉強とトレーニングを両立
しました。しました。
　苦しいことや辛いこともありますが、決してくじけずに未来の自　苦しいことや辛いこともありますが、決してくじけずに未来の自
分を想像して頑張ってください。周りの人たちへの感謝を忘れず、分を想像して頑張ってください。周りの人たちへの感謝を忘れず、
いつか恩返しする気持ちで何事も取り組んでいきましょう！いつか恩返しする気持ちで何事も取り組んでいきましょう！

　講義の内容が濃く、分かりやすく教
えてくださり、分からない問題があっ
て質問した際も、丁寧に教えてくださ
る点と、全日制公安系のコースだっ
たので、セイカスポーツクラブでトレー
ニングができたことがとても良かった
です。
　私は、短期間集中で半年間ひたす
ら勉強しました。一日一日の講義を
集中して聞き、テキストや講義でも
らったプリントを休み時間や電車での
隙間時間にも有効に活用しました。
志望先は体力試験もあったので、大
好きなお酒も止めました。試験日程
が分かったら、その日に合わせて計
画を立てて勉強とトレーニングを両立
しました。
　苦しいことや辛いこともありますが、決してくじけずに未来の自
分を想像して頑張ってください。周りの人たちへの感謝を忘れず、
いつか恩返しする気持ちで何事も取り組んでいきましょう！

2018年度

鹿児島校 御領園　航太さん ～九州共立大学～

　奈良県Ⅰ種（行政Ａ） 最終合格

『充実した面接対策と模試の多さに感謝』
　受験先を決めたのは、倍率が低　受験先を決めたのは、倍率が低
かったことと、文化財保存活動の仕かったことと、文化財保存活動の仕
事に興味を持っていたからです。事に興味を持っていたからです。
　勉強に関しては、講義にはできるだ　勉強に関しては、講義にはできるだ
け出席し、自宅では出た問を解いて、け出席し、自宅では出た問を解いて、
苦手分野を分析しました。アカデミー苦手分野を分析しました。アカデミー
は模試の回数が多いのがありがたく、は模試の回数が多いのがありがたく、
試験前には、模試の解き直しをひた試験前には、模試の解き直しをひた
すらしていました。すらしていました。
　また、私は、書いて理解するタイプ　また、私は、書いて理解するタイプ
なので、出た問で間違えた問題の解なので、出た問で間違えた問題の解
説をノートや裏紙にずっと書いていま説をノートや裏紙にずっと書いていま
した。面接対策も充実していて、面接した。面接対策も充実していて、面接
練習で注意されたことや、聞かれそう練習で注意されたことや、聞かれそう
な質問の回答をノートにまとめるような質問の回答をノートにまとめるよう
にしていました。にしていました。
　一次対策は、専門科目を中心に勉強し、教養科目は、息抜きに　一次対策は、専門科目を中心に勉強し、教養科目は、息抜きに
手を付け、試験２～３か月前から頑張ってどうにかなりました。ま手を付け、試験２～３か月前から頑張ってどうにかなりました。ま
た、勉強時間を管理したり、友人と一緒に勉強するのも効果的だた、勉強時間を管理したり、友人と一緒に勉強するのも効果的だ
と思います。と思います。

　受験先を決めたのは、倍率が低
かったことと、文化財保存活動の仕
事に興味を持っていたからです。
　勉強に関しては、講義にはできるだ
け出席し、自宅では出た問を解いて、
苦手分野を分析しました。アカデミー
は模試の回数が多いのがありがたく、
試験前には、模試の解き直しをひた
すらしていました。
　また、私は、書いて理解するタイプ
なので、出た問で間違えた問題の解
説をノートや裏紙にずっと書いていま
した。面接対策も充実していて、面接
練習で注意されたことや、聞かれそう
な質問の回答をノートにまとめるよう
にしていました。
　一次対策は、専門科目を中心に勉強し、教養科目は、息抜きに
手を付け、試験２～３か月前から頑張ってどうにかなりました。ま
た、勉強時間を管理したり、友人と一緒に勉強するのも効果的だ
と思います。

2018年度

鹿児島校 村山　未樹さん ～鹿児島大学～

現役合格現役合格

鹿児島校で合格を目指そう！鹿児島校で合格を目指そう！

　熊本県上級（心理判定員） 最終合格

『幼いころからの夢が叶いました！』
　自分の幼い頃からの夢であった『心　自分の幼い頃からの夢であった『心
理学を活かして人の役に立つ仕事を理学を活かして人の役に立つ仕事を
したい』という点を重視して志望先をしたい』という点を重視して志望先を
選びました。最終合格できたポイント選びました。最終合格できたポイント
は、自分が何をしたいかという軸をブは、自分が何をしたいかという軸をブ
レずに貫いたところかなと思います。レずに貫いたところかなと思います。
　受験生活の中で、特に大変だと感　受験生活の中で、特に大変だと感
じたのは、筆記試験対策と面接対策じたのは、筆記試験対策と面接対策
どちらにも同じくらい力を入れなくてどちらにも同じくらい力を入れなくて
はならない点です。初めのうちは筆はならない点です。初めのうちは筆
記試験ばかりに目が向いてしまうと記試験ばかりに目が向いてしまうと
思いますが、できるだけ早い時期か思いますが、できるだけ早い時期か
ら面接対策も視野に入れて、筆記とら面接対策も視野に入れて、筆記と
面接のバランスのとれた対策をやっ面接のバランスのとれた対策をやっ
ておくべきだと思います。ておくべきだと思います。
　自分の思うように成績が伸びず、本　自分の思うように成績が伸びず、本
気で「どこにも受からないのではないか」と悩んだ時期もありまし気で「どこにも受からないのではないか」と悩んだ時期もありまし
たが、乗り越えることができたのは、友人たち、そして東アカのおたが、乗り越えることができたのは、友人たち、そして東アカのお
かげだと思います！皆さんも最後まで諦めず頑張ってください！かげだと思います！皆さんも最後まで諦めず頑張ってください！

　自分の幼い頃からの夢であった『心
理学を活かして人の役に立つ仕事を
したい』という点を重視して志望先を
選びました。最終合格できたポイント
は、自分が何をしたいかという軸をブ
レずに貫いたところかなと思います。
　受験生活の中で、特に大変だと感
じたのは、筆記試験対策と面接対策
どちらにも同じくらい力を入れなくて
はならない点です。初めのうちは筆
記試験ばかりに目が向いてしまうと
思いますが、できるだけ早い時期か
ら面接対策も視野に入れて、筆記と
面接のバランスのとれた対策をやっ
ておくべきだと思います。
　自分の思うように成績が伸びず、本
気で「どこにも受からないのではないか」と悩んだ時期もありまし
たが、乗り越えることができたのは、友人たち、そして東アカのお
かげだと思います！皆さんも最後まで諦めず頑張ってください！

2018年度

鹿児島校 濱﨑　綾香さん ～鹿児島大学～

現役合格現役合格



行政・事務職、技術職、専門職行政・事務職、技術職、専門職行政・事務職、技術職、専門職

国家公務員国家公務員合格!合格!国家公務員合格!
　裁判所事務官（大卒程度） 最終合格

『とにかく東アカに足を運びました』
　私が勉強する上で、特に心がけて　私が勉強する上で、特に心がけて
いたことが、二つあります。毎日、ここいたことが、二つあります。毎日、ここ
までは勉強するというように一日の目までは勉強するというように一日の目
標を立てることと、とにかく東アカに行標を立てることと、とにかく東アカに行
くということです。講義時間よりだいぶくということです。講義時間よりだいぶ
早く東アカに行くと、自習をしている早く東アカに行くと、自習をしている
人も多く、自分も頑張ろうと思えまし人も多く、自分も頑張ろうと思えまし
た。この二つを心がけ、リズムを崩さた。この二つを心がけ、リズムを崩さ
ず勉強することができ、安心感につなず勉強することができ、安心感につな
がりました。がりました。
　また、東アカで勉強すると、苦しい　また、東アカで勉強すると、苦しい
時や悩んだりした時に、職員の方や、時や悩んだりした時に、職員の方や、
友達に相談できたので、そのようにし友達に相談できたので、そのようにし
て乗り越えられたことも多かったです。て乗り越えられたことも多かったです。
小さなことでも悩まずに、周りの人に小さなことでも悩まずに、周りの人に
相談することが大事だと思います。相談することが大事だと思います。
　毎日授業を受けて自習をするといった積み重ねが結果につな　毎日授業を受けて自習をするといった積み重ねが結果につな
がると思います。早めに少しずつ面接対策も併せて行いながら頑がると思います。早めに少しずつ面接対策も併せて行いながら頑
張ってください。張ってください。

　私が勉強する上で、特に心がけて
いたことが、二つあります。毎日、ここ
までは勉強するというように一日の目
標を立てることと、とにかく東アカに行
くということです。講義時間よりだいぶ
早く東アカに行くと、自習をしている
人も多く、自分も頑張ろうと思えまし
た。この二つを心がけ、リズムを崩さ
ず勉強することができ、安心感につな
がりました。
　また、東アカで勉強すると、苦しい
時や悩んだりした時に、職員の方や、
友達に相談できたので、そのようにし
て乗り越えられたことも多かったです。
小さなことでも悩まずに、周りの人に
相談することが大事だと思います。
　毎日授業を受けて自習をするといった積み重ねが結果につな
がると思います。早めに少しずつ面接対策も併せて行いながら頑
張ってください。

現役合格

2018年度

鹿児島校 谷口　千奈さん ～志學館大学～

　財務専門官　最終合格

『東アカの大きな魅力は情報量』
　東京アカデミーの一番の魅力は情　東京アカデミーの一番の魅力は情
報量だと感じました。日々更新される報量だと感じました。日々更新される
情報はもちろん、過去の先輩方の情報はもちろん、過去の先輩方の
データや面接における質問など、他データや面接における質問など、他
にはない情報を有しているので、情にはない情報を有しているので、情
報の有無で合格が左右される公務員報の有無で合格が左右される公務員
試験においては大きく他の受験生と試験においては大きく他の受験生と
差をつけることができると感じました。差をつけることができると感じました。
　アドバイスとして、まず、「自分の意　アドバイスとして、まず、「自分の意
志」を強く持つことが大切です。これ志」を強く持つことが大切です。これ
から多くのことに悩み、長く辛い勉強から多くのことに悩み、長く辛い勉強
で苦しむことがある中で、「なぜ公務で苦しむことがある中で、「なぜ公務
員になりたいのか」、「「どうしてその員になりたいのか」、「「どうしてその
志望先なのか」という強い気持ちがな志望先なのか」という強い気持ちがな
ければ耐えられなくなると思います。ければ耐えられなくなると思います。
　また、良き友人の存在も重要です。　また、良き友人の存在も重要です。
受験勉強で悩んだり、モチベーション受験勉強で悩んだり、モチベーション
の維持が難しくなることがあります。そんな時に友人達に相談にの維持が難しくなることがあります。そんな時に友人達に相談に
乗ってもらい、励ましあうことで試験に向かっていくことができまし乗ってもらい、励ましあうことで試験に向かっていくことができまし
た。友人の中にライバルを見つけることで勉強・二次試験対策にた。友人の中にライバルを見つけることで勉強・二次試験対策に
おいてもモチベーションを保つことができると思います。おいてもモチベーションを保つことができると思います。

　東京アカデミーの一番の魅力は情
報量だと感じました。日々更新される
情報はもちろん、過去の先輩方の
データや面接における質問など、他
にはない情報を有しているので、情
報の有無で合格が左右される公務員
試験においては大きく他の受験生と
差をつけることができると感じました。
　アドバイスとして、まず、「自分の意
志」を強く持つことが大切です。これ
から多くのことに悩み、長く辛い勉強
で苦しむことがある中で、「なぜ公務
員になりたいのか」、「「どうしてその
志望先なのか」という強い気持ちがな
ければ耐えられなくなると思います。
　また、良き友人の存在も重要です。
受験勉強で悩んだり、モチベーション
の維持が難しくなることがあります。そんな時に友人達に相談に
乗ってもらい、励ましあうことで試験に向かっていくことができまし
た。友人の中にライバルを見つけることで勉強・二次試験対策に
おいてもモチベーションを保つことができると思います。

現役合格

2018年度

鹿児島校 菊永　健介さん ～鹿児島大学～

　国税専門官　最終合格

『一日１２時間勉強』
　講義は毎回出席し、講義の復習は　講義は毎回出席し、講義の復習は
3時間程度行うようにしていました。3時間程度行うようにしていました。
　勉強はテキストに書いてあることと、　勉強はテキストに書いてあることと、
実際の問題点を比べて覚えると分か実際の問題点を比べて覚えると分か
りやすいです。模試は、結果がついりやすいです。模試は、結果がつい
てくるのは最後の模試くらいだと思うてくるのは最後の模試くらいだと思う
ので、気にしないことをすすめます。ので、気にしないことをすすめます。
　時間が空いたら自習室を利用して　時間が空いたら自習室を利用して
学習をしました。一日12時間の勉強学習をしました。一日12時間の勉強
は、大学の冬休みから始めました。は、大学の冬休みから始めました。
　学習面では、過去問を解くのが一　学習面では、過去問を解くのが一
番の近道だと思います。また、模擬番の近道だと思います。また、模擬
試験に一喜一憂せずに学習を継続試験に一喜一憂せずに学習を継続
することも大切です。することも大切です。
　アカデミーでは、大勢の友人が作れ　アカデミーでは、大勢の友人が作れ
るため、精神的にキツイ時には励まるため、精神的にキツイ時には励ま
し合うことができます。質問も自分のタイミングで行うことができるし合うことができます。質問も自分のタイミングで行うことができる
ので、十分に活用した人が合格するのではないかと思います。ので、十分に活用した人が合格するのではないかと思います。
　一年間辛く苦しい時間が続くと思いますが、それを成し遂げると、　一年間辛く苦しい時間が続くと思いますが、それを成し遂げると、
より強く逞しい自分になれるはずです。より強く逞しい自分になれるはずです。

　講義は毎回出席し、講義の復習は
3時間程度行うようにしていました。
　勉強はテキストに書いてあることと、
実際の問題点を比べて覚えると分か
りやすいです。模試は、結果がつい
てくるのは最後の模試くらいだと思う
ので、気にしないことをすすめます。
　時間が空いたら自習室を利用して
学習をしました。一日12時間の勉強
は、大学の冬休みから始めました。
　学習面では、過去問を解くのが一
番の近道だと思います。また、模擬
試験に一喜一憂せずに学習を継続
することも大切です。
　アカデミーでは、大勢の友人が作れ
るため、精神的にキツイ時には励ま
し合うことができます。質問も自分のタイミングで行うことができる
ので、十分に活用した人が合格するのではないかと思います。
　一年間辛く苦しい時間が続くと思いますが、それを成し遂げると、
より強く逞しい自分になれるはずです。

現役合格

2018年度

鹿児島校 中間　柊徳さん ～鹿児島国際大学～

　農林水産省水産系技術職員 最終合格

『豊富な情報で安心して勉強、試験に臨めました』
　公務員試験を受験する時に必要な　公務員試験を受験する時に必要な
情報をすぐに知ることができ、また、情報をすぐに知ることができ、また、
情報の量も豊富だったので東京アカ情報の量も豊富だったので東京アカ
デミーに通って良かったと思いました。デミーに通って良かったと思いました。
　昨年も公務員試験を受験しました　昨年も公務員試験を受験しました
が、知らなかった情報が多かったのが、知らなかった情報が多かったの
で、情報を頂けたことで、安心してで、情報を頂けたことで、安心して
日々勉強し、試験にも臨めたと思い日々勉強し、試験にも臨めたと思い
ます。独学では難しい面接対策やエます。独学では難しい面接対策やエ
ントリーシート添削ができたことは特ントリーシート添削ができたことは特
に良かったです。模擬面接は可能なに良かったです。模擬面接は可能な
限り積極的に受け、回数を重ねること限り積極的に受け、回数を重ねること
で自信を深めることができました。で自信を深めることができました。
　勉強に関しては、しっかり計画を立　勉強に関しては、しっかり計画を立
て、自分なりのペースをつかむことがて、自分なりのペースをつかむことが
重要だと思います。試行錯誤しなが重要だと思います。試行錯誤しなが
ら自分に合うベストな勉強方法、生活リズムを探して、時には力ら自分に合うベストな勉強方法、生活リズムを探して、時には力
を抜いて休む時はしっかり休むことも大切だと思います。日々努を抜いて休む時はしっかり休むことも大切だと思います。日々努
力し、最後まで諦めず続けていれば、きっと良い結果になるはず力し、最後まで諦めず続けていれば、きっと良い結果になるはず
なので、自分を信じて頑張ってください。なので、自分を信じて頑張ってください。

　公務員試験を受験する時に必要な
情報をすぐに知ることができ、また、
情報の量も豊富だったので東京アカ
デミーに通って良かったと思いました。
　昨年も公務員試験を受験しました
が、知らなかった情報が多かったの
で、情報を頂けたことで、安心して
日々勉強し、試験にも臨めたと思い
ます。独学では難しい面接対策やエ
ントリーシート添削ができたことは特
に良かったです。模擬面接は可能な
限り積極的に受け、回数を重ねること
で自信を深めることができました。
　勉強に関しては、しっかり計画を立
て、自分なりのペースをつかむことが
重要だと思います。試行錯誤しなが
ら自分に合うベストな勉強方法、生活リズムを探して、時には力
を抜いて休む時はしっかり休むことも大切だと思います。日々努
力し、最後まで諦めず続けていれば、きっと良い結果になるはず
なので、自分を信じて頑張ってください。

2018年度

鹿児島校 落合　里菜さん ～鹿児島大学～ 岡元　慎太郎さん

『明確な目標・夢を見つけよう』
　私は、東京アカデミーに入る前に民　私は、東京アカデミーに入る前に民
間企業で4年間働いていました。その間企業で4年間働いていました。その
時の経験から、労働行政に携わりた時の経験から、労働行政に携わりた
い一心で勉強に取り組んでいました。い一心で勉強に取り組んでいました。
私の場合、明確に「したい仕事」が決私の場合、明確に「したい仕事」が決
まっており、それ故に勉強計画も立てまっており、それ故に勉強計画も立て
やすく、モチベーションも持続できてやすく、モチベーションも持続できて
いました。公務員受験に際しては、学いました。公務員受験に際しては、学
習より前に、明確な目標・夢を考える習より前に、明確な目標・夢を考える
ことが最優先だと私は考えています。ことが最優先だと私は考えています。
　尚、勉強は、「スキマ時間」を大切に　尚、勉強は、「スキマ時間」を大切に
考えてください。5分。10分の何気な考えてください。5分。10分の何気な
い時間が、最も“血や肉になる”勉強い時間が、最も“血や肉になる”勉強
だと思います。ＪＲで通学していましただと思います。ＪＲで通学していました
が、通学時間中はずっと問題集とにが、通学時間中はずっと問題集とに
らめっこをしていました。らめっこをしていました。
　また、「学習する時はとことん学習する」、「休む時はとことん休　また、「学習する時はとことん学習する」、「休む時はとことん休
む」ことで再び頑張れると思います。本番の試験では、結果を考む」ことで再び頑張れると思います。本番の試験では、結果を考
えてはダメです。結果（合否）よりも目の前の1問1問にベストを尽えてはダメです。結果（合否）よりも目の前の1問1問にベストを尽
くすことに集中してください。くすことに集中してください。

　私は、東京アカデミーに入る前に民
間企業で4年間働いていました。その
時の経験から、労働行政に携わりた
い一心で勉強に取り組んでいました。
私の場合、明確に「したい仕事」が決
まっており、それ故に勉強計画も立て
やすく、モチベーションも持続できて
いました。公務員受験に際しては、学
習より前に、明確な目標・夢を考える
ことが最優先だと私は考えています。
　尚、勉強は、「スキマ時間」を大切に
考えてください。5分。10分の何気な
い時間が、最も“血や肉になる”勉強
だと思います。ＪＲで通学していました
が、通学時間中はずっと問題集とに
らめっこをしていました。
　また、「学習する時はとことん学習する」、「休む時はとことん休
む」ことで再び頑張れると思います。本番の試験では、結果を考
えてはダメです。結果（合否）よりも目の前の1問1問にベストを尽
くすことに集中してください。

鹿児島校

　国家一般職（行政九州）　最終合格2018年度
　(内定先；鹿児島労働局)

～宮崎公立大学～

　航空管制官　最終合格

『目標からブレずにやるべきことをやる!』
　航空管制官を目指したのは、高校　航空管制官を目指したのは、高校
生の頃、航空管制官の方とお話をし生の頃、航空管制官の方とお話をし
て憧れを持ったのがきっかけです。て憧れを持ったのがきっかけです。
最後まで目標を持って、ブレずに頑最後まで目標を持って、ブレずに頑
張ったことが最終合格できたポイント張ったことが最終合格できたポイント
だと思います。だと思います。
　航空管制官志望だったので、東京　航空管制官志望だったので、東京
アカデミーでは、教養に絞って学習しアカデミーでは、教養に絞って学習し
ました。講義はただ聞いているだけでました。講義はただ聞いているだけで
はなく、その場で覚えてしまうようにはなく、その場で覚えてしまうように
マーカーを引いたり、ノートに書いたマーカーを引いたり、ノートに書いた
りしながら受講しました。分からないりしながら受講しました。分からない
所は先生に質問し、その日のうちに所は先生に質問し、その日のうちに
復習としてノートをまとめ、その単元復習としてノートをまとめ、その単元
の問題集を解き、間違った所は再度の問題集を解き、間違った所は再度
テキストで確認するようにしました。テキストで確認するようにしました。
　最初から力み過ぎず、気分転換しながら学習することも大切で　最初から力み過ぎず、気分転換しながら学習することも大切で
す。ただ、自分で決めたことはしっかりやり、やるべきことは気をす。ただ、自分で決めたことはしっかりやり、やるべきことは気を
抜かずにやるという所は変えてはいけないと思います。早いうち抜かずにやるという所は変えてはいけないと思います。早いうち
に目標を決めて絶対叶えるぞ!!と思っていれば大丈夫です！に目標を決めて絶対叶えるぞ!!と思っていれば大丈夫です！

　航空管制官を目指したのは、高校
生の頃、航空管制官の方とお話をし
て憧れを持ったのがきっかけです。
最後まで目標を持って、ブレずに頑
張ったことが最終合格できたポイント
だと思います。
　航空管制官志望だったので、東京
アカデミーでは、教養に絞って学習し
ました。講義はただ聞いているだけで
はなく、その場で覚えてしまうように
マーカーを引いたり、ノートに書いた
りしながら受講しました。分からない
所は先生に質問し、その日のうちに
復習としてノートをまとめ、その単元
の問題集を解き、間違った所は再度
テキストで確認するようにしました。
　最初から力み過ぎず、気分転換しながら学習することも大切で
す。ただ、自分で決めたことはしっかりやり、やるべきことは気を
抜かずにやるという所は変えてはいけないと思います。早いうち
に目標を決めて絶対叶えるぞ!!と思っていれば大丈夫です！

現役合格

2018年度

鹿児島校 渡瀬　華さん ～鹿児島大学～

常田　京香さん

『座学以外の取組も早めに頑張りました!』
　ゼネラリストよりスペシャリストであ　ゼネラリストよりスペシャリストであ
りたいと思い、最終的に法務局を選りたいと思い、最終的に法務局を選
びました。内定に向け、個別説明会びました。内定に向け、個別説明会
への積極的な参加や、大学2年生頃への積極的な参加や、大学2年生頃
からは、選挙啓発や模擬裁判のボラからは、選挙啓発や模擬裁判のボラ
ンティア、部活動での幹部など、課外ンティア、部活動での幹部など、課外
活動も積極的に取り組みました。活動も積極的に取り組みました。
　東カでは、講義を大事にし、学んだ　東カでは、講義を大事にし、学んだ
ことはその日のうちに定着させるようことはその日のうちに定着させるよう
にしました。大学の学内講座と違って、にしました。大学の学内講座と違って、
東アカは講師の先生方にいつでも質東アカは講師の先生方にいつでも質
問に行けることがありがたかったです。問に行けることがありがたかったです。
　また、官庁訪問についての細かい　また、官庁訪問についての細かい
情報を教えてもらったり、相談にのっ情報を教えてもらったり、相談にのっ
ていただいたり事務局の方の存在もていただいたり事務局の方の存在も
とてもありがたく思いました。とてもありがたく思いました。
　勉強は、あまり他人と比べず、「自分は自分」と切り替えて励む　勉強は、あまり他人と比べず、「自分は自分」と切り替えて励む
ことと、適度に息抜きをすることも大事です。私は、毎週日曜は２ことと、適度に息抜きをすることも大事です。私は、毎週日曜は２
時間だけ好きなＴＶ番組を見ると決めていました。時間だけ好きなＴＶ番組を見ると決めていました。
　今は、第一志望の官庁に内定をいただきとても幸せです。　今は、第一志望の官庁に内定をいただきとても幸せです。

　ゼネラリストよりスペシャリストであ
りたいと思い、最終的に法務局を選
びました。内定に向け、個別説明会
への積極的な参加や、大学2年生頃
からは、選挙啓発や模擬裁判のボラ
ンティア、部活動での幹部など、課外
活動も積極的に取り組みました。
　東カでは、講義を大事にし、学んだ
ことはその日のうちに定着させるよう
にしました。大学の学内講座と違って、
東アカは講師の先生方にいつでも質
問に行けることがありがたかったです。
　また、官庁訪問についての細かい
情報を教えてもらったり、相談にのっ
ていただいたり事務局の方の存在も
とてもありがたく思いました。
　勉強は、あまり他人と比べず、「自分は自分」と切り替えて励む
ことと、適度に息抜きをすることも大事です。私は、毎週日曜は２
時間だけ好きなＴＶ番組を見ると決めていました。
　今は、第一志望の官庁に内定をいただきとても幸せです。

鹿児島校

現役合格

　国家一般職（行政九州）　最終合格2018年度
　(内定先；鹿児島地方法務局)

～鹿児島大学～川畑　満祐さん

『東京アカデミーと自分を信じれば合格に近づく』
　東京アカデミーは、言わば公務員　東京アカデミーは、言わば公務員
試験のプロの集まりです。最近の試試験のプロの集まりです。最近の試
験問題の傾向や、受験生が苦手とす験問題の傾向や、受験生が苦手とす
る分野、面接官がどういったところをる分野、面接官がどういったところを
見ているか、などなど全てにおいて最見ているか、などなど全てにおいて最
新の情報を熟知しています。そのこと新の情報を熟知しています。そのこと
は、何もかも初めてで不安でいっぱは、何もかも初めてで不安でいっぱ
いの私にとって、『東京アカデミーをいの私にとって、『東京アカデミーを
信じていれば大丈夫！』と思うことで、信じていれば大丈夫！』と思うことで、
精神的な支えにもなっていました。精神的な支えにもなっていました。
　それだけではなく、やはりプロの講　それだけではなく、やはりプロの講
師による講義は天下一品で、ただ暗師による講義は天下一品で、ただ暗
記するのではなく、どうしてそうなるの記するのではなく、どうしてそうなるの
か理屈を学べることや、問題の解きか理屈を学べることや、問題の解き
方のノウハウを知れることが、独学や方のノウハウを知れることが、独学や
他の講座との違いだと思います。他の講座との違いだと思います。
　最終合格できたポイントは、月並みですが、最後まで諦めな　最終合格できたポイントは、月並みですが、最後まで諦めな
かったことだと思います。ひとつひとつのことを前向きに受け止め、かったことだと思います。ひとつひとつのことを前向きに受け止め、
東京アカデミーを、講師の先生方を、そして何より自分自身を信東京アカデミーを、講師の先生方を、そして何より自分自身を信
じてあげることが合格に近づく第一歩になると思います。じてあげることが合格に近づく第一歩になると思います。

　東京アカデミーは、言わば公務員
試験のプロの集まりです。最近の試
験問題の傾向や、受験生が苦手とす
る分野、面接官がどういったところを
見ているか、などなど全てにおいて最
新の情報を熟知しています。そのこと
は、何もかも初めてで不安でいっぱ
いの私にとって、『東京アカデミーを
信じていれば大丈夫！』と思うことで、
精神的な支えにもなっていました。
　それだけではなく、やはりプロの講
師による講義は天下一品で、ただ暗
記するのではなく、どうしてそうなるの
か理屈を学べることや、問題の解き
方のノウハウを知れることが、独学や
他の講座との違いだと思います。
　最終合格できたポイントは、月並みですが、最後まで諦めな
かったことだと思います。ひとつひとつのことを前向きに受け止め、
東京アカデミーを、講師の先生方を、そして何より自分自身を信
じてあげることが合格に近づく第一歩になると思います。

鹿児島校

現役合格

　国立大学法人（九州事務）　最終合格2018年度
　(内定先；鹿児島大学)

～鹿児島大学～井上　幹太さん

『駆け足になりすぎない講義が自分にピッタリ』
　東アカの講義に出席する、欠席して　東アカの講義に出席する、欠席して
しまった講義は次回の講義までに録しまった講義は次回の講義までに録
音データを聞く、というように「講義」を音データを聞く、というように「講義」を
大切にしました。講義は集中して聞き、大切にしました。講義は集中して聞き、
自主学習は、量よりも質を重視して勉自主学習は、量よりも質を重視して勉
強していました。強していました。
　テキストは、基本的に東アカで配ら　テキストは、基本的に東アカで配ら
れたもののみを使用し、模試は当日れたもののみを使用し、模試は当日
受けられない場合は事前提出をして受けられない場合は事前提出をして
すべての模試を受けました。すべての模試を受けました。
　東アカは、事務の方や先生方に質　東アカは、事務の方や先生方に質
問・相談しやすい環境・雰囲気だった問・相談しやすい環境・雰囲気だった
ので、不安が解消されやすく、また、ので、不安が解消されやすく、また、
大事なポイントを教えてくれる駆け足大事なポイントを教えてくれる駆け足
になりすぎない講義は自分に合ってになりすぎない講義は自分に合って
いて、通って正解だったと思います。いて、通って正解だったと思います。
　勉強に関しては、すべての教科を出た問で網羅しようとすると　勉強に関しては、すべての教科を出た問で網羅しようとすると
時間が足りないですし、一周通れたところで浅い理解に終わって、時間が足りないですし、一周通れたところで浅い理解に終わって、
本番で力を出せないことにもなりかねません。自分のペースで自本番で力を出せないことにもなりかねません。自分のペースで自
分に合う学習方法を信じて貫くことが必要だと思います。分に合う学習方法を信じて貫くことが必要だと思います。

　東アカの講義に出席する、欠席して
しまった講義は次回の講義までに録
音データを聞く、というように「講義」を
大切にしました。講義は集中して聞き、
自主学習は、量よりも質を重視して勉
強していました。
　テキストは、基本的に東アカで配ら
れたもののみを使用し、模試は当日
受けられない場合は事前提出をして
すべての模試を受けました。
　東アカは、事務の方や先生方に質
問・相談しやすい環境・雰囲気だった
ので、不安が解消されやすく、また、
大事なポイントを教えてくれる駆け足
になりすぎない講義は自分に合って
いて、通って正解だったと思います。
　勉強に関しては、すべての教科を出た問で網羅しようとすると
時間が足りないですし、一周通れたところで浅い理解に終わって、
本番で力を出せないことにもなりかねません。自分のペースで自
分に合う学習方法を信じて貫くことが必要だと思います。

鹿児島校

現役合格

　国家一般職（行政九州）　最終合格2018年度
　(内定先；鹿児島地方検察庁)

～鹿児島大学～

稲冨　天紀さん

『独学とは違い、偏りなく学習できました』
　講義には必ず出席し、テキストは重　講義には必ず出席し、テキストは重
要度に応じて見直しのためにノートに要度に応じて見直しのためにノートに
書き込みました。模試は、受けた日に書き込みました。模試は、受けた日に
アカデミーの友人達と集まり、互いにアカデミーの友人達と集まり、互いに
解説をしながら間違えた点や重要な解説をしながら間違えた点や重要な
点を確認しました。点を確認しました。
　アカデミーに通うことで、独学と異な　アカデミーに通うことで、独学と異な
り、どの科目も偏ることなく学習するこり、どの科目も偏ることなく学習するこ
とができました。また、講義に出席すとができました。また、講義に出席す
ることで、わからない問題も解決するることで、わからない問題も解決する
ことができました。　ことができました。　
　公務員試験を受験される方は、何　公務員試験を受験される方は、何
の為に勉強するのか自分の中でしっの為に勉強するのか自分の中でしっ
かりと認識し、一日の学習時間を決かりと認識し、一日の学習時間を決
め、必ず守って習慣づけることが大め、必ず守って習慣づけることが大
切だと思います。切だと思います。
　アカデミーでは、同じ目標を持った人達が集まっているので、相　アカデミーでは、同じ目標を持った人達が集まっているので、相
談しながら学習することができ、話をすることでストレスも解消で談しながら学習することができ、話をすることでストレスも解消で
きました。休憩室以外では、スマホを使わないようにしましたが、きました。休憩室以外では、スマホを使わないようにしましたが、
オンとオフにメリハリを付けることも大切だと思います。オンとオフにメリハリを付けることも大切だと思います。

　講義には必ず出席し、テキストは重
要度に応じて見直しのためにノートに
書き込みました。模試は、受けた日に
アカデミーの友人達と集まり、互いに
解説をしながら間違えた点や重要な
点を確認しました。
　アカデミーに通うことで、独学と異な
り、どの科目も偏ることなく学習するこ
とができました。また、講義に出席す
ることで、わからない問題も解決する
ことができました。　
　公務員試験を受験される方は、何
の為に勉強するのか自分の中でしっ
かりと認識し、一日の学習時間を決
め、必ず守って習慣づけることが大
切だと思います。
　アカデミーでは、同じ目標を持った人達が集まっているので、相
談しながら学習することができ、話をすることでストレスも解消で
きました。休憩室以外では、スマホを使わないようにしましたが、
オンとオフにメリハリを付けることも大切だと思います。

鹿児島校

　国家一般職（行政九州）　最終合格2018年度
　(内定先；鹿児島労働局)

～久留米大学～ 塘　雄佑さん

『リフレッシュしながら辛い時期を乗り越えよう』
　東京アカデミーでは、県・市・国家等　東京アカデミーでは、県・市・国家等
それぞれの本試験の頻出分野をまとそれぞれの本試験の頻出分野をまと
めた冊子が配られ、科目が多く大変めた冊子が配られ、科目が多く大変
な勉強時間を短縮することができたな勉強時間を短縮することができた
点は、独学では得られないところだっ点は、独学では得られないところだっ
たと思います。また、相談にも親身にたと思います。また、相談にも親身に
のってくださり、精神面においても大のってくださり、精神面においても大
きく崩れることはありませんでしたし、きく崩れることはありませんでしたし、
周囲が努力している姿を見ることが周囲が努力している姿を見ることが
できるので、自分も努力しなければとできるので、自分も努力しなければと
いう気持ちにさせてくれました。いう気持ちにさせてくれました。
　勉強を開始する時期は、早ければ　勉強を開始する時期は、早ければ
早い方がいいです。勉強は一人です早い方がいいです。勉強は一人です
るものだと思いますが、友人とたまにるものだと思いますが、友人とたまに
出かけたり、食事をしたりしてリフレッ出かけたり、食事をしたりしてリフレッ
シュも大切だと思います。本当に長期シュも大切だと思います。本当に長期
戦になり、精神的にも辛い時期は絶対に来ますが、事務の方や、戦になり、精神的にも辛い時期は絶対に来ますが、事務の方や、
友人、家族に相談したりして、モチベーションを保って頑張れば絶友人、家族に相談したりして、モチベーションを保って頑張れば絶
対に結果はついてきます！対に結果はついてきます！
　キツイときはしっかり休んで、自分を信じて頑張ってください!!　キツイときはしっかり休んで、自分を信じて頑張ってください!!

　東京アカデミーでは、県・市・国家等
それぞれの本試験の頻出分野をまと
めた冊子が配られ、科目が多く大変
な勉強時間を短縮することができた
点は、独学では得られないところだっ
たと思います。また、相談にも親身に
のってくださり、精神面においても大
きく崩れることはありませんでしたし、
周囲が努力している姿を見ることが
できるので、自分も努力しなければと
いう気持ちにさせてくれました。
　勉強を開始する時期は、早ければ
早い方がいいです。勉強は一人です
るものだと思いますが、友人とたまに
出かけたり、食事をしたりしてリフレッ
シュも大切だと思います。本当に長期
戦になり、精神的にも辛い時期は絶対に来ますが、事務の方や、
友人、家族に相談したりして、モチベーションを保って頑張れば絶
対に結果はついてきます！
　キツイときはしっかり休んで、自分を信じて頑張ってください!!

鹿児島校

現役合格

　国家一般職（農学）　最終合格2018年度
　(内定先；農林水産省)

～鹿児島大学～鶴留　あやさん

『我慢強くコツコツと』
　学習面では、早い時期から勉強に　学習面では、早い時期から勉強に
取りかかることこと、科目が多いので取りかかることこと、科目が多いので
計画を立てて勉強に取りかかること計画を立てて勉強に取りかかること
が大切だと感じました。が大切だと感じました。
　試験直前には、時事対策や受験申　試験直前には、時事対策や受験申
込なども行わなければならないので、込なども行わなければならないので、
直前に焦って詰め込まなくて済むよう直前に焦って詰め込まなくて済むよう
に取り組むべきだと思います。尚、試に取り組むべきだと思います。尚、試
験情報や、受験申込方法など、ガイ験情報や、受験申込方法など、ガイ
ダンスや配付される資料を活用してダンスや配付される資料を活用して
いたのでとても助かりました。いたのでとても助かりました。
　また、たくさんの問題集をこなすの　また、たくさんの問題集をこなすの
ではなく、出た問や準拠テキストを何ではなく、出た問や準拠テキストを何
度も解き直すことが一番効率的だと度も解き直すことが一番効率的だと
思います。思います。
　精神面では、試験勉強は長期に及　精神面では、試験勉強は長期に及
びますが、一人で抱え込まず、時には友達と励まし合ったり、モびますが、一人で抱え込まず、時には友達と励まし合ったり、モ
チベーションを上げていくといいと思います。チベーションを上げていくといいと思います。
　模試の結果に一喜一憂せず、最後まであきらめず、我慢強くコ　模試の結果に一喜一憂せず、最後まであきらめず、我慢強くコ
ツコツ勉強することが、合格につながるのではないかと思います。ツコツ勉強することが、合格につながるのではないかと思います。

　学習面では、早い時期から勉強に
取りかかることこと、科目が多いので
計画を立てて勉強に取りかかること
が大切だと感じました。
　試験直前には、時事対策や受験申
込なども行わなければならないので、
直前に焦って詰め込まなくて済むよう
に取り組むべきだと思います。尚、試
験情報や、受験申込方法など、ガイ
ダンスや配付される資料を活用して
いたのでとても助かりました。
　また、たくさんの問題集をこなすの
ではなく、出た問や準拠テキストを何
度も解き直すことが一番効率的だと
思います。
　精神面では、試験勉強は長期に及
びますが、一人で抱え込まず、時には友達と励まし合ったり、モ
チベーションを上げていくといいと思います。
　模試の結果に一喜一憂せず、最後まであきらめず、我慢強くコ
ツコツ勉強することが、合格につながるのではないかと思います。

鹿児島校

現役合格

　国家一般職（行政九州）　最終合格2018年度
　(内定先；九州地方整備局)

～鹿児島大学～



～鹿児島大学～

『これからの人生にとってかけがえのない出会い』

　独学で勉強していた頃と比較して東京アカデミーは、出会いが多い点が良かったです。なんとなくやる気が出ない。。。と感じる日でも、隣　独学で勉強していた頃と比較して東京アカデミーは、出会いが多い点が良かったです。なんとなくやる気が出ない。。。と感じる日でも、隣
を見たら頑張っている友人や、質問や相談に親身になって乗ってくださる講師や事務の方々に支えられて合格することができました。合格を見たら頑張っている友人や、質問や相談に親身になって乗ってくださる講師や事務の方々に支えられて合格することができました。合格
後も一緒に遊びに行き、相談できる友人に出会えたことは、これからの人生にとっても大きなかけがえのない出会いとなりました。一人では、後も一緒に遊びに行き、相談できる友人に出会えたことは、これからの人生にとっても大きなかけがえのない出会いとなりました。一人では、
決してやり遂げられなかったと思います。学習法は、人それぞれだと思いますが、とにかく問題を解いて、傾向やポイントを身を持って掴んだ決してやり遂げられなかったと思います。学習法は、人それぞれだと思いますが、とにかく問題を解いて、傾向やポイントを身を持って掴んだ
上で、テキストを読み込み、絞りに絞った苦手ポイントをノートに書き出し頭に詰め込むやり方に最終的には落ち着きました。上で、テキストを読み込み、絞りに絞った苦手ポイントをノートに書き出し頭に詰め込むやり方に最終的には落ち着きました。
　何かをやり続けることは、全力でやっている限り、どこかしらで投げ出したくなるほど嫌になるときってありますよね。頑張っていることは、　何かをやり続けることは、全力でやっている限り、どこかしらで投げ出したくなるほど嫌になるときってありますよね。頑張っていることは、
誰かしら必ず見ています。一人で抱え込まず、講師や事務の方々、そして同じ授業を受けて、同じように切羽詰っていそうな人に声をかけて誰かしら必ず見ています。一人で抱え込まず、講師や事務の方々、そして同じ授業を受けて、同じように切羽詰っていそうな人に声をかけて
みてください。必ず支えてくださる方がいます。絶対に大丈夫です！みてください。必ず支えてくださる方がいます。絶対に大丈夫です！

　独学で勉強していた頃と比較して東京アカデミーは、出会いが多い点が良かったです。なんとなくやる気が出ない。。。と感じる日でも、隣
を見たら頑張っている友人や、質問や相談に親身になって乗ってくださる講師や事務の方々に支えられて合格することができました。合格
後も一緒に遊びに行き、相談できる友人に出会えたことは、これからの人生にとっても大きなかけがえのない出会いとなりました。一人では、
決してやり遂げられなかったと思います。学習法は、人それぞれだと思いますが、とにかく問題を解いて、傾向やポイントを身を持って掴んだ
上で、テキストを読み込み、絞りに絞った苦手ポイントをノートに書き出し頭に詰め込むやり方に最終的には落ち着きました。
　何かをやり続けることは、全力でやっている限り、どこかしらで投げ出したくなるほど嫌になるときってありますよね。頑張っていることは、
誰かしら必ず見ています。一人で抱え込まず、講師や事務の方々、そして同じ授業を受けて、同じように切羽詰っていそうな人に声をかけて
みてください。必ず支えてくださる方がいます。絶対に大丈夫です！

　私が志望する建築職では、工学の基礎（数学・物理）も専門　私が志望する建築職では、工学の基礎（数学・物理）も専門
試験で課されるのですが、東京アカデミーには、様々な科目を試験で課されるのですが、東京アカデミーには、様々な科目を
担当される先生方がおり、特に理系科目の担当の先生には、担当される先生方がおり、特に理系科目の担当の先生には、
これらの科目の質問にも対応していただき大変助かりました。これらの科目の質問にも対応していただき大変助かりました。
　勉強するにあたっては、出題傾向を把握し、自分にとって何　勉強するにあたっては、出題傾向を把握し、自分にとって何
を優先すべきか考えて学習を進めました。また、私は、ノートを優先すべきか考えて学習を進めました。また、私は、ノート
づくりに力を入れたタイプですが、ノートづくりをするメリットとしづくりに力を入れたタイプですが、ノートづくりをするメリットとし
ては、「理解が深まり知識が定着できる」点で、教材に比べ自ては、「理解が深まり知識が定着できる」点で、教材に比べ自
分に必要なポイントをまとめるため、見やすく復習しやすい分に必要なポイントをまとめるため、見やすく復習しやすい
ノートができたと思います。ノートができたと思います。
　私は、毎日東京アカデミーに行き、自習室での学習も含めた　私は、毎日東京アカデミーに行き、自習室での学習も含めた
学習環境の中で、より多くの科目に取り組み、充実感・安心感学習環境の中で、より多くの科目に取り組み、充実感・安心感
を得ました。親しみやすい先生方や事務局の方々、そしてクラを得ました。親しみやすい先生方や事務局の方々、そしてクラ
スの友人などと交流することで、情報を得て共有できたり、刺スの友人などと交流することで、情報を得て共有できたり、刺
激し合ったり、不安を和らげることができました。多くの人と交激し合ったり、不安を和らげることができました。多くの人と交
流することで、面接に関連してくる社会性・社交性も多少なりと流することで、面接に関連してくる社会性・社交性も多少なりと
も磨くことができたのではないかと思います。　も磨くことができたのではないかと思います。　

　私が志望する建築職では、工学の基礎（数学・物理）も専門
試験で課されるのですが、東京アカデミーには、様々な科目を
担当される先生方がおり、特に理系科目の担当の先生には、
これらの科目の質問にも対応していただき大変助かりました。
　勉強するにあたっては、出題傾向を把握し、自分にとって何
を優先すべきか考えて学習を進めました。また、私は、ノート
づくりに力を入れたタイプですが、ノートづくりをするメリットとし
ては、「理解が深まり知識が定着できる」点で、教材に比べ自
分に必要なポイントをまとめるため、見やすく復習しやすい
ノートができたと思います。
　私は、毎日東京アカデミーに行き、自習室での学習も含めた
学習環境の中で、より多くの科目に取り組み、充実感・安心感
を得ました。親しみやすい先生方や事務局の方々、そしてクラ
スの友人などと交流することで、情報を得て共有できたり、刺
激し合ったり、不安を和らげることができました。多くの人と交
流することで、面接に関連してくる社会性・社交性も多少なりと
も磨くことができたのではないかと思います。　

　私は、働きながら通学していたので、決まった時間に決まっ　私は、働きながら通学していたので、決まった時間に決まっ
た科目の講義を受けて勉強できるということが、まずとても良た科目の講義を受けて勉強できるということが、まずとても良
かったと思います。自分一人での学習だと、どうしても苦手科かったと思います。自分一人での学習だと、どうしても苦手科
目を避けてしまいがちだったので、どんなに分からなくても苦手目を避けてしまいがちだったので、どんなに分からなくても苦手
でも、まず講義を聞いて、一つでも知識や理解を深めていくこでも、まず講義を聞いて、一つでも知識や理解を深めていくこ
とを意識しました。また、一緒に勉強する友人がいるということとを意識しました。また、一緒に勉強する友人がいるということ
が、一番良かったと思います。独学だと、特に働きながらではが、一番良かったと思います。独学だと、特に働きながらでは
勉強は後回しにしがちでしたが、「頑張ろう」と声をかけてくれる勉強は後回しにしがちでしたが、「頑張ろう」と声をかけてくれる
友人がそばにいることが、とても心強いでした。友人がそばにいることが、とても心強いでした。
　大学生（現役）の方々には、バイト、大学、そして公務員の受　大学生（現役）の方々には、バイト、大学、そして公務員の受
験勉強が果たして両立して行えるのか不安を抱いている人も験勉強が果たして両立して行えるのか不安を抱いている人も
多いと思います。けれど、一度社会人になってから勉強を始め多いと思います。けれど、一度社会人になってから勉強を始め
るのは、周囲の理解や金銭的なことなど、大学に通っている頃るのは、周囲の理解や金銭的なことなど、大学に通っている頃
よりもさらに多くの困難とタイミングを見極める力が必要になりよりもさらに多くの困難とタイミングを見極める力が必要になり
ます。今、公務員になりたいという気持ちがあるなら、そして、ます。今、公務員になりたいという気持ちがあるなら、そして、
勉強を始められる環境が整っているなら諦めないでほしいです。勉強を始められる環境が整っているなら諦めないでほしいです。
好機は“今”だと思います。好機は“今”だと思います。
　　

　私は、働きながら通学していたので、決まった時間に決まっ
た科目の講義を受けて勉強できるということが、まずとても良
かったと思います。自分一人での学習だと、どうしても苦手科
目を避けてしまいがちだったので、どんなに分からなくても苦手
でも、まず講義を聞いて、一つでも知識や理解を深めていくこ
とを意識しました。また、一緒に勉強する友人がいるということ
が、一番良かったと思います。独学だと、特に働きながらでは
勉強は後回しにしがちでしたが、「頑張ろう」と声をかけてくれる
友人がそばにいることが、とても心強いでした。
　大学生（現役）の方々には、バイト、大学、そして公務員の受
験勉強が果たして両立して行えるのか不安を抱いている人も
多いと思います。けれど、一度社会人になってから勉強を始め
るのは、周囲の理解や金銭的なことなど、大学に通っている頃
よりもさらに多くの困難とタイミングを見極める力が必要になり
ます。今、公務員になりたいという気持ちがあるなら、そして、
勉強を始められる環境が整っているなら諦めないでほしいです。
好機は“今”だと思います。
　

瀬角　麻美さん鹿児島校

現役合格

　国家一般職（行政関東甲信越）　最終合格2018年度

職歴があっても大丈夫！
職歴があっても大丈夫！

公務員への転職の夢が叶いました！
公務員への転職の夢が叶いました！職歴があっても大丈夫！

公務員への転職の夢が叶いました！
～金城学院大学～

『東京アカデミーで充実感・安心感を得ました』

迫田　梓さん

2018年度

鹿児島校

　国家一般職（建築）　最終合格
　(内定先；九州地方整備局)

　(内定先；神奈川労働局)

～鹿児島大学～

『公務員になりたい気持ちの“今”が好機』

坂元　聖菜さん

2018年度

鹿児島校

　国家一般職（行政九州）　最終合格
　(内定先；鹿児島労働局)

国家公務員として頑張ります！国家公務員として頑張ります！国家公務員として頑張ります！

石本　華子さん

『毎回出席、帰宅後必ず復習！』

鹿児島校

現役合格

～鹿児島大学～

　私は、どんなに忙しくても毎日講義　私は、どんなに忙しくても毎日講義
は受けるようにしていました。また、アは受けるようにしていました。また、ア
カデミーで行われる様々なガイダンスカデミーで行われる様々なガイダンス
にも出来る限り参加しましたが、参加にも出来る限り参加しましたが、参加
することで自分のモチベーションも上することで自分のモチベーションも上
がり、模擬試験もランキングを見ると、がり、模擬試験もランキングを見ると、
いつも知り合いが上位に載っていたいつも知り合いが上位に載っていた
ため、とてもやる気につながりました。ため、とてもやる気につながりました。
　勉強をする上で心がけていたことは、　勉強をする上で心がけていたことは、
『授業後は、必ず家に帰って復習す『授業後は、必ず家に帰って復習す
る』ということです。性格的にも、一度る』ということです。性格的にも、一度
やらなくなってしまったら、やるべきこやらなくなってしまったら、やるべきこ
とが溜まる一方で、やる気がなくなっとが溜まる一方で、やる気がなくなっ
てしまうので、遅くとも次の日までにてしまうので、遅くとも次の日までに
は絶対に授業の復習は終わらせるよは絶対に授業の復習は終わらせるよ
うにしていました。うにしていました。
　尚、私は過去問など解いて答えを書き出した用紙は、ずっと残し　尚、私は過去問など解いて答えを書き出した用紙は、ずっと残し
ていました。本番直前になると不安になりますが、これを見て自信ていました。本番直前になると不安になりますが、これを見て自信
を持つようにしました。あと、毎朝大学へ行く時間までの5分などを持つようにしました。あと、毎朝大学へ行く時間までの5分など
の隙間時間も使って1問でも多く問題を解くように心掛けました。の隙間時間も使って1問でも多く問題を解くように心掛けました。

　私は、どんなに忙しくても毎日講義
は受けるようにしていました。また、ア
カデミーで行われる様々なガイダンス
にも出来る限り参加しましたが、参加
することで自分のモチベーションも上
がり、模擬試験もランキングを見ると、
いつも知り合いが上位に載っていた
ため、とてもやる気につながりました。
　勉強をする上で心がけていたことは、
『授業後は、必ず家に帰って復習す
る』ということです。性格的にも、一度
やらなくなってしまったら、やるべきこ
とが溜まる一方で、やる気がなくなっ
てしまうので、遅くとも次の日までに
は絶対に授業の復習は終わらせるよ
うにしていました。
　尚、私は過去問など解いて答えを書き出した用紙は、ずっと残し
ていました。本番直前になると不安になりますが、これを見て自信
を持つようにしました。あと、毎朝大学へ行く時間までの5分など
の隙間時間も使って1問でも多く問題を解くように心掛けました。

　国家一般職　　　　　　　　最終合格2018年度
　(内定先；九州農政局)

　（農業農村工学）　裁判所事務官（大卒程度） 最終合格

『論作文・専門記述の丁寧な添削に感謝』
　東京アカデミーでは、公務員試験に　東京アカデミーでは、公務員試験に
関する情報を多く得ることができ、自関する情報を多く得ることができ、自
分で対策することが難しい二次対策分で対策することが難しい二次対策
が充実していた所がとてもよかったでが充実していた所がとてもよかったで
す。私は、論作文や専門記述の添削す。私は、論作文や専門記述の添削
を先生方に何度もしつこい位にお願を先生方に何度もしつこい位にお願
いしていたのですが、その1枚1枚といしていたのですが、その1枚1枚と
ても丁寧に添削して頂けたので、書きても丁寧に添削して頂けたので、書き
方を身に付けることができました。方を身に付けることができました。
　面接対策では、納得がいくまで模擬　面接対策では、納得がいくまで模擬
面接をして頂けたことで本番でもあま面接をして頂けたことで本番でもあま
り緊張せずに臨むことができました。り緊張せずに臨むことができました。
　長い受験勉強を戦い抜く上で必要　長い受験勉強を戦い抜く上で必要
なことは、自分なりの目標を設定してなことは、自分なりの目標を設定して
それに対するモチベーションを保ち続それに対するモチベーションを保ち続
けることです。勉強が辛くなった時にけることです。勉強が辛くなった時に
は、志望先のパンフを読み、合格後の自分をイメージしたり、友は、志望先のパンフを読み、合格後の自分をイメージしたり、友
達と話したり、遊びに行くなどの気分転換をするのも良いと思い達と話したり、遊びに行くなどの気分転換をするのも良いと思い
ます。東京アカデミーをうまく活用しながら自分の目標に向かってます。東京アカデミーをうまく活用しながら自分の目標に向かって
最後まであきらめずに頑張ってください。最後まであきらめずに頑張ってください。

　東京アカデミーでは、公務員試験に
関する情報を多く得ることができ、自
分で対策することが難しい二次対策
が充実していた所がとてもよかったで
す。私は、論作文や専門記述の添削
を先生方に何度もしつこい位にお願
いしていたのですが、その1枚1枚と
ても丁寧に添削して頂けたので、書き
方を身に付けることができました。
　面接対策では、納得がいくまで模擬
面接をして頂けたことで本番でもあま
り緊張せずに臨むことができました。
　長い受験勉強を戦い抜く上で必要
なことは、自分なりの目標を設定して
それに対するモチベーションを保ち続
けることです。勉強が辛くなった時に
は、志望先のパンフを読み、合格後の自分をイメージしたり、友
達と話したり、遊びに行くなどの気分転換をするのも良いと思い
ます。東京アカデミーをうまく活用しながら自分の目標に向かって
最後まであきらめずに頑張ってください。

現役合格

2018年度

鹿児島校 石川　眞聖さん ～鹿児島大学～ 淺田　和寿さん

『誘惑を打ち消し時間があるうちに勉強しよう!』
　アカデミーの講義は、用事がない限　アカデミーの講義は、用事がない限
り出席し、講義以外でもアカデミーのり出席し、講義以外でもアカデミーの
テキストを使用して勉強しました。テテキストを使用して勉強しました。テ
キストはわかりやすく、アカデミーでキストはわかりやすく、アカデミーで
は周りが勉強している人ばかりなのは周りが勉強している人ばかりなの
で自然と自分もやる気が出ました。　で自然と自分もやる気が出ました。　
　勉強をしていく上で、どれだけ誘惑　勉強をしていく上で、どれだけ誘惑
を打ち消すことができるかが大事だとを打ち消すことができるかが大事だと
思います。一番はスマートフォンだと思います。一番はスマートフォンだと
思いますが、自分はツイッタ―やイン思いますが、自分はツイッタ―やイン
スタなどを消し、使わないようにしてスタなどを消し、使わないようにして
いました。そうすれば自然と使わなくいました。そうすれば自然と使わなく
なり、勉強に時間をかけることができなり、勉強に時間をかけることができ
ると思います。ると思います。
　また、友人といいライバル関係がで　また、友人といいライバル関係がで
きることで、もっと勉強を頑張ろうと思きることで、もっと勉強を頑張ろうと思
えたので、誰かそういう人がいればいいと思います。えたので、誰かそういう人がいればいいと思います。
　そして、常に試験を意識しておくことも大切です。まだ試験まで　そして、常に試験を意識しておくことも大切です。まだ試験まで
○○日もあるから勉強しなくてもいいではなく、時間があるうちに○○日もあるから勉強しなくてもいいではなく、時間があるうちに
たくさん勉強しておくことが必要だと思います。たくさん勉強しておくことが必要だと思います。

　アカデミーの講義は、用事がない限
り出席し、講義以外でもアカデミーの
テキストを使用して勉強しました。テ
キストはわかりやすく、アカデミーで
は周りが勉強している人ばかりなの
で自然と自分もやる気が出ました。　
　勉強をしていく上で、どれだけ誘惑
を打ち消すことができるかが大事だと
思います。一番はスマートフォンだと
思いますが、自分はツイッタ―やイン
スタなどを消し、使わないようにして
いました。そうすれば自然と使わなく
なり、勉強に時間をかけることができ
ると思います。
　また、友人といいライバル関係がで
きることで、もっと勉強を頑張ろうと思
えたので、誰かそういう人がいればいいと思います。
　そして、常に試験を意識しておくことも大切です。まだ試験まで
○○日もあるから勉強しなくてもいいではなく、時間があるうちに
たくさん勉強しておくことが必要だと思います。

鹿児島校

現役合格

　国立大学法人（九州事務）　最終合格2018年度
　(内定先；熊本大学)

～鹿児島大学～

松藤　由佳さん

『同じ目標に向け頑張るみんなに鼓舞されました』
　東京アカデミーでは、自習室も利用　東京アカデミーでは、自習室も利用
できるところがとてもよかったです。友できるところがとてもよかったです。友
達には民間企業への就職や大学院達には民間企業への就職や大学院
への進学を希望している人が多いでへの進学を希望している人が多いで
したが、東京アカデミーに行くと、公務したが、東京アカデミーに行くと、公務
員試験という同じ目標に向かって頑員試験という同じ目標に向かって頑
張っている人ばかりだったので、私も張っている人ばかりだったので、私も
頑張らないといけないと鼓舞されまし頑張らないといけないと鼓舞されまし
た。また、模試を受けることができたた。また、模試を受けることができた
こともモチベーションの維持につながこともモチベーションの維持につなが
りました。公務員試験や試験勉強にりました。公務員試験や試験勉強に
ついて分からないことも多いでしたが、ついて分からないことも多いでしたが、
併願先、志望先のことなど、今までの併願先、志望先のことなど、今までの
データも踏まえて個別に相談にのっデータも踏まえて個別に相談にのっ
てくださる事務局の方々の存在も大てくださる事務局の方々の存在も大
きかったです。きかったです。
　公務員試験の勉強は範囲も広く、勉強する期間も長いですが、　公務員試験の勉強は範囲も広く、勉強する期間も長いですが、
真面目に取り組んだ先には得られるものがあると思います。目標真面目に取り組んだ先には得られるものがあると思います。目標
を見据え、たまには息抜きもしつつ、モチベーションを保って頑を見据え、たまには息抜きもしつつ、モチベーションを保って頑
張ってください。張ってください。

　東京アカデミーでは、自習室も利用
できるところがとてもよかったです。友
達には民間企業への就職や大学院
への進学を希望している人が多いで
したが、東京アカデミーに行くと、公務
員試験という同じ目標に向かって頑
張っている人ばかりだったので、私も
頑張らないといけないと鼓舞されまし
た。また、模試を受けることができた
こともモチベーションの維持につなが
りました。公務員試験や試験勉強に
ついて分からないことも多いでしたが、
併願先、志望先のことなど、今までの
データも踏まえて個別に相談にのっ
てくださる事務局の方々の存在も大
きかったです。
　公務員試験の勉強は範囲も広く、勉強する期間も長いですが、
真面目に取り組んだ先には得られるものがあると思います。目標
を見据え、たまには息抜きもしつつ、モチベーションを保って頑
張ってください。

鹿児島校

現役合格

　国家一般職（行政九州）　最終合格2018年度
　(内定先；九州地方整備局)

～鹿児島大学～佐藤　萌さん

『Ｅ判定から怒涛の追い込み』
　毎日講義に行くと、席もなんとなく決　毎日講義に行くと、席もなんとなく決
まってきて、クラスで勉強しているアカまってきて、クラスで勉強しているアカ
デミー生に刺激を受けましたし、試験デミー生に刺激を受けましたし、試験
会場で見かけると安心できました。会場で見かけると安心できました。
　私は、本気で勉強し始めたのが遅く、　私は、本気で勉強し始めたのが遅く、
焦る気持ちもありましたし、一生懸命焦る気持ちもありましたし、一生懸命
勉強しても模試ではE判定ばかりで不勉強しても模試ではE判定ばかりで不
安で押しつぶされそうな時もありまし安で押しつぶされそうな時もありまし
た。それでも講義に通い続け、自分た。それでも講義に通い続け、自分
のやり方を変えずに努力できたのは、のやり方を変えずに努力できたのは、
アカデミーで勉強している方や、アドアカデミーで勉強している方や、アド
バイスをくれる先生や事務局の方々、バイスをくれる先生や事務局の方々、
身近に頑張っている友人がいたおか身近に頑張っている友人がいたおか
げです。一緒に仲良く勉強する友人げです。一緒に仲良く勉強する友人
もそうですが、努力をしている姿が見もそうですが、努力をしている姿が見
える人、不安な気持ちを相談できるえる人、不安な気持ちを相談できる
人も、私にとって大きな力になりました。人も、私にとって大きな力になりました。
　長い長い道のりではありますが、自分を信じて途中投げ出さず　長い長い道のりではありますが、自分を信じて途中投げ出さず
に続けることができると満足できる結果が必ずついてくると思いに続けることができると満足できる結果が必ずついてくると思い
ます。ます。

　毎日講義に行くと、席もなんとなく決
まってきて、クラスで勉強しているアカ
デミー生に刺激を受けましたし、試験
会場で見かけると安心できました。
　私は、本気で勉強し始めたのが遅く、
焦る気持ちもありましたし、一生懸命
勉強しても模試ではE判定ばかりで不
安で押しつぶされそうな時もありまし
た。それでも講義に通い続け、自分
のやり方を変えずに努力できたのは、
アカデミーで勉強している方や、アド
バイスをくれる先生や事務局の方々、
身近に頑張っている友人がいたおか
げです。一緒に仲良く勉強する友人
もそうですが、努力をしている姿が見
える人、不安な気持ちを相談できる
人も、私にとって大きな力になりました。
　長い長い道のりではありますが、自分を信じて途中投げ出さず
に続けることができると満足できる結果が必ずついてくると思い
ます。

鹿児島校

現役合格

　国家一般職（行政九州）　最終合格2018年度
　(内定先；福岡入国管理局)

～鹿児島大学～

　国税専門官　最終合格

『豊富な模試やガイダンスでモチベーションＵＰ!』
　アカデミーは模擬試験が定期的に　アカデミーは模擬試験が定期的に
多く実施されるのと、様々なガイダン多く実施されるのと、様々なガイダン
スも開催されるので、それをモチベースも開催されるので、それをモチベー
ションに勉強することができました。ションに勉強することができました。
　私は、講義に出席できない日もあっ　私は、講義に出席できない日もあっ
たのですが、そのときは、後日録音たのですが、そのときは、後日録音
データを聞いて勉強していました。まデータを聞いて勉強していました。ま
た、自習も毎日行い、基礎問題演習た、自習も毎日行い、基礎問題演習
を中心に力を入れていました。基礎を中心に力を入れていました。基礎
問題を何度も繰り返し解いていれば、問題を何度も繰り返し解いていれば、
本番も結構対応できると思います。本番も結構対応できると思います。
　二次試験の対策として、面接練習　二次試験の対策として、面接練習
にはできるだけ参加しましたが、なかにはできるだけ参加しましたが、なか
なかうまくいかず、厳しく指導していたなかうまくいかず、厳しく指導していた
だきました。友人と集まって面接練習だきました。友人と集まって面接練習
をすることもありました。本番の国税をすることもありました。本番の国税
の面接は、一番手ごたえがなかったのですが、自然体で普通にの面接は、一番手ごたえがなかったのですが、自然体で普通に
回答できたのが逆に良かったのではないかと思います。回答できたのが逆に良かったのではないかと思います。
　尚、勉強のことや受験先のことで悩んだときはよく事務局に相　尚、勉強のことや受験先のことで悩んだときはよく事務局に相
談に行き、アドバイスをいただきとても助かりました。談に行き、アドバイスをいただきとても助かりました。

　アカデミーは模擬試験が定期的に
多く実施されるのと、様々なガイダン
スも開催されるので、それをモチベー
ションに勉強することができました。
　私は、講義に出席できない日もあっ
たのですが、そのときは、後日録音
データを聞いて勉強していました。ま
た、自習も毎日行い、基礎問題演習
を中心に力を入れていました。基礎
問題を何度も繰り返し解いていれば、
本番も結構対応できると思います。
　二次試験の対策として、面接練習
にはできるだけ参加しましたが、なか
なかうまくいかず、厳しく指導していた
だきました。友人と集まって面接練習
をすることもありました。本番の国税
の面接は、一番手ごたえがなかったのですが、自然体で普通に
回答できたのが逆に良かったのではないかと思います。
　尚、勉強のことや受験先のことで悩んだときはよく事務局に相
談に行き、アドバイスをいただきとても助かりました。

現役合格

2018年度

鹿児島校 伊東山　允さん ～鹿児島大学～

福嶋　聖司さん

『しっかりとしたサポートで不安なく試験に臨めました』
　地元福岡で働きたいと思い、受験　地元福岡で働きたいと思い、受験
先を決めました。警察官や国家一般先を決めました。警察官や国家一般
職などいくつか併願しましたが、どの職などいくつか併願しましたが、どの
受験先も手を抜かず、しっかり面接対受験先も手を抜かず、しっかり面接対
策をすることが大事だと思いました。策をすることが大事だと思いました。
面接の回数を重ねることで、自分の面接の回数を重ねることで、自分の
考えをしっかり言えるようになりました。考えをしっかり言えるようになりました。
　東京アカデミーでは、わからないこ　東京アカデミーでは、わからないこ
とをすぐに質問できたり、テキストやとをすぐに質問できたり、テキストや
問題集はとてもわかりやすく、自信問題集はとてもわかりやすく、自信
持って学習することができました。一持って学習することができました。一
次試験後も、しっかりとしたサポート次試験後も、しっかりとしたサポート
があり、不安を感じることなく試験にがあり、不安を感じることなく試験に
臨むことができました。臨むことができました。
　公務員試験は、学習する内容がと　公務員試験は、学習する内容がと
ても多く、勉強してもなかなか結果がても多く、勉強してもなかなか結果が
出ず苦しいときもあると思います。それでも毎日コツコツ自分の出ず苦しいときもあると思います。それでも毎日コツコツ自分の
ペースで勉強を進めて行くことが大切だと感じました。ペースで勉強を進めて行くことが大切だと感じました。
　志望先の出題傾向を分析し、試験当日から逆算して学習計画　志望先の出題傾向を分析し、試験当日から逆算して学習計画
を立てることも大事だと思います。を立てることも大事だと思います。

　地元福岡で働きたいと思い、受験
先を決めました。警察官や国家一般
職などいくつか併願しましたが、どの
受験先も手を抜かず、しっかり面接対
策をすることが大事だと思いました。
面接の回数を重ねることで、自分の
考えをしっかり言えるようになりました。
　東京アカデミーでは、わからないこ
とをすぐに質問できたり、テキストや
問題集はとてもわかりやすく、自信
持って学習することができました。一
次試験後も、しっかりとしたサポート
があり、不安を感じることなく試験に
臨むことができました。
　公務員試験は、学習する内容がと
ても多く、勉強してもなかなか結果が
出ず苦しいときもあると思います。それでも毎日コツコツ自分の
ペースで勉強を進めて行くことが大切だと感じました。
　志望先の出題傾向を分析し、試験当日から逆算して学習計画
を立てることも大事だと思います。

鹿児島校

現役合格

　国立大学法人（九州 電子・情報）　最終合格2018年度
　(内定先；九州大学)

～鹿児島大学～赤塚　文仁さん

『水滴石を穿つ』
　東京アカデミーには尊敬できる友人　東京アカデミーには尊敬できる友人
がおり、その友人みたいになりたいとがおり、その友人みたいになりたいと
いうモチベーションにもつながり、相いうモチベーションにもつながり、相
談したり、励まし合ったりできました。談したり、励まし合ったりできました。
また、職員の方々は公務員試験のプまた、職員の方々は公務員試験のプ
ロなので安心して試験に臨むことがロなので安心して試験に臨むことが
できました。できました。
　『水滴石を穿つ』という言葉がありま　『水滴石を穿つ』という言葉がありま
す。水滴が絶えず落ち続けることにす。水滴が絶えず落ち続けることに
よって、石に穴があくということから、よって、石に穴があくということから、
何かを成し遂げる上で継続すること何かを成し遂げる上で継続すること
の偉大さを表現していると思います。の偉大さを表現していると思います。
　公務員試験は難しいです。しかし　公務員試験は難しいです。しかし
「一握りの秀才しか受からない」ような「一握りの秀才しか受からない」ような
試験ではありません。したがってコツ試験ではありません。したがってコツ
コツと努力を積み重ねることが何よりコツと努力を積み重ねることが何より
も大切だと思います。そして、そのためにはモチベーションが重要も大切だと思います。そして、そのためにはモチベーションが重要
になります。「あのアイドルが頑張っているから俺も！」とか「ドラになります。「あのアイドルが頑張っているから俺も！」とか「ドラ
マに感化されて」とかなんでもいいので、色々な刺激をモチベーマに感化されて」とかなんでもいいので、色々な刺激をモチベー
ションにつなげて努力を継続してほしいと思います。ションにつなげて努力を継続してほしいと思います。

　東京アカデミーには尊敬できる友人
がおり、その友人みたいになりたいと
いうモチベーションにもつながり、相
談したり、励まし合ったりできました。
また、職員の方々は公務員試験のプ
ロなので安心して試験に臨むことが
できました。
　『水滴石を穿つ』という言葉がありま
す。水滴が絶えず落ち続けることに
よって、石に穴があくということから、
何かを成し遂げる上で継続すること
の偉大さを表現していると思います。
　公務員試験は難しいです。しかし
「一握りの秀才しか受からない」ような
試験ではありません。したがってコツ
コツと努力を積み重ねることが何より
も大切だと思います。そして、そのためにはモチベーションが重要
になります。「あのアイドルが頑張っているから俺も！」とか「ドラ
マに感化されて」とかなんでもいいので、色々な刺激をモチベー
ションにつなげて努力を継続してほしいと思います。

鹿児島校

現役合格

　国家一般職（行政九州）　最終合格2018年度
　(内定先；鹿児島労働局)

～鹿児島大学～ 立山　咲さん

『親身で熱心な対応で自信とやる気が出ました』
　東京アカデミーに通ってよかったこ　東京アカデミーに通ってよかったこ
との一番は、講師の方々や事務局のとの一番は、講師の方々や事務局の
方々が、受講生に対し、親身に、そし方々が、受講生に対し、親身に、そし
て熱心に対応してくださったところでて熱心に対応してくださったところで
す。だからこそ自信にもなりましたし、す。だからこそ自信にもなりましたし、
応援してくれるから頑張ろうという気応援してくれるから頑張ろうという気
持ちになりました。持ちになりました。
　また、模擬試験の上位ランキング表　また、模擬試験の上位ランキング表
が教室に掲示されるのも意外とよが教室に掲示されるのも意外とよ
かったです。最初はイヤだなあと思っかったです。最初はイヤだなあと思っ
ていましたが、自分の名前が載ったていましたが、自分の名前が載った
時は嬉しかったですし、友達の名前時は嬉しかったですし、友達の名前
があると自分も負けずに頑張ろうと思があると自分も負けずに頑張ろうと思
えました。えました。
　公務員試験は、本当に苦しい思い　公務員試験は、本当に苦しい思い
をしながらも自分に負けず、自分を信をしながらも自分に負けず、自分を信
じて努力し続けた人が合格するものです。きつい、苦しい思いをじて努力し続けた人が合格するものです。きつい、苦しい思いを
たくさんして、それを乗り越えたときの達成感や夢を叶えた喜びたくさんして、それを乗り越えたときの達成感や夢を叶えた喜び
は計り知れないものです。東京アカデミーの講師の方々や事務は計り知れないものです。東京アカデミーの講師の方々や事務
局の方々を信じ、最後まで頑張ってください。局の方々を信じ、最後まで頑張ってください。

　東京アカデミーに通ってよかったこ
との一番は、講師の方々や事務局の
方々が、受講生に対し、親身に、そし
て熱心に対応してくださったところで
す。だからこそ自信にもなりましたし、
応援してくれるから頑張ろうという気
持ちになりました。
　また、模擬試験の上位ランキング表
が教室に掲示されるのも意外とよ
かったです。最初はイヤだなあと思っ
ていましたが、自分の名前が載った
時は嬉しかったですし、友達の名前
があると自分も負けずに頑張ろうと思
えました。
　公務員試験は、本当に苦しい思い
をしながらも自分に負けず、自分を信
じて努力し続けた人が合格するものです。きつい、苦しい思いを
たくさんして、それを乗り越えたときの達成感や夢を叶えた喜び
は計り知れないものです。東京アカデミーの講師の方々や事務
局の方々を信じ、最後まで頑張ってください。

鹿児島校

現役合格

　国家一般職（行政九州）　最終合格2018年度
　(内定先；長崎税関)

～鹿児島大学～



竹内　智輝さん

『面接練習は絶対必要！』
　東京アカデミーは、環境が良かった　東京アカデミーは、環境が良かった
と思います。自分自身が自分から情と思います。自分自身が自分から情
報を入れたり、腰を上げるのが苦手報を入れたり、腰を上げるのが苦手
なので、そこの面倒をみていただいたなので、そこの面倒をみていただいた
ことが、とてもありがたかったです。ことが、とてもありがたかったです。
　あと、面接の練習は独学ではなか　あと、面接の練習は独学ではなか
なかできないと思います。正直、直前なかできないと思います。正直、直前
まで二次試験対策の面接練習はしなまで二次試験対策の面接練習はしな
くていいんじゃないかと思っていましくていいんじゃないかと思っていまし
たが、絶対必要です。いくら話すのがたが、絶対必要です。いくら話すのが
得意でも、ある程度自分の中で、話得意でも、ある程度自分の中で、話
すことを決めておかないと本番で出てすことを決めておかないと本番で出て
こないと思いました。もっと言うと、面こないと思いました。もっと言うと、面
接で話せるような体験をしておくこと接で話せるような体験をしておくこと
も対策の一つです。ボランティア、部も対策の一つです。ボランティア、部
活動、サークル、趣味、娯楽、どこか活動、サークル、趣味、娯楽、どこか
らでも自分のことにつなげられるようなことをやっておくのがとてらでも自分のことにつなげられるようなことをやっておくのがとて
も大切です。も大切です。
　人それぞれ違うと思いますが、周りに流されず、自分のやり方　人それぞれ違うと思いますが、周りに流されず、自分のやり方
に素直に従うのもいいと思います。に素直に従うのもいいと思います。

　東京アカデミーは、環境が良かった
と思います。自分自身が自分から情
報を入れたり、腰を上げるのが苦手
なので、そこの面倒をみていただいた
ことが、とてもありがたかったです。
　あと、面接の練習は独学ではなか
なかできないと思います。正直、直前
まで二次試験対策の面接練習はしな
くていいんじゃないかと思っていまし
たが、絶対必要です。いくら話すのが
得意でも、ある程度自分の中で、話
すことを決めておかないと本番で出て
こないと思いました。もっと言うと、面
接で話せるような体験をしておくこと
も対策の一つです。ボランティア、部
活動、サークル、趣味、娯楽、どこか
らでも自分のことにつなげられるようなことをやっておくのがとて
も大切です。
　人それぞれ違うと思いますが、周りに流されず、自分のやり方
に素直に従うのもいいと思います。

鹿児島校

現役合格

　国立大学法人（九州事務）　最終合格2018年度
　(内定先；鹿児島大学)

～鹿児島大学～岩下　紘子さん

『講義以外の様々な説明会でも疑問を解消!』
　私は、勉強を始めたのが12月中旬　私は、勉強を始めたのが12月中旬
からだったため、周りとの勉強差や合からだったため、周りとの勉強差や合
格できるかの不安がとても大きかっ格できるかの不安がとても大きかっ
たです。たです。
　勉強は、講義を受け、講義の復習　勉強は、講義を受け、講義の復習
をして出た問で演習をひたすら続けをして出た問で演習をひたすら続け
ました。何度も解くことで、問題のパました。何度も解くことで、問題のパ
ターンやよく出る問題などが見えてきターンやよく出る問題などが見えてき
て、楽しみながら勉強することができて、楽しみながら勉強することができ
ました。ました。
　また、アカデミーでは、講義だけで　また、アカデミーでは、講義だけで
はなく、様々な官庁の説明会や受験はなく、様々な官庁の説明会や受験
の流れ等のガイダンスがあったため、の流れ等のガイダンスがあったため、
受験に対する疑問を解消することが受験に対する疑問を解消することが
できました。尚、幅広い年齢層の方々できました。尚、幅広い年齢層の方々
と共に勉強できる環境であったため、と共に勉強できる環境であったため、
いい刺激にもなりました。いい刺激にもなりました。
　いろんな官庁のパンフレットやホームページを見ると、自分がや　いろんな官庁のパンフレットやホームページを見ると、自分がや
りたい仕事が見つかり、勉強へのモチベーションへもつながったりたい仕事が見つかり、勉強へのモチベーションへもつながった
ため、ぜひ勉強の合間にでもチェックしてみてください！ため、ぜひ勉強の合間にでもチェックしてみてください！

　私は、勉強を始めたのが12月中旬
からだったため、周りとの勉強差や合
格できるかの不安がとても大きかっ
たです。
　勉強は、講義を受け、講義の復習
をして出た問で演習をひたすら続け
ました。何度も解くことで、問題のパ
ターンやよく出る問題などが見えてき
て、楽しみながら勉強することができ
ました。
　また、アカデミーでは、講義だけで
はなく、様々な官庁の説明会や受験
の流れ等のガイダンスがあったため、
受験に対する疑問を解消することが
できました。尚、幅広い年齢層の方々
と共に勉強できる環境であったため、
いい刺激にもなりました。
　いろんな官庁のパンフレットやホームページを見ると、自分がや
りたい仕事が見つかり、勉強へのモチベーションへもつながった
ため、ぜひ勉強の合間にでもチェックしてみてください！

鹿児島校

　国家一般職（行政九州）　最終合格2018年度
　(内定先；鹿児島労働局)

～鹿児島大学～

現役合格

朝田　岳宏さん

『長期的に計画的な学習をすることが大切』
　講義で解き方を学んで、自習で問　講義で解き方を学んで、自習で問
題を解いてアウトプットすることを心題を解いてアウトプットすることを心
掛けました。勉強する範囲が広いの掛けました。勉強する範囲が広いの
で、範囲を一通り確認してから長期で、範囲を一通り確認してから長期
的に計画を立てて進めていく必要が的に計画を立てて進めていく必要が
あります。あります。
　夏までには教養試験の範囲を終わ　夏までには教養試験の範囲を終わ
らせ、夏からは専門の勉強に力を入らせ、夏からは専門の勉強に力を入
れました。12月まで出た問の基礎編れました。12月まで出た問の基礎編
だけを繰り返し解くようにしていましただけを繰り返し解くようにしていました
が、基礎的な問題は絶対に落とさなが、基礎的な問題は絶対に落とさな
いように勉強した方がいいと思います。いように勉強した方がいいと思います。
　講義を受けてそのままにせず、不　講義を受けてそのままにせず、不
安はなくなることがないのでとりあえ安はなくなることがないのでとりあえ
ず問題を多く解くことをおススメします。ず問題を多く解くことをおススメします。
　東京アカデミーは、受講生が全国に　東京アカデミーは、受講生が全国に
いるので、東京や福岡といった他の地域の面接の情報が集まっいるので、東京や福岡といった他の地域の面接の情報が集まっ
ていて、事前の準備がしやすく、一次合格したらすぐに面接連練ていて、事前の準備がしやすく、一次合格したらすぐに面接連練
習を行いましたが、面接練習は東京アカデミーだけで行い合格す習を行いましたが、面接練習は東京アカデミーだけで行い合格す
ることができました。ることができました。

　講義で解き方を学んで、自習で問
題を解いてアウトプットすることを心
掛けました。勉強する範囲が広いの
で、範囲を一通り確認してから長期
的に計画を立てて進めていく必要が
あります。
　夏までには教養試験の範囲を終わ
らせ、夏からは専門の勉強に力を入
れました。12月まで出た問の基礎編
だけを繰り返し解くようにしていました
が、基礎的な問題は絶対に落とさな
いように勉強した方がいいと思います。
　講義を受けてそのままにせず、不
安はなくなることがないのでとりあえ
ず問題を多く解くことをおススメします。
　東京アカデミーは、受講生が全国に
いるので、東京や福岡といった他の地域の面接の情報が集まっ
ていて、事前の準備がしやすく、一次合格したらすぐに面接連練
習を行いましたが、面接練習は東京アカデミーだけで行い合格す
ることができました。

鹿児島校

現役合格

　国家一般職（行政九州）　最終合格2018年度
　(内定先；九州防衛局)

～鹿児島大学～

武田　慎司さん

『カラオケボックスでも面接練習！』
　3月に福岡であった業務説明会に参　3月に福岡であった業務説明会に参
加し、法務局の仕事に興味を持った加し、法務局の仕事に興味を持った
ため志望しました。一次合格してからため志望しました。一次合格してから
の業務説明会にも参加し、ここで働きの業務説明会にも参加し、ここで働き
たいという思いを強く持つようになりたいという思いを強く持つようになり
ました。ました。
　国家一般職の場合、志望官庁の方　国家一般職の場合、志望官庁の方
にしっかり名前を覚えてもらうことがにしっかり名前を覚えてもらうことが
大事だと思うので、積極的にアピール大事だと思うので、積極的にアピール
しましょう。しましょう。
　尚、アカデミーでは、自習室も積極　尚、アカデミーでは、自習室も積極
的に利用していましたが、自習室は的に利用していましたが、自習室は
はとても静かで、周りも集中して勉強はとても静かで、周りも集中して勉強
しているので、よい環境だと思います。しているので、よい環境だと思います。
また、他大学や他学部の人とも仲良くまた、他大学や他学部の人とも仲良く
なり、色々と情報を共有できるのもアなり、色々と情報を共有できるのもア
カデミーに通うメリットだと思います。面接対策など、友達とカラオカデミーに通うメリットだと思います。面接対策など、友達とカラオ
ケに集まって、そこで模擬面接なども行い本番に臨んでいました。ケに集まって、そこで模擬面接なども行い本番に臨んでいました。
　気分転換に友達と話したり、遊びに行ったりすることも大事です。　気分転換に友達と話したり、遊びに行ったりすることも大事です。
適度に休憩をはさみ、長い公務員試験の勉強を乗り越えましょう。適度に休憩をはさみ、長い公務員試験の勉強を乗り越えましょう。

　3月に福岡であった業務説明会に参
加し、法務局の仕事に興味を持った
ため志望しました。一次合格してから
の業務説明会にも参加し、ここで働き
たいという思いを強く持つようになり
ました。
　国家一般職の場合、志望官庁の方
にしっかり名前を覚えてもらうことが
大事だと思うので、積極的にアピール
しましょう。
　尚、アカデミーでは、自習室も積極
的に利用していましたが、自習室は
はとても静かで、周りも集中して勉強
しているので、よい環境だと思います。
また、他大学や他学部の人とも仲良く
なり、色々と情報を共有できるのもア
カデミーに通うメリットだと思います。面接対策など、友達とカラオ
ケに集まって、そこで模擬面接なども行い本番に臨んでいました。
　気分転換に友達と話したり、遊びに行ったりすることも大事です。
適度に休憩をはさみ、長い公務員試験の勉強を乗り越えましょう。

鹿児島校

現役合格

　国家一般職（行政九州）　最終合格2018年度
　(内定先；宮崎地方法務局)

～鹿児島大学～ 園田　るいさん

『最後まで諦めなければ絶対チャンスはある!』
　私は、大学３年生の後期までゼミ等　私は、大学３年生の後期までゼミ等
で忙しく、本格的に勉強を始めたのはで忙しく、本格的に勉強を始めたのは
３月頃でした。時間があまりなかった３月頃でした。時間があまりなかった
ので、とにかく出たＤＡＴＡ問を繰り返ので、とにかく出たＤＡＴＡ問を繰り返
し解くようにしました。し解くようにしました。
　模擬試験は、実際の試験に近い問　模擬試験は、実際の試験に近い問
題と雰囲気で行われ、演習できたこと題と雰囲気で行われ、演習できたこと
はとてもよかったです。はとてもよかったです。
　二次試験対策としては、アカデミー　二次試験対策としては、アカデミー
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　勉強していく中で、辛いことや成績　勉強していく中で、辛いことや成績
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し解くようにしました。
　模擬試験は、実際の試験に近い問
題と雰囲気で行われ、演習できたこと
はとてもよかったです。
　二次試験対策としては、アカデミー
の面接指導を２～３回繰り返し、志望
動機など固めていきました。
　独学と比べて、講師の先生からの
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るので、通って本当によかったと思い
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　勉強していく中で、辛いことや成績
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鹿児島校

現役合格

　国家一般職（行政九州）　最終合格2018年度
　(内定先；鹿児島労働局)

～鹿児島大学～

　国税専門官　最終合格

『早いうちから本気で努力しよう!』
　東アカに通って良かったと思う点は、　東アカに通って良かったと思う点は、
大学と学ぶ場所を変えることで気持大学と学ぶ場所を変えることで気持
ちの切り替えができたこと、講座の組ちの切り替えができたこと、講座の組
み立てが自分に合っていたこと、面み立てが自分に合っていたこと、面
接練習を何回もできたこと、講義を受接練習を何回もできたこと、講義を受
けることで理解につながりやすかったけることで理解につながりやすかった
ことなどです。ことなどです。
　長い期間学習し続けるのはとても　長い期間学習し続けるのはとても
大変だということは痛いほど分かりま大変だということは痛いほど分かりま
す。分かりますが、全ての試験を終えす。分かりますが、全ての試験を終え
て今思うことは、もっと早くから本気にて今思うことは、もっと早くから本気に
なっていれば良かったということです。なっていれば良かったということです。
それは知識の面もですが、それよりもそれは知識の面もですが、それよりも
精神的な面において重要だと思いま精神的な面において重要だと思いま
す。12月頃からだんだんと焦り始めます。12月頃からだんだんと焦り始めま
した。「あれもこれも・・・」と不安でした。「あれもこれも・・・」と不安で
いっぱいになります。その時の一番の支えは過去の自分だと思いっぱいになります。その時の一番の支えは過去の自分だと思
います。「これだけやってきたから大丈夫」という気持ちになれるいます。「これだけやってきたから大丈夫」という気持ちになれる
と、何をすべきかはっきり見えると思います。していなかった私だと、何をすべきかはっきり見えると思います。していなかった私だ
から言えることですが、早いうちに努力していて悪いことはありまから言えることですが、早いうちに努力していて悪いことはありま
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ちの切り替えができたこと、講座の組
み立てが自分に合っていたこと、面
接練習を何回もできたこと、講義を受
けることで理解につながりやすかった
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　長い期間学習し続けるのはとても
大変だということは痛いほど分かりま
す。分かりますが、全ての試験を終え
て今思うことは、もっと早くから本気に
なっていれば良かったということです。
それは知識の面もですが、それよりも
精神的な面において重要だと思いま
す。12月頃からだんだんと焦り始めま
した。「あれもこれも・・・」と不安で
いっぱいになります。その時の一番の支えは過去の自分だと思
います。「これだけやってきたから大丈夫」という気持ちになれる
と、何をすべきかはっきり見えると思います。していなかった私だ
から言えることですが、早いうちに努力していて悪いことはありま

現役合格

2018年度

鹿児島校 下園　悠加さん ～鹿児島大学～

『最終合格』の秘訣は
東アカ鹿児島校にあり!!

合格おめでとう

ございます!その他多数
　　 しています！最終合格
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