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東アカの講義を大切にし、得意東アカの講義を大切にし、得意
な教科の講義ではさらに理解がな教科の講義ではさらに理解が
深める姿勢で受講し、苦手な教深める姿勢で受講し、苦手な教
科の講義では復習を重ねるなど科の講義では復習を重ねるなど
して必死に食らいついて受講しして必死に食らいついて受講し
ました。講義がない土日には、午ました。講義がない土日には、午
前中に得意教科、午後はひたす前中に得意教科、午後はひたす
ら苦手教科の克服に努めました。ら苦手教科の克服に努めました。
一次試験合格後は、先生方と面一次試験合格後は、先生方と面
接練習を毎日行うことで、本番の接練習を毎日行うことで、本番の
試験でも自信を持って受け答え試験でも自信を持って受け答え
をすることができました。東アカをすることができました。東アカ
の魅力は、素晴らしい講義と公の魅力は、素晴らしい講義と公
務員試験に対する豊富な情報だと思います。務員試験に対する豊富な情報だと思います。

東アカの講義を大切にし、得意
な教科の講義ではさらに理解が
深める姿勢で受講し、苦手な教
科の講義では復習を重ねるなど
して必死に食らいついて受講し
ました。講義がない土日には、午
前中に得意教科、午後はひたす
ら苦手教科の克服に努めました。
一次試験合格後は、先生方と面
接練習を毎日行うことで、本番の
試験でも自信を持って受け答え
をすることができました。東アカ
の魅力は、素晴らしい講義と公
務員試験に対する豊富な情報だと思います。

アカデミーの合格実績を見たことアカデミーの合格実績を見たこと
がきっかけで入会を決めました。がきっかけで入会を決めました。
東アカの講義とテキストをフル活東アカの講義とテキストをフル活
用し、講義がない日は誰よりも早用し、講義がない日は誰よりも早
く自習室に来て勉強を始めるようく自習室に来て勉強を始めるよう
にしていました。また、一次試験にしていました。また、一次試験
合格後にすぐ複数の先生方から合格後にすぐ複数の先生方から
面接の指導をしていただき自信面接の指導をしていただき自信
を深めることもできました。　東アを深めることもできました。　東ア
カでは同じ目標に向かって努力カでは同じ目標に向かって努力
する友人達と出会うことが出来まする友人達と出会うことが出来ま
した。彼らと切磋琢磨し、辛い時した。彼らと切磋琢磨し、辛い時
でも自分自身を鼓舞し頑張り続でも自分自身を鼓舞し頑張り続
けられたことが自信につながり、けられたことが自信につながり、
合格につながったと思います。合格につながったと思います。
　自分の信念に向かって努力を続け試験に挑んでくださ　自分の信念に向かって努力を続け試験に挑んでくださ
い。い。
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指導のおかげで勉強の仕方が指導のおかげで勉強の仕方が
分かるようになり、勉強に対す分かるようになり、勉強に対す
るモチベーションがあがりましるモチベーションがあがりまし
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その後の二次試験で面接官にその後の二次試験で面接官に
しっかり自分の思いを伝えるこしっかり自分の思いを伝えるこ
とが合格のポイントだと思うので、面接練習は積極的とが合格のポイントだと思うので、面接練習は積極的
に行っていくべきだと思います。に行っていくべきだと思います。
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最終合格できたポイントは、や最終合格できたポイントは、や
はり東アカで最後まで気を抜かはり東アカで最後まで気を抜か
ずに面接練習をし続けたことだずに面接練習をし続けたことだ
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先輩が東アカで夢を叶えたと聞先輩が東アカで夢を叶えたと聞
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繰り返していました。東アカは自繰り返していました。東アカは自
習室が朝から夜まで毎日開いて習室が朝から夜まで毎日開いて
いるので、勉強できる環境がいるので、勉強できる環境が
整っていることが良かったです。整っていることが良かったです。
　東アカのサポートに加え、同じ　東アカのサポートに加え、同じ
目標に向かって頑張る友人たち目標に向かって頑張る友人たち
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本当に合格できるのか私自身本当に合格できるのか私自身
も不安でしたが、同じ目標に向も不安でしたが、同じ目標に向
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す。す。

本当に合格できるのか私自身
も不安でしたが、同じ目標に向
かって勉強に励む仲間や自信
がつくまで何度も指導してくださ
る先生方、内村さんをはじめと
する事務の方々のサポートの
おかげで最後まで頑張ることが
できました。これから受験する
人も不安があるかもしれません
が、できることをやるしかないの
で、まずは行動してみてくださ
い。それが自分の力になってい
くと思います。自分の感情を大
切にして、できるだけ頑張ってください。応援していま
す。

先輩や友人が入会していたこと先輩や友人が入会していたこと
がきっかけで入会しました。講義がきっかけで入会しました。講義
やオープンセサミの内容を完璧やオープンセサミの内容を完璧
に理解してから、出たDATA問をに理解してから、出たDATA問を
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ることができたことです。面接練ることができたことです。面接練
習は、東アカの先生方と練習を習は、東アカの先生方と練習を
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的にサポートしてくださった点
が非常に良かったです。分から
ないことばかりで不安になる時
もありましたが、諦めずに講義
で習った内容は必ず覚え、積極
的に面接練習に取り組みました。
勉強に自信がない私でも、東ア
カでコツコツ続けた努力が第一
志望合格という大きな実を結ぶことが出来ました。あ
りがとうございました。

2017年度 　鹿児島市消防(消防吏員C) 最終合格(進路先)

小磯 雄也さん ～松陽高校～鹿児島校

『百折不撓』

2017年度 　東京消防庁Ⅲ類(消防官) 最終合格(進路先)

德山 友季さん ～鹿児島工業高校～鹿児島校

『友達を大事にする』

2017年度 　鹿児島県警B(男性) 最終合格(進路先)

肥後 昇汰さん ～鹿児島城西高校～鹿児島校

『努力一筋』

2017年度 　鹿児島県庁(一般事務) 最終合格(進路先)

山下 竜弥さん ～鹿屋工業高校～鹿児島校

『苦しみは成長の種』

2017年度 　鹿児島市役所(一般事務) 最終合格(進路先)

松元 紳さん ～鹿児島情報高校～鹿児島校

『為せば成る、為さねば成らぬ何事も』

2017年度 　鹿児島市役所(機械) 最終合格(進路先)

木之下 純さん ～鹿児島工業高校～鹿児島校

『雨垂れ石を穿つ』

2017年度　鹿児島市役所中級(一般事務) 最終合格(進路先)

長谷川 愛美さん～鹿児島県立短期大学～鹿児島校

『一意専心』

2017年度　薩摩川内市役所(一般事務) 最終合格(進路先)

川﨑 美怜さん鹿児島校

『諦めないで努力し続ければ結果につながる』

2017年度 　税務職(九州) 最終合格(進路先)

栄村 聖乃さん ～加世田高校～鹿児島校

『一日一善』

2017年度 　東京消防庁Ⅱ類(消防官) 最終合格(進路先)

大窪　翼さん～鹿児島実業高校～鹿児島校

『因果応報』

2017年度 　海上保安学校学生(船舶) 最終合格(進路先)

松野下 知毅さん ～国分高校～鹿児島校

『努力』

2017年度 　海上保安学校学生特別(船舶) 最終合格(進路先)

永池 海斗さん ～鹿児島南高校～鹿児島校

『奮励努力』

～鹿児島女子短期大学～

授業で学んだことはその日のう授業で学んだことはその日のう
ちに復習してしっかり理解するこちに復習してしっかり理解するこ
とを心掛け、授業がない日も出とを心掛け、授業がない日も出
た問やオープンセサミを活用してた問やオープンセサミを活用して
自習に取り組んできました。講師自習に取り組んできました。講師
の先生方をはじめ、東アカにはの先生方をはじめ、東アカには
常に集中して勉強に取り組める常に集中して勉強に取り組める
環境が整っており東アカに来て環境が整っており東アカに来て
本当に良かったです。公務員に本当に良かったです。公務員に
なるための勉強は、範囲も広くなるための勉強は、範囲も広く
難しいためとても大変だと思いま難しいためとても大変だと思いま
す。しかし、どんなにつらくてもす。しかし、どんなにつらくても
「絶対に受かってやる！」という「絶対に受かってやる！」という
強い気持ちをもって努力を続けることが合格につなが強い気持ちをもって努力を続けることが合格につなが
るのだと思います。るのだと思います。

授業で学んだことはその日のう
ちに復習してしっかり理解するこ
とを心掛け、授業がない日も出
た問やオープンセサミを活用して
自習に取り組んできました。講師
の先生方をはじめ、東アカには
常に集中して勉強に取り組める
環境が整っており東アカに来て
本当に良かったです。公務員に
なるための勉強は、範囲も広く
難しいためとても大変だと思いま
す。しかし、どんなにつらくても
「絶対に受かってやる！」という
強い気持ちをもって努力を続けることが合格につなが
るのだと思います。



2017年度 　鹿児島市消防(消防吏員C) 最終合格(進路先)

若松 駿さん ～鹿児島玉龍高校～鹿児島校

『24時間試験対策』

2017年度 　鹿児島県警B(男性) 最終合格(進路先)

山神 冬和さん ～鹿児島工業高校～鹿児島校

『浸るなってあの時の成功なんてただの通過点』

2017年度 　鹿児島県警B(女性) 最終合格(進路先)

津曲 真帆さん ～松陽高校～鹿児島校

『努力に勝る天才なし』

私は夏休みにインターハイ、国私は夏休みにインターハイ、国
体と最後まで部活がほぼ一日中体と最後まで部活がほぼ一日中
ありました。設計競技大会や生ありました。設計競技大会や生
徒会の仕事などもあったことから、徒会の仕事などもあったことから、
半分あきらめた気持ちでアカデ半分あきらめた気持ちでアカデ
ミーに通い始めました。不安な気ミーに通い始めました。不安な気
持ちばかりでしたが、アカデミー持ちばかりでしたが、アカデミー
の講義だけは集中して聞きましの講義だけは集中して聞きまし
た。部活を引退してからは過去た。部活を引退してからは過去
問や模試に取り組み、今まで分問や模試に取り組み、今まで分
からなかった問題も解けるようにからなかった問題も解けるように
なっていきました。東アカであきなっていきました。東アカであき
らめないで全部頑張り切れば、らめないで全部頑張り切れば、
頑張った分結果は自分にかえってきます！頑張った分結果は自分にかえってきます！

私は夏休みにインターハイ、国
体と最後まで部活がほぼ一日中
ありました。設計競技大会や生
徒会の仕事などもあったことから、
半分あきらめた気持ちでアカデ
ミーに通い始めました。不安な気
持ちばかりでしたが、アカデミー
の講義だけは集中して聞きまし
た。部活を引退してからは過去
問や模試に取り組み、今まで分
からなかった問題も解けるように
なっていきました。東アカであき
らめないで全部頑張り切れば、
頑張った分結果は自分にかえってきます！

講座も高校3年生クラスがあるこ講座も高校3年生クラスがあるこ
とを知り入会しました。公務員試とを知り入会しました。公務員試
験について何も知らなくても、教験について何も知らなくても、教
務の内村さんが試験情報等をた務の内村さんが試験情報等をた
くさん教えてもらえるため、とてもくさん教えてもらえるため、とても
参考になります。授業もとても分参考になります。授業もとても分
かりやすく、苦手な暗記科目も、かりやすく、苦手な暗記科目も、
東アカの講義のおかげで、大事東アカの講義のおかげで、大事
な所を楽しく覚えることができ、な所を楽しく覚えることができ、
東アカに来て本当に良かったで東アカに来て本当に良かったで
す。誰からも合格すると思われなす。誰からも合格すると思われな
かった私が合格できたので、焦らかった私が合格できたので、焦ら
ずに一生懸命やれば出来ると思ずに一生懸命やれば出来ると思
います。最後まで頑張ってください。います。最後まで頑張ってください。

講座も高校3年生クラスがあるこ
とを知り入会しました。公務員試
験について何も知らなくても、教
務の内村さんが試験情報等をた
くさん教えてもらえるため、とても
参考になります。授業もとても分
かりやすく、苦手な暗記科目も、
東アカの講義のおかげで、大事
な所を楽しく覚えることができ、
東アカに来て本当に良かったで
す。誰からも合格すると思われな
かった私が合格できたので、焦ら
ずに一生懸命やれば出来ると思
います。最後まで頑張ってください。

高校の先生に勧められたことが高校の先生に勧められたことが
きっかけで入会しました。休日きっかけで入会しました。休日
は自習室を使って講義の復習をは自習室を使って講義の復習を
行い、出たDATA問をひたすら行い、出たDATA問をひたすら
解き続けました。東アカで面接解き続けました。東アカで面接
カードの添削や個別面接対策もカードの添削や個別面接対策も
行い、決して諦めず時間を無駄行い、決して諦めず時間を無駄
にしないようにしました。無駄のにしないようにしました。無駄の
ない授業の内容で効率的に勉ない授業の内容で効率的に勉
強でき、定期的に行われる模擬強でき、定期的に行われる模擬
試験のランキングは、自分の実試験のランキングは、自分の実
力を知ることで、緊張感を維持力を知ることで、緊張感を維持
して毎日の試験対策に努めるこして毎日の試験対策に努めるこ
とができました。東アカを信じて試験勉強に励むことでとができました。東アカを信じて試験勉強に励むことで
合格することができました。合格することができました。

高校の先生に勧められたことが
きっかけで入会しました。休日
は自習室を使って講義の復習を
行い、出たDATA問をひたすら
解き続けました。東アカで面接
カードの添削や個別面接対策も
行い、決して諦めず時間を無駄
にしないようにしました。無駄の
ない授業の内容で効率的に勉
強でき、定期的に行われる模擬
試験のランキングは、自分の実
力を知ることで、緊張感を維持
して毎日の試験対策に努めるこ
とができました。東アカを信じて試験勉強に励むことで
合格することができました。

週に一回ある模試で、本番同様週に一回ある模試で、本番同様
の問題形式に慣れ、自分の苦手の問題形式に慣れ、自分の苦手
な所を明確化するために活用しな所を明確化するために活用し
ました。講義の内容は必ずそのました。講義の内容は必ずその
日に復習し、後はとにかく過去問日に復習し、後はとにかく過去問
を解きまくりました。様々な難易を解きまくりました。様々な難易
度や頻出度の過去問が凝縮され度や頻出度の過去問が凝縮され
た「出たDATA問」で、効率的なた「出たDATA問」で、効率的な
学習が出来ました。また、二次試学習が出来ました。また、二次試
験の対策を手厚く個別にしてくれ験の対策を手厚く個別にしてくれ
る所が良かったです。最終合格る所が良かったです。最終合格
できたのは、最後まで自分を追できたのは、最後まで自分を追
い込んで東アカで試験の準備をい込んで東アカで試験の準備を
しっかりしたことだと思います。何事も準備が肝心です。しっかりしたことだと思います。何事も準備が肝心です。

週に一回ある模試で、本番同様
の問題形式に慣れ、自分の苦手
な所を明確化するために活用し
ました。講義の内容は必ずその
日に復習し、後はとにかく過去問
を解きまくりました。様々な難易
度や頻出度の過去問が凝縮され
た「出たDATA問」で、効率的な
学習が出来ました。また、二次試
験の対策を手厚く個別にしてくれ
る所が良かったです。最終合格
できたのは、最後まで自分を追
い込んで東アカで試験の準備を
しっかりしたことだと思います。何事も準備が肝心です。

　合格実績が高く、豊富な教材　合格実績が高く、豊富な教材
があるため入会しました。模試があるため入会しました。模試
の結果を見て、自分の現状を知の結果を見て、自分の現状を知
ることができ、講義後の自主学ることができ、講義後の自主学
習に反映させました。先生方が、習に反映させました。先生方が、
頻出分野を分かりやすく教えてく頻出分野を分かりやすく教えてく
ださるので、問題をスラスラ解けださるので、問題をスラスラ解け
るようになることが楽しかったでるようになることが楽しかったで
す。ひたすら過去問を解き直し、す。ひたすら過去問を解き直し、
出た問は5回以上解き直しました。出た問は5回以上解き直しました。
東アカでは、個人では練習が難東アカでは、個人では練習が難
しい集団討論のアドバイス等もししい集団討論のアドバイス等もし
てくださり、充実した2次試験対てくださり、充実した2次試験対
策があることが良かったです。策があることが良かったです。

　合格実績が高く、豊富な教材
があるため入会しました。模試
の結果を見て、自分の現状を知
ることができ、講義後の自主学
習に反映させました。先生方が、
頻出分野を分かりやすく教えてく
ださるので、問題をスラスラ解け
るようになることが楽しかったで
す。ひたすら過去問を解き直し、
出た問は5回以上解き直しました。
東アカでは、個人では練習が難
しい集団討論のアドバイス等もし
てくださり、充実した2次試験対
策があることが良かったです。

高校の先生にすすめられたこと高校の先生にすすめられたこと
がきっかけで入会しました。実がきっかけで入会しました。実
際に警察官の方から話を聞く機際に警察官の方から話を聞く機
会もあり、働くイメージが膨らみ、会もあり、働くイメージが膨らみ、
面接試験における志望動機の面接試験における志望動機の
回答につながり非常に良かった回答につながり非常に良かった
です。講義はもちろん、テキストです。講義はもちろん、テキスト
も家での自主学習に活用しましも家での自主学習に活用しまし
た。様々な先生方から面接指導た。様々な先生方から面接指導
をしてくださり、自信を持って本をしてくださり、自信を持って本
番に臨めました。筆記試験対策番に臨めました。筆記試験対策
から面接対策までしっかりサから面接対策までしっかりサ
ポートしてくださるため、東アカポートしてくださるため、東アカ
に来て良かったと思いました。に来て良かったと思いました。

高校の先生にすすめられたこと
がきっかけで入会しました。実
際に警察官の方から話を聞く機
会もあり、働くイメージが膨らみ、
面接試験における志望動機の
回答につながり非常に良かった
です。講義はもちろん、テキスト
も家での自主学習に活用しまし
た。様々な先生方から面接指導
をしてくださり、自信を持って本
番に臨めました。筆記試験対策
から面接対策までしっかりサ
ポートしてくださるため、東アカ
に来て良かったと思いました。

講座に毎日参加し、夜は家で出講座に毎日参加し、夜は家で出
たDATA問をひたすら何回も解きたDATA問をひたすら何回も解き
直しました。夏休みが明けてから直しました。夏休みが明けてから
は、週末に自習室を利用し、友は、週末に自習室を利用し、友
達と一緒に4時間勉強しました。達と一緒に4時間勉強しました。
成績が伸びず、苦しいこともあり成績が伸びず、苦しいこともあり
ましたが、教養試験対策は、やましたが、教養試験対策は、や
ればやった分だけ結果が出るたればやった分だけ結果が出るた
め、とにかく努力してほしいです。め、とにかく努力してほしいです。
最終合格できた時は、本当に東最終合格できた時は、本当に東
アカに来て良かったと思いました。アカに来て良かったと思いました。
初心を忘れず、絶対に合格した初心を忘れず、絶対に合格した
いという気持ちを持ち続けることいという気持ちを持ち続けること
が大切です。夢実現に向けて、東アカで頑張ってくださが大切です。夢実現に向けて、東アカで頑張ってくださ
い。い。

講座に毎日参加し、夜は家で出
たDATA問をひたすら何回も解き
直しました。夏休みが明けてから
は、週末に自習室を利用し、友
達と一緒に4時間勉強しました。
成績が伸びず、苦しいこともあり
ましたが、教養試験対策は、や
ればやった分だけ結果が出るた
め、とにかく努力してほしいです。
最終合格できた時は、本当に東
アカに来て良かったと思いました。
初心を忘れず、絶対に合格した
いという気持ちを持ち続けること
が大切です。夢実現に向けて、東アカで頑張ってくださ
い。

先輩が東アカで鹿児島市消防に先輩が東アカで鹿児島市消防に
現役合格したことがきっかけで現役合格したことがきっかけで
入会しました。東アカの講義内入会しました。東アカの講義内
容、テキストの豊富さ、模試、二容、テキストの豊富さ、模試、二
次対策の全てにおいてトップレ次対策の全てにおいてトップレ
ベルであり、力をつける環境としベルであり、力をつける環境とし
ては最高の環境だと思います。ては最高の環境だと思います。
また、試験直前は活動しているまた、試験直前は活動している
間、食事とトイレ以外の時間は間、食事とトイレ以外の時間は
試験勉強に充てつつ、しっかりと試験勉強に充てつつ、しっかりと
暗記するために睡眠をとり、東暗記するために睡眠をとり、東
アカで自習をしました。自分のアカで自習をしました。自分の
ペースでコツコツと最後まで諦めペースでコツコツと最後まで諦め
ず頑張れば、結果は出ると思います。ず頑張れば、結果は出ると思います。

先輩が東アカで鹿児島市消防に
現役合格したことがきっかけで
入会しました。東アカの講義内
容、テキストの豊富さ、模試、二
次対策の全てにおいてトップレ
ベルであり、力をつける環境とし
ては最高の環境だと思います。
また、試験直前は活動している
間、食事とトイレ以外の時間は
試験勉強に充てつつ、しっかりと
暗記するために睡眠をとり、東
アカで自習をしました。自分の
ペースでコツコツと最後まで諦め
ず頑張れば、結果は出ると思います。

説明会に参加し、体験授業が説明会に参加し、体験授業が
すごく分かりやすく、合格率がすごく分かりやすく、合格率が
高かったため入会しました。講高かったため入会しました。講
義で基礎を固めてから、出た問義で基礎を固めてから、出た問
(過去問題集)を何度も繰り返し(過去問題集)を何度も繰り返し
解き、応用問題に取り組みまし解き、応用問題に取り組みまし
た。分からないところは放置せた。分からないところは放置せ
ずに、すぐに先生に質問し解決ずに、すぐに先生に質問し解決
しました。独学では限界があるしました。独学では限界がある
公務員試験でも、いつでも先生公務員試験でも、いつでも先生
や教務の内村さんに質問がでや教務の内村さんに質問がで
きる環境は本当にありがたかっきる環境は本当にありがたかっ
たです。努力すれば必ず目標たです。努力すれば必ず目標
は達成できますので、しっかり計画を立てて毎日コツは達成できますので、しっかり計画を立てて毎日コツ
コツ目標に向かって頑張ってください。コツ目標に向かって頑張ってください。

説明会に参加し、体験授業が
すごく分かりやすく、合格率が
高かったため入会しました。講
義で基礎を固めてから、出た問
(過去問題集)を何度も繰り返し
解き、応用問題に取り組みまし
た。分からないところは放置せ
ずに、すぐに先生に質問し解決
しました。独学では限界がある
公務員試験でも、いつでも先生
や教務の内村さんに質問がで
きる環境は本当にありがたかっ
たです。努力すれば必ず目標
は達成できますので、しっかり計画を立てて毎日コツ
コツ目標に向かって頑張ってください。

東アカに通って良かった点は、ま東アカに通って良かった点は、ま
ず1番に仲間が出来ることです。ず1番に仲間が出来ることです。
友人が出来ることで、個人面接友人が出来ることで、個人面接
や集団討論の練習がたくさんでや集団討論の練習がたくさんで
き、試験を受ける時にとても心強き、試験を受ける時にとても心強
かったです。そして、教材が分かかったです。そして、教材が分か
りやすく、講義と並行して取り組りやすく、講義と並行して取り組
むことで理解を深められました。むことで理解を深められました。
高校では習わない科目や、範囲高校では習わない科目や、範囲
が広いので、一般知能はパターが広いので、一般知能はパター
ンと解き方をマスターし、一般教ンと解き方をマスターし、一般教
養は多くの知識を頭に入れること養は多くの知識を頭に入れること
が重要だと思います。公務員にが重要だと思います。公務員に
なりたいという強い意志を持って、仲間と協力して合格なりたいという強い意志を持って、仲間と協力して合格
をつかみ取ってください。をつかみ取ってください。

東アカに通って良かった点は、ま
ず1番に仲間が出来ることです。
友人が出来ることで、個人面接
や集団討論の練習がたくさんで
き、試験を受ける時にとても心強
かったです。そして、教材が分か
りやすく、講義と並行して取り組
むことで理解を深められました。
高校では習わない科目や、範囲
が広いので、一般知能はパター
ンと解き方をマスターし、一般教
養は多くの知識を頭に入れること
が重要だと思います。公務員に
なりたいという強い意志を持って、仲間と協力して合格
をつかみ取ってください。

高校の先生の勧めで入会しまし高校の先生の勧めで入会しまし
た。東アカでは、講義を必ず受けた。東アカでは、講義を必ず受け
て自分の苦手分野をしっかりまて自分の苦手分野をしっかりま
とめるところから始めました。そとめるところから始めました。そ
のうえで、出たDATA問を利用しのうえで、出たDATA問を利用し
て繰り返し問題を解き、先生に質て繰り返し問題を解き、先生に質
問をすることで苦手分野の克服問をすることで苦手分野の克服
に励みました。二次対策も充実に励みました。二次対策も充実
しており、面接練習や集団討論しており、面接練習や集団討論
の練習を通じて自信を深めるこの練習を通じて自信を深めるこ
とができました。現役で公務員試とができました。現役で公務員試
験に臨む方は、高校の勉強と公験に臨む方は、高校の勉強と公
務員試験勉強、部活との両立が務員試験勉強、部活との両立が
求められるため苦しいとは思いますが、準備を早め早求められるため苦しいとは思いますが、準備を早め早
めにしていくことが大切になると思います。めにしていくことが大切になると思います。

高校の先生の勧めで入会しまし
た。東アカでは、講義を必ず受け
て自分の苦手分野をしっかりま
とめるところから始めました。そ
のうえで、出たDATA問を利用し
て繰り返し問題を解き、先生に質
問をすることで苦手分野の克服
に励みました。二次対策も充実
しており、面接練習や集団討論
の練習を通じて自信を深めるこ
とができました。現役で公務員試
験に臨む方は、高校の勉強と公
務員試験勉強、部活との両立が
求められるため苦しいとは思いますが、準備を早め早
めにしていくことが大切になると思います。

講義の中で自分が苦手に感じ講義の中で自分が苦手に感じ
ている分野を分かりやすく解説ている分野を分かりやすく解説
してもらえたため、苦手教科のしてもらえたため、苦手教科の
対策が立てやすかったです。二対策が立てやすかったです。二
次試験対策では、アカデミーに次試験対策では、アカデミーに
行き積極的に集団討論に参加行き積極的に集団討論に参加
しました。論作文では過去の題しました。論作文では過去の題
材をもとに、先生方に添削をし材をもとに、先生方に添削をし
ていただきました。こうした一次ていただきました。こうした一次
試験対策から最終合格までの試験対策から最終合格までの
手厚いフォローが東アカに通う手厚いフォローが東アカに通う
魅力だと思います。高校に通い魅力だと思います。高校に通い
なお且つ部活をしながらの公務なお且つ部活をしながらの公務
員受験で、精神的、肉体的にかなりきつかったですが、員受験で、精神的、肉体的にかなりきつかったですが、
東アカのサポートがあり乗り切ることができました。東アカのサポートがあり乗り切ることができました。

講義の中で自分が苦手に感じ
ている分野を分かりやすく解説
してもらえたため、苦手教科の
対策が立てやすかったです。二
次試験対策では、アカデミーに
行き積極的に集団討論に参加
しました。論作文では過去の題
材をもとに、先生方に添削をし
ていただきました。こうした一次
試験対策から最終合格までの
手厚いフォローが東アカに通う
魅力だと思います。高校に通い
なお且つ部活をしながらの公務
員受験で、精神的、肉体的にかなりきつかったですが、
東アカのサポートがあり乗り切ることができました。

2017年度 　鹿児島市役所(一般事務) 最終合格(進路先)

片野田 海都さん～鹿児島玉龍高校～鹿児島校

『種をまかれたところで咲け』

2017度 　鹿児島市役所(一般事務) 最終合格(進路先)

重久 那良さん ～加治木高校～鹿児島校

『置かれた場所で咲きなさい』

2017年度 　鹿児島市役所(土木) 最終合格(進路先)

竹山 太智さん ～鹿児島工業高校～鹿児島校

『死ぬ気でやれ死なないから』

2017年度 　鹿児島県庁(一般事務) 最終合格(進路先)

松ノ下 真琴さん ～樟南高校～鹿児島校

『コツコツが勝つコツ』

2017年度 　東京消防庁Ⅲ類(消防官) 最終合格(進路先)

野﨑 星吾さん ～種子島高校～鹿児島校

『目標が一日一日を支配する』

2017年度 　鹿児島県庁(建築) 最終合格(進路先)

上水流 智保さん ～鹿児島工業高校～鹿児島校

『つらい時こそ成長してる!』

2017年度 　鹿児島市役所(一般事務) 最終合格(進路先)

松野下 夏鈴さん ～明桜館高校～鹿児島校

『努力は必ずは報われない、でも成功した人は必ず努力をしている』

2017年度 　海上保安学校学生(情報) 最終合格(進路先)

森田 弥生さん ～鹿児島中央高校～鹿児島校

『Providing is Preventing』

2017年度 　鹿児島県警B(女性) 最終合格(進路先)

髙柳 美空さん ～鹿児島高校～鹿児島校

『質実剛建』



2017年度 　鹿児島市役所(中級一般事務) 最終合格(進路先)

中﨑 みつきさん ～鹿児島県立短期大学～鹿児島校

『為せば成る』

2017年度 　横浜市消防(救急救命士) 最終合格(進路先)

塩屋 匠さん ～熊本総合医療リハビリテーション学院～
鹿児島校

『塵も積もれば山となる』

2017年度 　薩摩川内市役所(一般事務) 最終合格(進路先)

川添 圭祐さん ～鹿児島国際大学～鹿児島校

『石の上にも三年』

東アカでは講義や模試、自主学東アカでは講義や模試、自主学
習等で分からないことがあれば、習等で分からないことがあれば、
積極的に先生に質問するように積極的に先生に質問するように
していました。また、学校に行くしていました。また、学校に行く
までの移動時間を大切にし、自までの移動時間を大切にし、自
主学習を行うようにしていました。主学習を行うようにしていました。
勉強以外でも内村さんをはじめ勉強以外でも内村さんをはじめ
事務の方や先生方が親身になっ事務の方や先生方が親身になっ
て話を聞いていただき、たくさんて話を聞いていただき、たくさん
お話や質問をする中で、私の性お話や質問をする中で、私の性
格を把握して的確なアドバイスを格を把握して的確なアドバイスを
してもらい、気持ちの面でも、としてもらい、気持ちの面でも、と
ても支えになりました。ても支えになりました。
これから受験する方は自分を信じて努力を積み重ねるこれから受験する方は自分を信じて努力を積み重ねる
ことができたら必ず合格できると思います。ことができたら必ず合格できると思います。

東アカでは講義や模試、自主学
習等で分からないことがあれば、
積極的に先生に質問するように
していました。また、学校に行く
までの移動時間を大切にし、自
主学習を行うようにしていました。
勉強以外でも内村さんをはじめ
事務の方や先生方が親身になっ
て話を聞いていただき、たくさん
お話や質問をする中で、私の性
格を把握して的確なアドバイスを
してもらい、気持ちの面でも、と
ても支えになりました。
これから受験する方は自分を信じて努力を積み重ねる
ことができたら必ず合格できると思います。

東京アカデミーでは一人で解決東京アカデミーでは一人で解決
できない問題でも講義の中で分できない問題でも講義の中で分
かるようになっていくのが実感でかるようになっていくのが実感で
きました。それだけでなく、もっときました。それだけでなく、もっと
簡単な解き方があることや、語呂簡単な解き方があることや、語呂
合わせの覚え方などを知ること合わせの覚え方などを知ること
ができて良かったと思います。夏ができて良かったと思います。夏
期講座が終了した後からは、東期講座が終了した後からは、東
京アカデミーのDATA問などのテ京アカデミーのDATA問などのテ
キストを繰り返し解くようにしていキストを繰り返し解くようにしてい
ました。面接対策でも東京アカデました。面接対策でも東京アカデ
ミーの先生と繰り返し練習してきミーの先生と繰り返し練習してき
たことが自信に繋がり最終合格たことが自信に繋がり最終合格
を勝ち取れたと思っています。を勝ち取れたと思っています。
　受験勉強が嫌になってあきらめたくなる時もあると思　受験勉強が嫌になってあきらめたくなる時もあると思
いますが、夢実現に向けて頑張ってください。応援していますが、夢実現に向けて頑張ってください。応援して
います。います。

東京アカデミーでは一人で解決
できない問題でも講義の中で分
かるようになっていくのが実感で
きました。それだけでなく、もっと
簡単な解き方があることや、語呂
合わせの覚え方などを知ること
ができて良かったと思います。夏
期講座が終了した後からは、東
京アカデミーのDATA問などのテ
キストを繰り返し解くようにしてい
ました。面接対策でも東京アカデ
ミーの先生と繰り返し練習してき
たことが自信に繋がり最終合格
を勝ち取れたと思っています。
　受験勉強が嫌になってあきらめたくなる時もあると思
いますが、夢実現に向けて頑張ってください。応援して
います。

私は仕事をしながらの受験でし私は仕事をしながらの受験でし
たので、東アカの夏期講習を利たので、東アカの夏期講習を利
用して短期集中で勉強に取り組用して短期集中で勉強に取り組
んできました。そのため、分かるんできました。そのため、分かる
分野をとことん勉強して伸ばす分野をとことん勉強して伸ばす
ようにしていました。全く分からようにしていました。全く分から
ない問題でも一度目を通すだけない問題でも一度目を通すだけ
で全然勉強していないよりは感で全然勉強していないよりは感
触も違ってくると思います。公務触も違ってくると思います。公務
員試験は長期戦なのでとてもつ員試験は長期戦なのでとてもつ
らく苦しいと思います。精神的にらく苦しいと思います。精神的に
きつい時は東アカで同じ目標にきつい時は東アカで同じ目標に
向かって努力する公務員仲間向かって努力する公務員仲間
やこれまでの自分の頑張りが支えになると思います。やこれまでの自分の頑張りが支えになると思います。
みなさんも東アカで自分の夢を実現するために頑張っみなさんも東アカで自分の夢を実現するために頑張っ
てみてください。応援しています。てみてください。応援しています。

私は仕事をしながらの受験でし
たので、東アカの夏期講習を利
用して短期集中で勉強に取り組
んできました。そのため、分かる
分野をとことん勉強して伸ばす
ようにしていました。全く分から
ない問題でも一度目を通すだけ
で全然勉強していないよりは感
触も違ってくると思います。公務
員試験は長期戦なのでとてもつ
らく苦しいと思います。精神的に
きつい時は東アカで同じ目標に
向かって努力する公務員仲間
やこれまでの自分の頑張りが支えになると思います。
みなさんも東アカで自分の夢を実現するために頑張っ
てみてください。応援しています。

部活の先輩が東アカで合格され部活の先輩が東アカで合格され
ていたこと、合格率が１番高かっていたこと、合格率が１番高かっ
たことが決め手で入会しました。たことが決め手で入会しました。
講師の先生や教務の内村さんが講師の先生や教務の内村さんが
色々なアドバイスをしてくださっ色々なアドバイスをしてくださっ
たので、初めて受験する試験でたので、初めて受験する試験で
も万全の態勢で臨むことができも万全の態勢で臨むことができ
ました。真剣に夢に向かって取りました。真剣に夢に向かって取り
組む仲間が多かったので、みん組む仲間が多かったので、みん
なで頑張ることができました。試なで頑張ることができました。試
験１週間ぐらいまで成長できたと験１週間ぐらいまで成長できたと
思うので、最後まで諦めず自分思うので、最後まで諦めず自分
の夢を叶えるために頑張って良の夢を叶えるために頑張って良
かったです。かったです。

部活の先輩が東アカで合格され
ていたこと、合格率が１番高かっ
たことが決め手で入会しました。
講師の先生や教務の内村さんが
色々なアドバイスをしてくださっ
たので、初めて受験する試験で
も万全の態勢で臨むことができ
ました。真剣に夢に向かって取り
組む仲間が多かったので、みん
なで頑張ることができました。試
験１週間ぐらいまで成長できたと
思うので、最後まで諦めず自分
の夢を叶えるために頑張って良
かったです。

東アカに通い始めて3年目にやっ東アカに通い始めて3年目にやっ
と合格することができました。合と合格することができました。合
格できたポイントは弱気にならな格できたポイントは弱気にならな
かったことだと思います。自分のかったことだと思います。自分の
性格を見つめ直し、思い切って性格を見つめ直し、思い切って
志望先を変更しました。それから志望先を変更しました。それから
は事務局の内村さんから事務系は事務局の内村さんから事務系
の様々な情報を得たりして、真の様々な情報を得たりして、真
剣に取組み諦めずに最後までや剣に取組み諦めずに最後までや
り抜きました。り抜きました。
　東アカは最後まで諦めない受　東アカは最後まで諦めない受
講生の心強い味方になってくれ講生の心強い味方になってくれ
ます。ます。

東アカに通い始めて3年目にやっ
と合格することができました。合
格できたポイントは弱気にならな
かったことだと思います。自分の
性格を見つめ直し、思い切って
志望先を変更しました。それから
は事務局の内村さんから事務系
の様々な情報を得たりして、真
剣に取組み諦めずに最後までや
り抜きました。
　東アカは最後まで諦めない受
講生の心強い味方になってくれ
ます。

公務員試験は範囲が膨大でした公務員試験は範囲が膨大でした
がアカデミーの講義で重要事項がアカデミーの講義で重要事項
を細かく教えていただけるのでを細かく教えていただけるので
効率よく勉強できました。模試で効率よく勉強できました。模試で
は自分の弱点を知り、その教科は自分の弱点を知り、その教科
の勉強量を増やすことで成績をの勉強量を増やすことで成績を
伸ばしました。また、受験者の中伸ばしました。また、受験者の中
での自分の順位も知れるため、での自分の順位も知れるため、
上位に入れるように努力するこ上位に入れるように努力するこ
とができました。二次対策におとができました。二次対策にお
いてもアカデミーで個別面接のいてもアカデミーで個別面接の
練習を何度もこなし、自分に自練習を何度もこなし、自分に自
信をつけることができたことが合信をつけることができたことが合
格につながったと思います。格につながったと思います。
　皆さん誰しもが不安を抱えていると思います。私もそ　皆さん誰しもが不安を抱えていると思います。私もそ
うでした。不安を少しでも自分の自信に変えることがでうでした。不安を少しでも自分の自信に変えることがで
きれば合格への道はさらに近づくと思います。きれば合格への道はさらに近づくと思います。

公務員試験は範囲が膨大でした
がアカデミーの講義で重要事項
を細かく教えていただけるので
効率よく勉強できました。模試で
は自分の弱点を知り、その教科
の勉強量を増やすことで成績を
伸ばしました。また、受験者の中
での自分の順位も知れるため、
上位に入れるように努力するこ
とができました。二次対策にお
いてもアカデミーで個別面接の
練習を何度もこなし、自分に自
信をつけることができたことが合
格につながったと思います。
　皆さん誰しもが不安を抱えていると思います。私もそ
うでした。不安を少しでも自分の自信に変えることがで
きれば合格への道はさらに近づくと思います。

最初は上手くいかず、模試の点最初は上手くいかず、模試の点
数もなかなか伸びずとても苦し数もなかなか伸びずとても苦し
かった。しかし、東アカで友達とかった。しかし、東アカで友達と
問題を出しあったり、教えあった問題を出しあったり、教えあった
りすることで最初のつまずきを乗りすることで最初のつまずきを乗
り越えることができました。講師り越えることができました。講師
の先生方の熱い指導や分かりやの先生方の熱い指導や分かりや
すく教えてくれたことが通学してすく教えてくれたことが通学して
良かったことです。良かったことです。
　また、自習室が毎日、土曜・日　また、自習室が毎日、土曜・日
曜・祝日問わず朝から夜まで利曜・祝日問わず朝から夜まで利
用でき勉強するには最高の場所用でき勉強するには最高の場所
でした。最後まで諦めず勉強しでした。最後まで諦めず勉強し
続けることができたら、きっと何か起こると思います。続けることができたら、きっと何か起こると思います。

最初は上手くいかず、模試の点
数もなかなか伸びずとても苦し
かった。しかし、東アカで友達と
問題を出しあったり、教えあった
りすることで最初のつまずきを乗
り越えることができました。講師
の先生方の熱い指導や分かりや
すく教えてくれたことが通学して
良かったことです。
　また、自習室が毎日、土曜・日
曜・祝日問わず朝から夜まで利
用でき勉強するには最高の場所
でした。最後まで諦めず勉強し
続けることができたら、きっと何か起こると思います。

様々なテキストがあり、基本的な様々なテキストがあり、基本的な
問題から過去の問題のような実問題から過去の問題のような実
践的な問題まで解けるため、科践的な問題まで解けるため、科
目別で自分のレベルにあった学目別で自分のレベルにあった学
習ができたことが非常に役立ち習ができたことが非常に役立ち
ました。また、二次試験に向けてました。また、二次試験に向けて
は、短大では対策しきれない部は、短大では対策しきれない部
分も指導くださりありがたかった分も指導くださりありがたかった
です。3月から本格的に勉強を始です。3月から本格的に勉強を始
め、本試験まで間に合うか焦っめ、本試験まで間に合うか焦っ
てしまったので、もっと早くからてしまったので、もっと早くから
始めておけばよかったと後悔し始めておけばよかったと後悔し
ましたが、第一志望に最終合格ましたが、第一志望に最終合格
することができて良かったです。することができて良かったです。

様々なテキストがあり、基本的な
問題から過去の問題のような実
践的な問題まで解けるため、科
目別で自分のレベルにあった学
習ができたことが非常に役立ち
ました。また、二次試験に向けて
は、短大では対策しきれない部
分も指導くださりありがたかった
です。3月から本格的に勉強を始
め、本試験まで間に合うか焦っ
てしまったので、もっと早くから
始めておけばよかったと後悔し
ましたが、第一志望に最終合格
することができて良かったです。

大学の同級生が遊んでいるとき大学の同級生が遊んでいるとき
に、勉強をしなければならないに、勉強をしなければならない
ことが何よりも辛かったです。そことが何よりも辛かったです。そ
れを乗り越えることができたのれを乗り越えることができたの
は、東アカで共に勉強を頑張るは、東アカで共に勉強を頑張る
「戦友」がいたことが大きかった「戦友」がいたことが大きかった
と思います。東アカの講義は全と思います。東アカの講義は全
て生講義なので内容が頭に入て生講義なので内容が頭に入
りやすかったです。また、模試りやすかったです。また、模試
を受けて自分の実力や東アカを受けて自分の実力や東アカ
内での偏差値を把握し目標設内での偏差値を把握し目標設
定することでモチベーションを定することでモチベーションを
高めることができました。我慢し高めることができました。我慢し
て続けることで成果が出ることもあると実感できました。て続けることで成果が出ることもあると実感できました。

大学の同級生が遊んでいるとき
に、勉強をしなければならない
ことが何よりも辛かったです。そ
れを乗り越えることができたの
は、東アカで共に勉強を頑張る
「戦友」がいたことが大きかった
と思います。東アカの講義は全
て生講義なので内容が頭に入
りやすかったです。また、模試
を受けて自分の実力や東アカ
内での偏差値を把握し目標設
定することでモチベーションを
高めることができました。我慢し
て続けることで成果が出ることもあると実感できました。

東アカは数多くの公務員志望者東アカは数多くの公務員志望者
が集まっているので、ライバル視が集まっているので、ライバル視
しつつお互いを高め合うことがでしつつお互いを高め合うことがで
きる最高の環境でした。分かりやきる最高の環境でした。分かりや
すい講義、豊富な資料、的確なすい講義、豊富な資料、的確な
アドバイスはもちろん、自習はアドバイスはもちろん、自習は
ONとOFFをはっきりと区別でき、ONとOFFをはっきりと区別でき、
東アカは公務員学校でもトップク東アカは公務員学校でもトップク
ラスでした。「なんとなくなりたいラスでした。「なんとなくなりたい
から」「親になれと言われたから」から」「親になれと言われたから」
等の理由では勉強に嫌気がさす等の理由では勉強に嫌気がさす
だけなので、目標を持って勉強だけなので、目標を持って勉強
することが大切だと思いました。することが大切だと思いました。

東アカは数多くの公務員志望者
が集まっているので、ライバル視
しつつお互いを高め合うことがで
きる最高の環境でした。分かりや
すい講義、豊富な資料、的確な
アドバイスはもちろん、自習は
ONとOFFをはっきりと区別でき、
東アカは公務員学校でもトップク
ラスでした。「なんとなくなりたい
から」「親になれと言われたから」
等の理由では勉強に嫌気がさす
だけなので、目標を持って勉強
することが大切だと思いました。

民 間 就 職 か ら の チ ャ レ ン ジ民 間 就 職 か ら の チ ャ レ ン ジ
だったので勉強のブランクもだったので勉強のブランクも
ありましたが、東アカの講義ありましたが、東アカの講義
は質が高く、一般知能などはは質が高く、一般知能などは
より早くより簡単な解き方をより早くより簡単な解き方を
教えてくださり非常に勉強し教えてくださり非常に勉強し
やすかったです。講義後は復やすかったです。講義後は復
習を重点的に行い、難しいこ習を重点的に行い、難しいこ
とを理解するのではなく、基とを理解するのではなく、基
本的なことを理解するよう心本的なことを理解するよう心
がけました。模試の結果に泣がけました。模試の結果に泣
きたくなる時もありましたが、きたくなる時もありましたが、
講義で習ったことを身につけ、講義で習ったことを身につけ、
地道に学んだ結果最終合格することができまし地道に学んだ結果最終合格することができまし
た。た。

民 間 就 職 か ら の チ ャ レ ン ジ
だったので勉強のブランクも
ありましたが、東アカの講義
は質が高く、一般知能などは
より早くより簡単な解き方を
教えてくださり非常に勉強し
やすかったです。講義後は復
習を重点的に行い、難しいこ
とを理解するのではなく、基
本的なことを理解するよう心
がけました。模試の結果に泣
きたくなる時もありましたが、
講義で習ったことを身につけ、
地道に学んだ結果最終合格することができまし
た。

私は勉強が苦手で今まで全くし私は勉強が苦手で今まで全くし
てきませんでした。入校当初はてきませんでした。入校当初は
周りとの学力の差を縮めるため周りとの学力の差を縮めるため
に必死で勉強しました。基礎がに必死で勉強しました。基礎が
大切だと思い、基本書である大切だと思い、基本書である
オープンセサミを読みこみ、過オープンセサミを読みこみ、過
去問集の出た問を解くサイクル去問集の出た問を解くサイクル
で 、 理 解 で き て い る か ど う かで 、 理 解 で き て い る か ど う か
チェックしていました。チェックしていました。
面接対策では臨機応変に対応面接対策では臨機応変に対応
できるよう講師の先生と何度もできるよう講師の先生と何度も
練習し、素直な自分を伝えられ練習し、素直な自分を伝えられ
るように心がけました。日本のるように心がけました。日本の
海の治安維持に貢献したいと思います。海の治安維持に貢献したいと思います。

私は勉強が苦手で今まで全くし
てきませんでした。入校当初は
周りとの学力の差を縮めるため
に必死で勉強しました。基礎が
大切だと思い、基本書である
オープンセサミを読みこみ、過
去問集の出た問を解くサイクル
で 、 理 解 で き て い る か ど う か
チェックしていました。
面接対策では臨機応変に対応
できるよう講師の先生と何度も
練習し、素直な自分を伝えられ
るように心がけました。日本の
海の治安維持に貢献したいと思います。

2017年度 　薩摩川内市役所(一般事務) 最終合格(進路先)

日髙 諒さん ～鹿児島国際大学～鹿児島校

『百里を行く者は九十を半ばとすけ』

2017度 　鹿児島県庁(一般事務) 最終合格(進路先)

明石 朋也さん ～鹿児島玉龍高校～鹿児島校

『学習環境が全て』

2017年度 　海上保安学校特別(船舶) 最終合格(進路先)

谷 洋祐さん ～鹿児島実業高校～鹿児島校

『陰日向なく』

2017年度 　鹿児島市役所(一般事務) 最終合格(進路先)

渡辺 沙也香さん ～鹿児島高校～鹿児島校

『努力は必ず報われる』

2017年度 　阿久根地区消防組合 最終合格(進路先)

鶴田 哲平さん ～鶴翔高校～鹿児島校

『明日は明日の風が吹く』

2017年度 　垂水市役所(一般事務) 最終合格(進路先)

迫田 有希さん ～鹿児島県立短期大学～鹿児島校

『千里の道も一歩から』

2017年度 　鹿児島県庁(警察事務) 最終合格(進路先)

有村 雄大さん ～鹿児島商業高校～鹿児島校

『為せば成る為さねばならぬ何事も』

2017年度 　指宿南九州消防組合 最終合格(進路先)

都田 亜沙菜さん～鹿児島南高校～鹿児島校

『がむしゃら』

2017年度 　南九州市役所(一般事務) 最終合格(進路先)

五反田 淳也さん～九州看護福祉大学～鹿児島校

『不撓不屈』



2017年度 　南九州市役所(一般事務) 最終合格(進路先)

折田 裕斗さん ～別府大学～鹿児島校

『継続は力なり』

2017年度 　鹿児島市消防(消防吏員Ｃ) 最終合格(進路先)

福元 貴朗さん ～松陽高校～鹿児島校

『急がば回れ』

公務員試験対策は独学では難し公務員試験対策は独学では難し
く、公務員試験に合格した先輩にく、公務員試験に合格した先輩に
勧められ東アカに入会しました。勧められ東アカに入会しました。
高校では学習しない科目や出題高校では学習しない科目や出題
数の多い社会科目は特に力を入数の多い社会科目は特に力を入
れて勉強しました。東アカの講義れて勉強しました。東アカの講義
は分かりやすく、解ける問題も増は分かりやすく、解ける問題も増
えていきました。毎週ある模試でえていきました。毎週ある模試で
は友人と競い合うことで、楽しみは友人と競い合うことで、楽しみ
ながら勉強することもできました。ながら勉強することもできました。
とにかく最後まで諦めず自分をとにかく最後まで諦めず自分を
信じて、また東アカの先生方を信信じて、また東アカの先生方を信
じて頑張った結果、憧れの消防士に合格することがでじて頑張った結果、憧れの消防士に合格することがで
きました。きました。

公務員試験対策は独学では難し
く、公務員試験に合格した先輩に
勧められ東アカに入会しました。
高校では学習しない科目や出題
数の多い社会科目は特に力を入
れて勉強しました。東アカの講義
は分かりやすく、解ける問題も増
えていきました。毎週ある模試で
は友人と競い合うことで、楽しみ
ながら勉強することもできました。
とにかく最後まで諦めず自分を
信じて、また東アカの先生方を信
じて頑張った結果、憧れの消防士に合格することがで
きました。

友達の紹介で東アカに入会しまし友達の紹介で東アカに入会しまし
た。東アカに通学してよかった点た。東アカに通学してよかった点
は、土日・祝日等、ほぼ毎日自習は、土日・祝日等、ほぼ毎日自習
室が利用できること、講義がとて室が利用できること、講義がとて
も分かりやすく丁寧なこと、そして、も分かりやすく丁寧なこと、そして、
教務の内村さんが熱心に相談に教務の内村さんが熱心に相談に
乗ってくれることです。また、面接乗ってくれることです。また、面接
練習が本番形式で行えるため、先練習が本番形式で行えるため、先
生方と面接練習を何度も何度もこ生方と面接練習を何度も何度もこ
なしたことが、最終合格に繋がっなしたことが、最終合格に繋がっ
たと思います。4年間試験に落ちたと思います。4年間試験に落ち
続けましたが、東アカで努力を続続けましたが、東アカで努力を続
けた結果合格することが出来ましけた結果合格することが出来まし
た。模試で点数が伸びなかったり、た。模試で点数が伸びなかったり、
本番で不合格になったりしたとしても、絶対に諦めない本番で不合格になったりしたとしても、絶対に諦めない
で努力することが大切です。東アカに入会して、きちんとで努力することが大切です。東アカに入会して、きちんと
努力することが合格につながりますので諦めずに頑張っ努力することが合格につながりますので諦めずに頑張っ
てください。てください。

友達の紹介で東アカに入会しまし
た。東アカに通学してよかった点
は、土日・祝日等、ほぼ毎日自習
室が利用できること、講義がとて
も分かりやすく丁寧なこと、そして、
教務の内村さんが熱心に相談に
乗ってくれることです。また、面接
練習が本番形式で行えるため、先
生方と面接練習を何度も何度もこ
なしたことが、最終合格に繋がっ
たと思います。4年間試験に落ち
続けましたが、東アカで努力を続
けた結果合格することが出来まし
た。模試で点数が伸びなかったり、
本番で不合格になったりしたとしても、絶対に諦めない
で努力することが大切です。東アカに入会して、きちんと
努力することが合格につながりますので諦めずに頑張っ
てください。

東アカで勉強し県庁に合格した東アカで勉強し県庁に合格した
先輩の勧めで入会しました。講先輩の勧めで入会しました。講
義の内容が分からなければ自義の内容が分からなければ自
習室でもう一度やり直したり、個習室でもう一度やり直したり、個
別で講師の先生方に質問して別で講師の先生方に質問して
解決していきました。解ける問解決していきました。解ける問
題はいかに簡潔に速く解けるか題はいかに簡潔に速く解けるか
というところに重点をおき勉強しというところに重点をおき勉強し
ました。また、先生が黒板に書ました。また、先生が黒板に書
いたことはとにかくノートにメモいたことはとにかくノートにメモ
して見直すように心がけました。して見直すように心がけました。
想像以上の勉強の難しさに何想像以上の勉強の難しさに何
度も心が折れそうになりました度も心が折れそうになりました
が、「絶対に警察官になりたい」と思うことで乗り越えが、「絶対に警察官になりたい」と思うことで乗り越え
ることができました。ることができました。

東アカで勉強し県庁に合格した
先輩の勧めで入会しました。講
義の内容が分からなければ自
習室でもう一度やり直したり、個
別で講師の先生方に質問して
解決していきました。解ける問
題はいかに簡潔に速く解けるか
というところに重点をおき勉強し
ました。また、先生が黒板に書
いたことはとにかくノートにメモ
して見直すように心がけました。
想像以上の勉強の難しさに何
度も心が折れそうになりました
が、「絶対に警察官になりたい」と思うことで乗り越え
ることができました。

東アカの講義は、先生方が頻出東アカの講義は、先生方が頻出
度の高い所を重点的にわかりや度の高い所を重点的にわかりや
すく教えてくださるので、あまり苦すく教えてくださるので、あまり苦
手な科目から逃げることはなかっ手な科目から逃げることはなかっ
たです。もし、分からない所があったです。もし、分からない所があっ
ても、分かるまでしっかりと向きても、分かるまでしっかりと向き
合って教えてくださる先生方がい合って教えてくださる先生方がい
るため安心でした。また、東アカでるため安心でした。また、東アカで
は同じ目標に向かってお互いには同じ目標に向かってお互いに
切磋琢磨し合える友人と出会うこ切磋琢磨し合える友人と出会うこ
とができます。１人では不安なこととができます。１人では不安なこと
も友人同士で悩みを共有することも友人同士で悩みを共有すること
で「きついのは自分だけじゃない」で「きついのは自分だけじゃない」
と自分を奮い立たせて勉強に打ちと自分を奮い立たせて勉強に打ち
込むことができました。込むことができました。
　試験当日まであっという間に時間が過ぎていきます。　試験当日まであっという間に時間が過ぎていきます。
自分に厳しく、努力を続ければ自分がなりたかったもの自分に厳しく、努力を続ければ自分がなりたかったもの
になれると信じて頑張れば良いと思います。になれると信じて頑張れば良いと思います。

東アカの講義は、先生方が頻出
度の高い所を重点的にわかりや
すく教えてくださるので、あまり苦
手な科目から逃げることはなかっ
たです。もし、分からない所があっ
ても、分かるまでしっかりと向き
合って教えてくださる先生方がい
るため安心でした。また、東アカで
は同じ目標に向かってお互いに
切磋琢磨し合える友人と出会うこ
とができます。１人では不安なこと
も友人同士で悩みを共有すること
で「きついのは自分だけじゃない」
と自分を奮い立たせて勉強に打ち
込むことができました。
　試験当日まであっという間に時間が過ぎていきます。
自分に厳しく、努力を続ければ自分がなりたかったもの
になれると信じて頑張れば良いと思います。

まずは東アカの講義と自習で基まずは東アカの講義と自習で基
礎を固めるようにしました。独学礎を固めるようにしました。独学
では重点的に勉強するべきところでは重点的に勉強するべきところ
が絞れず、闇雲に勉強しがちでしが絞れず、闇雲に勉強しがちでし
たが講義を通して自分がすべきこたが講義を通して自分がすべきこ
とが明確にできたことは東アカにとが明確にできたことは東アカに
入校して良かった点だと実感して入校して良かった点だと実感して
います。また二次試験の面接対います。また二次試験の面接対
策では、実際に模擬面接を行っ策では、実際に模擬面接を行っ
て問題点を改善していく作業を繰て問題点を改善していく作業を繰
り返しました。面接対策は自分だり返しました。面接対策は自分だ
けで行うことが難しかったためとけで行うことが難しかったためと
ても参考になりました。ても参考になりました。
　勉強を進めていく中で不安や焦　勉強を進めていく中で不安や焦
りを感じるとは思いますが、合格に向けて努力したことりを感じるとは思いますが、合格に向けて努力したこと
は結果に関わらず無駄になりません。合否だけを心配は結果に関わらず無駄になりません。合否だけを心配
せず、自分の今できることを精一杯やることが自信にもせず、自分の今できることを精一杯やることが自信にも
つながると思いますので気負わず頑張ってください。つながると思いますので気負わず頑張ってください。

まずは東アカの講義と自習で基
礎を固めるようにしました。独学
では重点的に勉強するべきところ
が絞れず、闇雲に勉強しがちでし
たが講義を通して自分がすべきこ
とが明確にできたことは東アカに
入校して良かった点だと実感して
います。また二次試験の面接対
策では、実際に模擬面接を行っ
て問題点を改善していく作業を繰
り返しました。面接対策は自分だ
けで行うことが難しかったためと
ても参考になりました。
　勉強を進めていく中で不安や焦
りを感じるとは思いますが、合格に向けて努力したこと
は結果に関わらず無駄になりません。合否だけを心配
せず、自分の今できることを精一杯やることが自信にも
つながると思いますので気負わず頑張ってください。

東アカのオリジナル過去問「出東アカのオリジナル過去問「出
た問」を使って勉強しました。社た問」を使って勉強しました。社
会人として働きながらの受験を会人として働きながらの受験を
しましたが、「出た問」は時間がしましたが、「出た問」は時間が
無い人には最適だと思います。無い人には最適だと思います。
仕事終わりに東アカに通い、個仕事終わりに東アカに通い、個
人面接と集団討論の練習を行人面接と集団討論の練習を行
いました。過去の面接データをいました。過去の面接データを
基に面接練習を行うため、実際基に面接練習を行うため、実際
の試験でも練習したことがそのの試験でも練習したことがその
まま出題され、リラックスして試まま出題され、リラックスして試
験に臨むことが出来ました。東験に臨むことが出来ました。東
アカの複数回の面接練習だけでアカの複数回の面接練習だけで
はなく、普段の友達や先生の会はなく、普段の友達や先生の会
話の中で話す内容を頭の中で整理することで、自然と話の中で話す内容を頭の中で整理することで、自然と
「話す力」と「聴く力」が鍛えられると思います。コツコ「話す力」と「聴く力」が鍛えられると思います。コツコ
ツと自分のペースで頑張ってください。ツと自分のペースで頑張ってください。

東アカのオリジナル過去問「出
た問」を使って勉強しました。社
会人として働きながらの受験を
しましたが、「出た問」は時間が
無い人には最適だと思います。
仕事終わりに東アカに通い、個
人面接と集団討論の練習を行
いました。過去の面接データを
基に面接練習を行うため、実際
の試験でも練習したことがその
まま出題され、リラックスして試
験に臨むことが出来ました。東
アカの複数回の面接練習だけで
はなく、普段の友達や先生の会
話の中で話す内容を頭の中で整理することで、自然と
「話す力」と「聴く力」が鍛えられると思います。コツコ
ツと自分のペースで頑張ってください。

友人の誘いがきっかけで東アカに友人の誘いがきっかけで東アカに
入校しました。東アカでの講義は入校しました。東アカでの講義は
書くことに集中するのではなく聞く書くことに集中するのではなく聞く
ことに集中するようにしました。基ことに集中するようにしました。基
礎が分かっていないと当然実践礎が分かっていないと当然実践
問題も分からないと思ったので、問題も分からないと思ったので、
まずは基礎を徹底的に固めましまずは基礎を徹底的に固めまし
た。講義が終わった後すぐに自主た。講義が終わった後すぐに自主
学習に取り組み、その日の復習学習に取り組み、その日の復習
や基礎問題に取り組む。自宅にや基礎問題に取り組む。自宅に
帰ってからは実践的な問題に挑帰ってからは実践的な問題に挑
戦するといった流れを公務員試戦するといった流れを公務員試
験前日まで行っていました。東ア験前日まで行っていました。東ア
カでは内村さんをはじめ、先生方カでは内村さんをはじめ、先生方
が全力でサポートしてくださるので、本当に集中して勉強が全力でサポートしてくださるので、本当に集中して勉強
に取り組むことができました。ありがとうございました。に取り組むことができました。ありがとうございました。

友人の誘いがきっかけで東アカに
入校しました。東アカでの講義は
書くことに集中するのではなく聞く
ことに集中するようにしました。基
礎が分かっていないと当然実践
問題も分からないと思ったので、
まずは基礎を徹底的に固めまし
た。講義が終わった後すぐに自主
学習に取り組み、その日の復習
や基礎問題に取り組む。自宅に
帰ってからは実践的な問題に挑
戦するといった流れを公務員試
験前日まで行っていました。東ア
カでは内村さんをはじめ、先生方
が全力でサポートしてくださるので、本当に集中して勉強
に取り組むことができました。ありがとうございました。

東アカの評判に惹かれて入校を東アカの評判に惹かれて入校を
決めました。東アカの講義を受け決めました。東アカの講義を受け
ていれば、問題は解けるようになていれば、問題は解けるようにな
るため、あとは自主学習でどれだるため、あとは自主学習でどれだ
け知識を定着できるかが大事にけ知識を定着できるかが大事に
なると思います。過去問は実力なると思います。過去問は実力
試しのために利用していました。試しのために利用していました。
二次対策においても東アカでは二次対策においても東アカでは
何度も個別で面接指導が受けら何度も個別で面接指導が受けら
れるため自信をつけることができれるため自信をつけることができ
ます。講義や模試など、東アカにます。講義や模試など、東アカに
は公務員対策のすべてがそろっは公務員対策のすべてがそろっ
ているため、後は自分自身がどているため、後は自分自身がど
れだけ頑張れるかが勝負だと思れだけ頑張れるかが勝負だと思
います。東アカで同じ目標に向かって頑張る友人たちといます。東アカで同じ目標に向かって頑張る友人たちと
切磋琢磨しながら自分の目標のために頑張ってください。切磋琢磨しながら自分の目標のために頑張ってください。

東アカの評判に惹かれて入校を
決めました。東アカの講義を受け
ていれば、問題は解けるようにな
るため、あとは自主学習でどれだ
け知識を定着できるかが大事に
なると思います。過去問は実力
試しのために利用していました。
二次対策においても東アカでは
何度も個別で面接指導が受けら
れるため自信をつけることができ
ます。講義や模試など、東アカに
は公務員対策のすべてがそろっ
ているため、後は自分自身がど
れだけ頑張れるかが勝負だと思
います。東アカで同じ目標に向かって頑張る友人たちと
切磋琢磨しながら自分の目標のために頑張ってください。

　先輩が東アカに通って合格した　先輩が東アカに通って合格した
という話を聞き入会しました。東アという話を聞き入会しました。東ア
カでは、独学ではできないようなカでは、独学ではできないような
問題の解き方やはやく問題を解く問題の解き方やはやく問題を解く
解き方を学べたことが良かったで解き方を学べたことが良かったで
す。私はとにかく講義を大切にし、す。私はとにかく講義を大切にし、
常に集中して受けることを心掛け常に集中して受けることを心掛け
ていました。講義後は自習室でていました。講義後は自習室で
オープンセサミやDATA問を繰りオープンセサミやDATA問を繰り
返し解いて次の講義に向けて準返し解いて次の講義に向けて準
備するといった勉強のサイクルを備するといった勉強のサイクルを
行っていました。行っていました。
　合格するまでは勉強ばかりで大　合格するまでは勉強ばかりで大
変でしたが、週に一回友人とフット変でしたが、週に一回友人とフット
サルをすることでリフレッシュし最後まで頑張りぬくことがサルをすることでリフレッシュし最後まで頑張りぬくことが
できました。心身ともにきつい公務員試験ですが、皆さんできました。心身ともにきつい公務員試験ですが、皆さん
も自分の好きなことをしてリフレッシュする時間を設けなも自分の好きなことをしてリフレッシュする時間を設けな
がら勉強を頑張ってみてください。がら勉強を頑張ってみてください。

　先輩が東アカに通って合格した
という話を聞き入会しました。東ア
カでは、独学ではできないような
問題の解き方やはやく問題を解く
解き方を学べたことが良かったで
す。私はとにかく講義を大切にし、
常に集中して受けることを心掛け
ていました。講義後は自習室で
オープンセサミやDATA問を繰り
返し解いて次の講義に向けて準
備するといった勉強のサイクルを
行っていました。
　合格するまでは勉強ばかりで大
変でしたが、週に一回友人とフット
サルをすることでリフレッシュし最後まで頑張りぬくことが
できました。心身ともにきつい公務員試験ですが、皆さん
も自分の好きなことをしてリフレッシュする時間を設けな
がら勉強を頑張ってみてください。

東アカの講義はとても分かり東アカの講義はとても分かり
やすく、個別でも対応してもやすく、個別でも対応しても
らえるので積極的に質問するらえるので積極的に質問する
ようにしていました。また、ようにしていました。また、
定期的に行われる模試で自分定期的に行われる模試で自分
の順位や苦手な問題などを確の順位や苦手な問題などを確
認でき、モチベーションを落認でき、モチベーションを落
とさずに勉強に取り組むこととさずに勉強に取り組むこと
ができました。二次試験対策ができました。二次試験対策
でも作文の添削や面接練習をでも作文の添削や面接練習を
通してお世話になりました。通してお世話になりました。
特に集団討論は私自身経験し特に集団討論は私自身経験し
たことがなく、討論の進め方たことがなく、討論の進め方
や結論の出し方について不安に感じていたのでや結論の出し方について不安に感じていたので
すが、実戦形式の練習で成長を感じることがですが、実戦形式の練習で成長を感じることがで
きました。きました。

東アカの講義はとても分かり
やすく、個別でも対応しても
らえるので積極的に質問する
ようにしていました。また、
定期的に行われる模試で自分
の順位や苦手な問題などを確
認でき、モチベーションを落
とさずに勉強に取り組むこと
ができました。二次試験対策
でも作文の添削や面接練習を
通してお世話になりました。
特に集団討論は私自身経験し
たことがなく、討論の進め方
や結論の出し方について不安に感じていたので
すが、実戦形式の練習で成長を感じることがで
きました。

東アカの合格実績に惹かれ入東アカの合格実績に惹かれ入
校しました。ゼロからのスタート校しました。ゼロからのスタート
だったため、勉強を始めて最初だったため、勉強を始めて最初
の時期は机と向き合うことが苦の時期は机と向き合うことが苦
しかったですが、新しい知識がしかったですが、新しい知識が
増えていくたびに学ぶことが楽増えていくたびに学ぶことが楽
しくなりました。東アカでは質のしくなりました。東アカでは質の
良い講義、定期的に開催され自良い講義、定期的に開催され自
分の実力を確認できる模試、毎分の実力を確認できる模試、毎
日解放されている自習室等勉強日解放されている自習室等勉強
をするのに最高の環境が整ってをするのに最高の環境が整って
います。みなさんも東アカで同じいます。みなさんも東アカで同じ
目標に向かって頑張る友人たち目標に向かって頑張る友人たち
と一緒に自分の夢に向かって頑と一緒に自分の夢に向かって頑
張ってみてください。自分で決めたことは「やるかやら張ってみてください。自分で決めたことは「やるかやら
ないか」ではなく「やるかやる」しかないです。応援してないか」ではなく「やるかやる」しかないです。応援して
います。います。

東アカの合格実績に惹かれ入
校しました。ゼロからのスタート
だったため、勉強を始めて最初
の時期は机と向き合うことが苦
しかったですが、新しい知識が
増えていくたびに学ぶことが楽
しくなりました。東アカでは質の
良い講義、定期的に開催され自
分の実力を確認できる模試、毎
日解放されている自習室等勉強
をするのに最高の環境が整って
います。みなさんも東アカで同じ
目標に向かって頑張る友人たち
と一緒に自分の夢に向かって頑
張ってみてください。自分で決めたことは「やるかやら
ないか」ではなく「やるかやる」しかないです。応援して
います。

2017年度 　鹿児島市役所(中級一般事務) 最終合格(進路先)

寺園 綾音さん ～鹿児島県立短期大学～鹿児島校

『一期一会』

2017度 　鹿児島市役所(中級一般事務) 最終合格(進路先)

森 海渡さん ～鹿児島県立短期大学～鹿児島校

『継続は力なり』

2017年度 　鹿児島市役所(交通局) 最終合格(進路先)

江口 貴さん ～倉敷芸術科学大学～鹿児島校

『やるかやる』

2017年度 　鹿児島県庁(一般事務) 最終合格(進路先)

泊 勇斗さん ～伊集院高校～鹿児島校

『努力は人を裏切らない』

2017年度 　

Ｈ・Ａさん ～川内商工高校～鹿児島校

『小さいころからの夢』

2017年度

深見 龍稀さん ～種子島高校～鹿児島校

『最後まで諦めない』

2017年度 　阿久根市役所(一般事務) 最終合格(進路先)

宮田 鉄平さん ～加治木高校～鹿児島校

『自信を持って』

2017年度 　鹿児島県警B(女性) 最終合格(進路先)

Ｍ・Ｋさん ～鹿児島純心女子短期大学～鹿児島校

『がむしゃら』

2017年度 　鹿児島市役所(一般事務) 最終合格(進路先)

名越 浩人さん ～武岡台高校～鹿児島校

『コミュニケーション能力』

　鹿児島県警B(女性) 最終合格(進路先)

　熊毛地区消防組合 最終合格(進路先)



2017年度 　指宿市役所(一般事務) 最終合格(進路先)

井手 裕泰朗さん ～長崎県立大学～鹿児島校

『為せば成る、為さねば成らぬ何事も、成らぬは人の為さぬなりけり』

2017年度 　鹿児島県庁(一般事務) 最終合格(進路先)

枝元 舞佳さん ～鹿児島県立短期大学～鹿児島校

『最後まで諦めない』

2017年度 　鹿児島市役所(一般事務) 最終合格(進路先)

久保 玲菜さん鹿児島校

『意志のあるところに道は開ける』

公務員を受験するにあたり、両親公務員を受験するにあたり、両親
や短大の先生に東アカを勧めらや短大の先生に東アカを勧めら
れ入会しました。東アカの講義でれ入会しました。東アカの講義で
は自分の苦手な範囲を見つけるは自分の苦手な範囲を見つける
ことを意識しつつ受講してきましことを意識しつつ受講してきまし
た。二次対策では東アカでの面た。二次対策では東アカでの面
接練習の予約を早めに入れ、甘接練習の予約を早めに入れ、甘
えが出ないようスケジュールを面えが出ないようスケジュールを面
接練習で埋めるようにしていまし接練習で埋めるようにしていまし
た。一次試験から二次試験までた。一次試験から二次試験まで
自分を甘やかさず、追い込めたこ自分を甘やかさず、追い込めたこ
とが最終合格につながったと思っとが最終合格につながったと思っ
ています。東アカでは公務員試験ています。東アカでは公務員試験
についての細かな情報や、充実しについての細かな情報や、充実し
た生講義のおかげで公務員を目指すのに最高の環境た生講義のおかげで公務員を目指すのに最高の環境
が整っています。東アカのサポートを活かしながら、自が整っています。東アカのサポートを活かしながら、自
分なりのスタイルで公務員試験に臨んでください。分なりのスタイルで公務員試験に臨んでください。

公務員を受験するにあたり、両親
や短大の先生に東アカを勧めら
れ入会しました。東アカの講義で
は自分の苦手な範囲を見つける
ことを意識しつつ受講してきまし
た。二次対策では東アカでの面
接練習の予約を早めに入れ、甘
えが出ないようスケジュールを面
接練習で埋めるようにしていまし
た。一次試験から二次試験まで
自分を甘やかさず、追い込めたこ
とが最終合格につながったと思っ
ています。東アカでは公務員試験
についての細かな情報や、充実し
た生講義のおかげで公務員を目指すのに最高の環境
が整っています。東アカのサポートを活かしながら、自
分なりのスタイルで公務員試験に臨んでください。

友達の誘いがあり、東アカに入友達の誘いがあり、東アカに入
会しました。東アカでの講義や模会しました。東アカでの講義や模
試、テキストをフル活用して一次試、テキストをフル活用して一次
試験の勉強に臨んできました。た試験の勉強に臨んできました。た
だ解くだけではなく、復習を何度だ解くだけではなく、復習を何度
も重ねることで定着度も上がっても重ねることで定着度も上がって
きたと実感することができました。きたと実感することができました。
二次対策の面接練習では、先生二次対策の面接練習では、先生
方にアドバイスをいただきながら、方にアドバイスをいただきながら、
本番のような模擬面接を繰り返し本番のような模擬面接を繰り返し
受けることができ、自信をつける受けることができ、自信をつける
ことができました。公務員試験はことができました。公務員試験は
範囲が広く苦しい試験ですが、自範囲が広く苦しい試験ですが、自
分の成りたい職業をはっきり定め、諦めないで挑む気分の成りたい職業をはっきり定め、諦めないで挑む気
持ちが大事だと思います。持ちが大事だと思います。

友達の誘いがあり、東アカに入
会しました。東アカでの講義や模
試、テキストをフル活用して一次
試験の勉強に臨んできました。た
だ解くだけではなく、復習を何度
も重ねることで定着度も上がって
きたと実感することができました。
二次対策の面接練習では、先生
方にアドバイスをいただきながら、
本番のような模擬面接を繰り返し
受けることができ、自信をつける
ことができました。公務員試験は
範囲が広く苦しい試験ですが、自
分の成りたい職業をはっきり定め、諦めないで挑む気
持ちが大事だと思います。

高校の先輩の勧めで東アカに入高校の先輩の勧めで東アカに入
会しました。警察事務という仕事会しました。警察事務という仕事
の役割にとても魅力を感じ受験の役割にとても魅力を感じ受験
先を決めました。東アカには豊先を決めました。東アカには豊
富な過去問や面接に関する情報富な過去問や面接に関する情報
があったため、しっかりと対策をがあったため、しっかりと対策を
することができ、自信を持って試することができ、自信を持って試
験に臨むことができた点が最終験に臨むことができた点が最終
合格につながったと思っていま合格につながったと思っていま
す。また、教務の内村さんが優しす。また、教務の内村さんが優し
く明るく相談に乗ってくださったこく明るく相談に乗ってくださったこ
とが心の支えになって頑張ることが心の支えになって頑張るこ
とができました。私が公務員試とができました。私が公務員試
験の中で一番不安に感じたこと験の中で一番不安に感じたこと
は、現役の高校生と既卒の方々の力の差です。現役は、現役の高校生と既卒の方々の力の差です。現役
生の方は、時間がかけられないからこそ、集中して効生の方は、時間がかけられないからこそ、集中して効
率のよい勉強が求められると思います。率のよい勉強が求められると思います。

高校の先輩の勧めで東アカに入
会しました。警察事務という仕事
の役割にとても魅力を感じ受験
先を決めました。東アカには豊
富な過去問や面接に関する情報
があったため、しっかりと対策を
することができ、自信を持って試
験に臨むことができた点が最終
合格につながったと思っていま
す。また、教務の内村さんが優し
く明るく相談に乗ってくださったこ
とが心の支えになって頑張るこ
とができました。私が公務員試
験の中で一番不安に感じたこと
は、現役の高校生と既卒の方々の力の差です。現役
生の方は、時間がかけられないからこそ、集中して効
率のよい勉強が求められると思います。

合格実績が高く、高校の先輩が合格実績が高く、高校の先輩が
多く入会していたため入会しまし多く入会していたため入会しまし
た。出た問を中心に２回以上通た。出た問を中心に２回以上通
ることを心掛けて学習してきましることを心掛けて学習してきまし
た。東アカの講義では先生方がた。東アカの講義では先生方が
大事な所に線を引かせると思う大事な所に線を引かせると思う
ので、そこを重点的に覚えたり、ので、そこを重点的に覚えたり、
内容を把握したりすることが成績内容を把握したりすることが成績
を上げるための１つの対策だとを上げるための１つの対策だと
思います。また、先生方に質問を思います。また、先生方に質問を
して、出来る問題を徹底的にとれして、出来る問題を徹底的にとれ
るようにすれば周りの人とも差をるようにすれば周りの人とも差を
つけることができると思います。つけることができると思います。
二次試験の論作文や面接の対二次試験の論作文や面接の対
策も２回３回と、東アカの先生に指導していただき、自策も２回３回と、東アカの先生に指導していただき、自
信を深めることができました。いつも継続して慣れてい信を深めることができました。いつも継続して慣れてい
ることでも、油断せずに集中力を高めて勉強を行ってることでも、油断せずに集中力を高めて勉強を行って
いくことが大事だと思います。いくことが大事だと思います。

合格実績が高く、高校の先輩が
多く入会していたため入会しまし
た。出た問を中心に２回以上通
ることを心掛けて学習してきまし
た。東アカの講義では先生方が
大事な所に線を引かせると思う
ので、そこを重点的に覚えたり、
内容を把握したりすることが成績
を上げるための１つの対策だと
思います。また、先生方に質問を
して、出来る問題を徹底的にとれ
るようにすれば周りの人とも差を
つけることができると思います。
二次試験の論作文や面接の対
策も２回３回と、東アカの先生に指導していただき、自
信を深めることができました。いつも継続して慣れてい
ることでも、油断せずに集中力を高めて勉強を行って
いくことが大事だと思います。

高校の先輩や友人から勧められ、高校の先輩や友人から勧められ、
東アカに入会しました。講義中東アカに入会しました。講義中
は講師の説明を集中して聞き、は講師の説明を集中して聞き、
テキストや模擬試験で分からなテキストや模擬試験で分からな
い所を復習しました。たくさんのい所を復習しました。たくさんの
時間をかけても質が悪ければ意時間をかけても質が悪ければ意
味がありませんので、短い時間味がありませんので、短い時間
でも良い質で勉強することが大でも良い質で勉強することが大
切だと思います。勉強した期間切だと思います。勉強した期間
は夏休み中のみでしたが、講義は夏休み中のみでしたが、講義
が非常に分かりやすく、最終合が非常に分かりやすく、最終合
格した際に、東アカに来て本当格した際に、東アカに来て本当
に良かったと思いました。苦しくに良かったと思いました。苦しく
なることもあると思いますが、東アカで対策をしっかりしなることもあると思いますが、東アカで対策をしっかりし
ておけば大丈夫ですので、自信を持って勉強に取り組ておけば大丈夫ですので、自信を持って勉強に取り組
んでください。んでください。

高校の先輩や友人から勧められ、
東アカに入会しました。講義中
は講師の説明を集中して聞き、
テキストや模擬試験で分からな
い所を復習しました。たくさんの
時間をかけても質が悪ければ意
味がありませんので、短い時間
でも良い質で勉強することが大
切だと思います。勉強した期間
は夏休み中のみでしたが、講義
が非常に分かりやすく、最終合
格した際に、東アカに来て本当
に良かったと思いました。苦しく
なることもあると思いますが、東アカで対策をしっかりし
ておけば大丈夫ですので、自信を持って勉強に取り組
んでください。

先輩の勧めがあり東アカに入会先輩の勧めがあり東アカに入会
しました。東アカの講義を集中ししました。東アカの講義を集中し
て聞き、他の問題に活かせるようて聞き、他の問題に活かせるよう
にテキストで何度も問題をこなしにテキストで何度も問題をこなし
ました。分からない問題は先生ました。分からない問題は先生
方や友人に聞くことで解決を図り方や友人に聞くことで解決を図り
ました。東アカに通って一番良ました。東アカに通って一番良
かったと思う点は二次試験対策かったと思う点は二次試験対策
です。先生方の面接練習の対応です。先生方の面接練習の対応
が丁寧で、分かりやすいアドバイが丁寧で、分かりやすいアドバイ
スが良かったです。中学生の頃スが良かったです。中学生の頃
からあこがれていた職業だったからあこがれていた職業だった
ため、私の座右の銘である「死ぬため、私の座右の銘である「死ぬ
事以外かすり傷」の精神で常に事以外かすり傷」の精神で常に
本気で努力してきました。みなさんも本当に合格したい本気で努力してきました。みなさんも本当に合格したい
と思ったら、必死になって勉強ができると思います。今と思ったら、必死になって勉強ができると思います。今
頑張れば輝かしい未来があると思い気合で頑張りま頑張れば輝かしい未来があると思い気合で頑張りま

先輩の勧めがあり東アカに入会
しました。東アカの講義を集中し
て聞き、他の問題に活かせるよう
にテキストで何度も問題をこなし
ました。分からない問題は先生
方や友人に聞くことで解決を図り
ました。東アカに通って一番良
かったと思う点は二次試験対策
です。先生方の面接練習の対応
が丁寧で、分かりやすいアドバイ
スが良かったです。中学生の頃
からあこがれていた職業だった
ため、私の座右の銘である「死ぬ
事以外かすり傷」の精神で常に
本気で努力してきました。みなさんも本当に合格したい
と思ったら、必死になって勉強ができると思います。今
頑張れば輝かしい未来があると思い気合で頑張りま

短大で合格体験者の話があり、短大で合格体験者の話があり、
東アカに通っていたという話を聞東アカに通っていたという話を聞
いたため、入会しました。私は家いたため、入会しました。私は家
にいると集中して勉強出来ないにいると集中して勉強出来ない
ため、東アカの自習室を利用してため、東アカの自習室を利用して
勉強しました。講義では全範囲を勉強しました。講義では全範囲を
細かくやるのではなく、頻出度の細かくやるのではなく、頻出度の
高いところを集中的にやっていく高いところを集中的にやっていく
ため、自分でどこを勉強すればため、自分でどこを勉強すれば
良いかわかりやすかったです。こ良いかわかりやすかったです。こ
れは東アカに通っていないとわかれは東アカに通っていないとわか
らないことだったと思います。らないことだったと思います。
　焦りと不安を感じることもあると　焦りと不安を感じることもあると
思いますが、自分に合った勉強思いますが、自分に合った勉強
法を見つけて自分を信じて勉強することが公務員試験法を見つけて自分を信じて勉強することが公務員試験
では大切だと思いました。絶対に最後まで諦めない！とでは大切だと思いました。絶対に最後まで諦めない！と
いう気持ちで頑張ってください。いう気持ちで頑張ってください。

短大で合格体験者の話があり、
東アカに通っていたという話を聞
いたため、入会しました。私は家
にいると集中して勉強出来ない
ため、東アカの自習室を利用して
勉強しました。講義では全範囲を
細かくやるのではなく、頻出度の
高いところを集中的にやっていく
ため、自分でどこを勉強すれば
良いかわかりやすかったです。こ
れは東アカに通っていないとわか
らないことだったと思います。
　焦りと不安を感じることもあると
思いますが、自分に合った勉強
法を見つけて自分を信じて勉強することが公務員試験
では大切だと思いました。絶対に最後まで諦めない！と
いう気持ちで頑張ってください。

東アカで合格した友人に紹介さ東アカで合格した友人に紹介さ
れ入会しました。入会して良かっれ入会しました。入会して良かっ
たと思う点は、各分野に精通してたと思う点は、各分野に精通して
いる先生がいらっしゃる点です。いる先生がいらっしゃる点です。
質問に対し、確かな答えが返っ質問に対し、確かな答えが返っ
てくるため独学ではわかりにくいてくるため独学ではわかりにくい
問題もしっかり理解することがで問題もしっかり理解することがで
きました。時間を見つけては積極きました。時間を見つけては積極
的に先生方に質問を行い、理解的に先生方に質問を行い、理解
を深められたことが合格に結びを深められたことが合格に結び
付いたのだと実感しています。ま付いたのだと実感しています。ま
た公務員試験での面接は民間企た公務員試験での面接は民間企
業の面接とは違う点もあるため、業の面接とは違う点もあるため、
その道のプロに見ていただけるその道のプロに見ていただける
点も魅力的だと思います。点も魅力的だと思います。
　「今よりも確実に賢くなれる」と思うと楽しく勉強できる　「今よりも確実に賢くなれる」と思うと楽しく勉強できる
と思います。勉強の中で楽しみを見つけながら頑張ってと思います。勉強の中で楽しみを見つけながら頑張って
ください！ください！

東アカで合格した友人に紹介さ
れ入会しました。入会して良かっ
たと思う点は、各分野に精通して
いる先生がいらっしゃる点です。
質問に対し、確かな答えが返っ
てくるため独学ではわかりにくい
問題もしっかり理解することがで
きました。時間を見つけては積極
的に先生方に質問を行い、理解
を深められたことが合格に結び
付いたのだと実感しています。ま
た公務員試験での面接は民間企
業の面接とは違う点もあるため、
その道のプロに見ていただける
点も魅力的だと思います。
　「今よりも確実に賢くなれる」と思うと楽しく勉強できる
と思います。勉強の中で楽しみを見つけながら頑張って
ください！

合格数が多い東アカに、姉が合格数が多い東アカに、姉が
通っていたことがきっかけで入通っていたことがきっかけで入
会しました。東アカには、自分会しました。東アカには、自分
が受験する職種と同じ職種を受が受験する職種と同じ職種を受
験する人が大勢おり、勉強する験する人が大勢おり、勉強する
上でモチベーションを保ち続け上でモチベーションを保ち続け
ることが出来ます。また、自習ることが出来ます。また、自習
室が毎日開いているため午前室が毎日開いているため午前
中は家で勉強、午後は東アカで中は家で勉強、午後は東アカで
勉強というようにメリハリをつけ勉強というようにメリハリをつけ
ることができました。面接や適ることができました。面接や適
性試験等、今まで勉強したこと性試験等、今まで勉強したこと
がない試験内容でも、東アカでがない試験内容でも、東アカで
の友人をはじめ、周りの方々の支えがあり強い意志をの友人をはじめ、周りの方々の支えがあり強い意志を
持ってやり抜くことが出来ました。ありがとうございま持ってやり抜くことが出来ました。ありがとうございま
した。した。

合格数が多い東アカに、姉が
通っていたことがきっかけで入
会しました。東アカには、自分
が受験する職種と同じ職種を受
験する人が大勢おり、勉強する
上でモチベーションを保ち続け
ることが出来ます。また、自習
室が毎日開いているため午前
中は家で勉強、午後は東アカで
勉強というようにメリハリをつけ
ることができました。面接や適
性試験等、今まで勉強したこと
がない試験内容でも、東アカで
の友人をはじめ、周りの方々の支えがあり強い意志を
持ってやり抜くことが出来ました。ありがとうございま
した。

両親の勧めで東アカに入会しま両親の勧めで東アカに入会しま
した。独学では難しい一般知能した。独学では難しい一般知能
の問題を、確実に解答よりも分の問題を、確実に解答よりも分
かりやすく、応用が効く方法を説かりやすく、応用が効く方法を説
明してくださり、東アカに通って明してくださり、東アカに通って
良かったです。自分がいつ見て良かったです。自分がいつ見て
も分かるノートを講義中に作成し、も分かるノートを講義中に作成し、
問題を解き、翌日講義で習った問題を解き、翌日講義で習った
内容をもう一度解き直していまし内容をもう一度解き直していまし
た。模擬試験の点数がなかなかた。模擬試験の点数がなかなか
上がらず、夏休み中はずっと苦し上がらず、夏休み中はずっと苦し
かったです。しかし、夏休みの少かったです。しかし、夏休みの少
し前からしっかりと対策をしておし前からしっかりと対策をしてお
けば、現役でも十分に戦えると思いますし、東アカで夏けば、現役でも十分に戦えると思いますし、東アカで夏
休み必死に勉強すれば合格出来ると思います。休み必死に勉強すれば合格出来ると思います。

両親の勧めで東アカに入会しま
した。独学では難しい一般知能
の問題を、確実に解答よりも分
かりやすく、応用が効く方法を説
明してくださり、東アカに通って
良かったです。自分がいつ見て
も分かるノートを講義中に作成し、
問題を解き、翌日講義で習った
内容をもう一度解き直していまし
た。模擬試験の点数がなかなか
上がらず、夏休み中はずっと苦し
かったです。しかし、夏休みの少
し前からしっかりと対策をしてお
けば、現役でも十分に戦えると思いますし、東アカで夏
休み必死に勉強すれば合格出来ると思います。

友人が東アカに通っていたこ友人が東アカに通っていたこ
とがきっかけで入校しました。とがきっかけで入校しました。
全日制は、授業数が多かった全日制は、授業数が多かった
ため、出た問などを活用し、ため、出た問などを活用し、
その日の授業の復習を欠かさその日の授業の復習を欠かさ
ないことを心掛けました。二ないことを心掛けました。二
次対策においても、個別面接、次対策においても、個別面接、
集団討論対策がしっかりして集団討論対策がしっかりして
おり、先生方が丁寧にアドバおり、先生方が丁寧にアドバ
イスをくれたためとても助かイスをくれたためとても助か
りました。公務員試験の勉強りました。公務員試験の勉強
は意外と長いので、まず身近は意外と長いので、まず身近
な目標を決めて勉強すると良な目標を決めて勉強すると良
いと思います。成績が上がらいと思います。成績が上がら
ず苦しい時もあるかもしれませんが、物事を前向ず苦しい時もあるかもしれませんが、物事を前向
きにとらえて継続し続けることが結果につながるきにとらえて継続し続けることが結果につながる
と思います。と思います。

友人が東アカに通っていたこ
とがきっかけで入校しました。
全日制は、授業数が多かった
ため、出た問などを活用し、
その日の授業の復習を欠かさ
ないことを心掛けました。二
次対策においても、個別面接、
集団討論対策がしっかりして
おり、先生方が丁寧にアドバ
イスをくれたためとても助か
りました。公務員試験の勉強
は意外と長いので、まず身近
な目標を決めて勉強すると良
いと思います。成績が上がら
ず苦しい時もあるかもしれませんが、物事を前向
きにとらえて継続し続けることが結果につながる
と思います。

高校の先輩が通っていたため、高校の先輩が通っていたため、
入会しました。講義はかかさず入会しました。講義はかかさず
受け、学校等で欠席した際には、受け、学校等で欠席した際には、
講義の録音を聴いて勉強しまし講義の録音を聴いて勉強しまし
た。勉強と休養のメリハリをしった。勉強と休養のメリハリをしっ
かりとつけることを心がけながら、かりとつけることを心がけながら、
講義以外は自習室に残って復講義以外は自習室に残って復
習をしました。充実した自習室習をしました。充実した自習室
があることは勿論、毎日90分、があることは勿論、毎日90分、
4コマの講義でも、先生方のお4コマの講義でも、先生方のお
かげで集中して取り組め、面接かげで集中して取り組め、面接
や作文試験等も支援してくださや作文試験等も支援してくださ
り、公務員を目指すには最適なり、公務員を目指すには最適な
環境でした。辛くても自分の頑環境でした。辛くても自分の頑
張りに応じた結果が待っているので、絶対に公務員に張りに応じた結果が待っているので、絶対に公務員に
なるという意志と未来を思い描いて努力を重ねれば乗なるという意志と未来を思い描いて努力を重ねれば乗
り越えられると思います。り越えられると思います。

高校の先輩が通っていたため、
入会しました。講義はかかさず
受け、学校等で欠席した際には、
講義の録音を聴いて勉強しまし
た。勉強と休養のメリハリをしっ
かりとつけることを心がけながら、
講義以外は自習室に残って復
習をしました。充実した自習室
があることは勿論、毎日90分、
4コマの講義でも、先生方のお
かげで集中して取り組め、面接
や作文試験等も支援してくださ
り、公務員を目指すには最適な
環境でした。辛くても自分の頑
張りに応じた結果が待っているので、絶対に公務員に
なるという意志と未来を思い描いて努力を重ねれば乗
り越えられると思います。

2017年度 　鹿児島市役所(一般事務) 最終合格(進路先)

安樂 里奈さん ～鹿児島中央高校～鹿児島校

『前向き』

2017度 　海上保安学校学生(情報) 最終合格(進路先)

宮田 蓮さん ～川内高校～鹿児島校

『どんなに勉強しても死なない』

2017年度 　鹿児島市役所(土木) 最終合格(進路先)

山下 龍馬さん ～鹿児島工業高校～鹿児島校

『未来の君は、今の君の頑張りにきっと感謝する』

2017年度 　垂水市役所(一般事務) 最終合格(進路先)

木脇 翔さん ～鹿児島南高校～鹿児島校

『諦めない』

2017年度 　鹿児島県庁(警察事務) 最終合格(進路先)

今吉 和香奈さん～鹿児島玉龍高校～鹿児島校

『今日の成果は過去の努力の結果であり、未来はこれからの努力で決まる』

2017年度 　鹿児島県庁(一般事務) 最終合格(進路先)

内村 学太さん ～鹿児島県立短期大学～鹿児島校

『一心不乱』

2017年度 　鹿児島県庁(土木) 最終合格(進路先)

山口 昂汰郎さん ～鹿児島工業高校～鹿児島校

『量より質』

2017年度 　南さつま市役所(土木) 最終合格(進路先)

末満 大幹さん ～鹿児島工業高校～鹿児島校

『猿も木から落ちる』

2017年度 　鹿児島県警Ｂ(男性) 最終合格(進路先)

Ｋ・Ｄさん ～国分高校～鹿児島校

『死ぬこと以外かすり傷』



2017年度 　湧水町役場(一般事務) 最終合格(進路先)

藤井 李奈さん ～鹿児島県立短期大学～鹿児島校

『石のあるところに道は開ける』

2017年度　海上保安学校学生特別(船舶) 最終合格(進路先)

池田 繁広さん ～鹿児島実業高校～鹿児島校

『夢に向かって第一歩』

2017年度 　鹿児島県庁(警察事務) 最終合格(進路先)

松山 乃々花さん ～鹿児島中央高校～鹿児島校

『勇往邁進』

両親の勧めで東アカに入会しまし両親の勧めで東アカに入会しまし
た。最終合格のポイントは、東アた。最終合格のポイントは、東ア
カで試験対策をとにかく全力でカで試験対策をとにかく全力で
行ったことだと思います。出た問を行ったことだと思います。出た問を
中心に予習・復習を行い、特に苦中心に予習・復習を行い、特に苦
手な数的推理・判断推理・空間把手な数的推理・判断推理・空間把
握を何度も解き直し、分からない握を何度も解き直し、分からない
ところは分かるまで質問をしましところは分かるまで質問をしまし
た。また、暗記カードを作成し空きた。また、暗記カードを作成し空き
時間に利用して時間を有効的に時間に利用して時間を有効的に
使いました。同じ目標を持つ多く使いました。同じ目標を持つ多く
の友人と一緒に切磋琢磨して励まの友人と一緒に切磋琢磨して励ま
し合いながら勉強ができたことがし合いながら勉強ができたことが
良かったです。充実したテキスト良かったです。充実したテキスト
や問題集があり、面接練習も様々な先生方からアドバイや問題集があり、面接練習も様々な先生方からアドバイ
スをもらいました。東アカで公務員の勉強を継続する中スをもらいました。東アカで公務員の勉強を継続する中
で努力が実り、目標達成することが出来ました。で努力が実り、目標達成することが出来ました。

両親の勧めで東アカに入会しまし
た。最終合格のポイントは、東ア
カで試験対策をとにかく全力で
行ったことだと思います。出た問を
中心に予習・復習を行い、特に苦
手な数的推理・判断推理・空間把
握を何度も解き直し、分からない
ところは分かるまで質問をしまし
た。また、暗記カードを作成し空き
時間に利用して時間を有効的に
使いました。同じ目標を持つ多く
の友人と一緒に切磋琢磨して励ま
し合いながら勉強ができたことが
良かったです。充実したテキスト
や問題集があり、面接練習も様々な先生方からアドバイ
スをもらいました。東アカで公務員の勉強を継続する中
で努力が実り、目標達成することが出来ました。

小さい頃から警察官に憧れ、夢を小さい頃から警察官に憧れ、夢を
叶えるために東アカに入会しまし叶えるために東アカに入会しまし
た。夏期講座には、真剣に公務た。夏期講座には、真剣に公務
員を目指す同級生が多く、ライバ員を目指す同級生が多く、ライバ
ルたちと共に学ぶことで一生懸命ルたちと共に学ぶことで一生懸命
に勉強できたことがとても良かっに勉強できたことがとても良かっ
たです。また、独学では限界があたです。また、独学では限界があ
る公務員試験の科目を、講義でる公務員試験の科目を、講義で
分かりやすく丁寧に教えていただ分かりやすく丁寧に教えていただ
きました。苦手な教科を克服でききました。苦手な教科を克服でき
たときはとても嬉しく、やる気アッたときはとても嬉しく、やる気アッ
プにつながりました。面接では、プにつながりました。面接では、
自分が公務員になりたいという気自分が公務員になりたいという気
持ちをとにかくアピールすることが大切だと思います。持ちをとにかくアピールすることが大切だと思います。
学習時間をしっかり取り、適度に運動をして息抜きしつ学習時間をしっかり取り、適度に運動をして息抜きしつ
つ頑張ってください。つ頑張ってください。

小さい頃から警察官に憧れ、夢を
叶えるために東アカに入会しまし
た。夏期講座には、真剣に公務
員を目指す同級生が多く、ライバ
ルたちと共に学ぶことで一生懸命
に勉強できたことがとても良かっ
たです。また、独学では限界があ
る公務員試験の科目を、講義で
分かりやすく丁寧に教えていただ
きました。苦手な教科を克服でき
たときはとても嬉しく、やる気アッ
プにつながりました。面接では、
自分が公務員になりたいという気
持ちをとにかくアピールすることが大切だと思います。
学習時間をしっかり取り、適度に運動をして息抜きしつ
つ頑張ってください。

両親の勧めで東アカに入会しま両親の勧めで東アカに入会しま
した。授業がとても分かりやすく、した。授業がとても分かりやすく、
理解できないところがあっても丁理解できないところがあっても丁
寧に教えて下さり、効率的に学寧に教えて下さり、効率的に学
習できたと思います。また、複数習できたと思います。また、複数
回 面 接 練 習 が 出 来 た 所 が 良回 面 接 練 習 が 出 来 た 所 が 良
かったです。模擬試験でいい結かったです。模擬試験でいい結
果が出なくても、まだ努力が足り果が出なくても、まだ努力が足り
ないと思い、テキストを何回も解ないと思い、テキストを何回も解
き直しました。やればやっただけき直しました。やればやっただけ
自信につながり、模擬試験の成自信につながり、模擬試験の成
績が上がっていった時はとても績が上がっていった時はとても
嬉しかったです。講義の復習を嬉しかったです。講義の復習を
忘れず、しっかりと睡眠をとり、絶対に公務員になると忘れず、しっかりと睡眠をとり、絶対に公務員になると
いう思いを貫く心を持って勉強を続けることで乗り越えいう思いを貫く心を持って勉強を続けることで乗り越え
られると思います。られると思います。

両親の勧めで東アカに入会しま
した。授業がとても分かりやすく、
理解できないところがあっても丁
寧に教えて下さり、効率的に学
習できたと思います。また、複数
回 面 接 練 習 が 出 来 た 所 が 良
かったです。模擬試験でいい結
果が出なくても、まだ努力が足り
ないと思い、テキストを何回も解
き直しました。やればやっただけ
自信につながり、模擬試験の成
績が上がっていった時はとても
嬉しかったです。講義の復習を
忘れず、しっかりと睡眠をとり、絶対に公務員になると
いう思いを貫く心を持って勉強を続けることで乗り越え
られると思います。

先輩が東アカで自分の夢を実現し先輩が東アカで自分の夢を実現し
た姿を見て、私も夢を叶えるためた姿を見て、私も夢を叶えるため
に入会を決めました。最終合格でに入会を決めました。最終合格で
きたポイントは、面接練習を複数きたポイントは、面接練習を複数
回行い、夢を叶えたいという強い回行い、夢を叶えたいという強い
気持ちを面接官に伝えることが出気持ちを面接官に伝えることが出
来たことだと思います。筆記試験来たことだと思います。筆記試験
が合格しても、面接次第で合否がが合格しても、面接次第で合否が
変わるため、面接練習に励むこと変わるため、面接練習に励むこと
も大切だと思います。面接練習でも大切だと思います。面接練習で
は、分からないことは質問をし、声は、分からないことは質問をし、声
量や姿勢など、細かい所まで教え量や姿勢など、細かい所まで教え
ていただきました。東アカでは、授ていただきました。東アカでは、授
業が分かりやすく、丁寧に質問を業が分かりやすく、丁寧に質問を
聞いてくださる先生方だけではなく、聞いてくださる先生方だけではなく、
競い、協力し合える仲間がおり、勉強することで自分の気競い、協力し合える仲間がおり、勉強することで自分の気
持ちも成長することができたので、感謝の気持ちしかあり持ちも成長することができたので、感謝の気持ちしかあり
ません。ありがとうございました。ません。ありがとうございました。

先輩が東アカで自分の夢を実現し
た姿を見て、私も夢を叶えるため
に入会を決めました。最終合格で
きたポイントは、面接練習を複数
回行い、夢を叶えたいという強い
気持ちを面接官に伝えることが出
来たことだと思います。筆記試験
が合格しても、面接次第で合否が
変わるため、面接練習に励むこと
も大切だと思います。面接練習で
は、分からないことは質問をし、声
量や姿勢など、細かい所まで教え
ていただきました。東アカでは、授
業が分かりやすく、丁寧に質問を
聞いてくださる先生方だけではなく、
競い、協力し合える仲間がおり、勉強することで自分の気
持ちも成長することができたので、感謝の気持ちしかあり
ません。ありがとうございました。

両親の勧めと、説明会で入会を決両親の勧めと、説明会で入会を決
めました。東アカに来て良かっためました。東アカに来て良かった
点は、数的推理や資料解釈など、点は、数的推理や資料解釈など、
公務員試験独特な科目の対策や、公務員試験独特な科目の対策や、
文系で高校では習わない物理科文系で高校では習わない物理科
目等の対策ができた所です。また、目等の対策ができた所です。また、
東アカに通えたことで、自然と受東アカに通えたことで、自然と受
験スイッチが入り、同じ公務員を験スイッチが入り、同じ公務員を
目指す同級生と常に前向きな気目指す同級生と常に前向きな気
持ちで勉強することが出来ました。持ちで勉強することが出来ました。
公務員試験は似たパターンの問公務員試験は似たパターンの問
題が多いため、講義でしっかり解題が多いため、講義でしっかり解
き方をマスターすれば、多くの問き方をマスターすれば、多くの問
題が解けるようになることが、勉題が解けるようになることが、勉
強中の楽しみでした。最初は間違えてばかりで不安にな強中の楽しみでした。最初は間違えてばかりで不安にな
ることもありますが、解くうちにポイントが分かって解けるることもありますが、解くうちにポイントが分かって解ける
ようになるので、東アカで焦らずに頑張ってください。ようになるので、東アカで焦らずに頑張ってください。

両親の勧めと、説明会で入会を決
めました。東アカに来て良かった
点は、数的推理や資料解釈など、
公務員試験独特な科目の対策や、
文系で高校では習わない物理科
目等の対策ができた所です。また、
東アカに通えたことで、自然と受
験スイッチが入り、同じ公務員を
目指す同級生と常に前向きな気
持ちで勉強することが出来ました。
公務員試験は似たパターンの問
題が多いため、講義でしっかり解
き方をマスターすれば、多くの問
題が解けるようになることが、勉
強中の楽しみでした。最初は間違えてばかりで不安にな
ることもありますが、解くうちにポイントが分かって解ける
ようになるので、東アカで焦らずに頑張ってください。

高校の先生に勧められ東アカに高校の先生に勧められ東アカに
入会しました。東アカの講義はと入会しました。東アカの講義はと
にかく分かりやすく、理解できなにかく分かりやすく、理解できな
いところがあっても丁寧に教えていところがあっても丁寧に教えて
くださるため、効率的に学習できくださるため、効率的に学習でき
ました。最初は解けない問題もあました。最初は解けない問題もあ
りましたが、講義で習ったことやりましたが、講義で習ったことや
苦手科目を中心に復習していくと、苦手科目を中心に復習していくと、
少しずつ解けるようになりました。少しずつ解けるようになりました。
また、面接試験の人物試験の情また、面接試験の人物試験の情
報誌に、過去の面接情報が載っ報誌に、過去の面接情報が載っ
ているため、自己分析や回答方ているため、自己分析や回答方
法の作成に取り組めました。最法の作成に取り組めました。最
終合格できたポイントは、小さい終合格できたポイントは、小さい
頃からの夢であり、警察官になりたいという強い思いを頃からの夢であり、警察官になりたいという強い思いを
伝えられたことだと思います。どんなに苦しくても、東ア伝えられたことだと思います。どんなに苦しくても、東ア
カを信じて勉強していけば、最後は合格というすばらしカを信じて勉強していけば、最後は合格というすばらし
いゴールが待っていると思います。いゴールが待っていると思います。

高校の先生に勧められ東アカに
入会しました。東アカの講義はと
にかく分かりやすく、理解できな
いところがあっても丁寧に教えて
くださるため、効率的に学習でき
ました。最初は解けない問題もあ
りましたが、講義で習ったことや
苦手科目を中心に復習していくと、
少しずつ解けるようになりました。
また、面接試験の人物試験の情
報誌に、過去の面接情報が載っ
ているため、自己分析や回答方
法の作成に取り組めました。最
終合格できたポイントは、小さい
頃からの夢であり、警察官になりたいという強い思いを
伝えられたことだと思います。どんなに苦しくても、東ア
カを信じて勉強していけば、最後は合格というすばらし
いゴールが待っていると思います。

公務員試験に向けて、東アカの公務員試験に向けて、東アカの
講義で学んだ範囲をオープンセ講義で学んだ範囲をオープンセ
サミや出たDATA問を使い、そのサミや出たDATA問を使い、その
日のうちに集中して必ず復習する日のうちに集中して必ず復習する
よう心掛けてきました。また、東アよう心掛けてきました。また、東ア
カで実施される模試も、自分の位カで実施される模試も、自分の位
置を知ることや苦手な分野を知る置を知ることや苦手な分野を知る
ことにつながり、自分で勉強することにつながり、自分で勉強する
際に活用することができました。際に活用することができました。
二次試験対策においても、東アカ二次試験対策においても、東アカ
で先生方と面接練習を重ねることで先生方と面接練習を重ねること
で、本番の面接でも自信を持ってで、本番の面接でも自信を持って
自分をアピールすることができま自分をアピールすることができま
した。東アカの先生方や、教務のした。東アカの先生方や、教務の
内村さんをはじめとする事務局の方々のサポートがあり、内村さんをはじめとする事務局の方々のサポートがあり、
幼いころからの夢に一歩近づくことができました。ありが幼いころからの夢に一歩近づくことができました。ありが
とうございました。とうございました。

公務員試験に向けて、東アカの
講義で学んだ範囲をオープンセ
サミや出たDATA問を使い、その
日のうちに集中して必ず復習する
よう心掛けてきました。また、東ア
カで実施される模試も、自分の位
置を知ることや苦手な分野を知る
ことにつながり、自分で勉強する
際に活用することができました。
二次試験対策においても、東アカ
で先生方と面接練習を重ねること
で、本番の面接でも自信を持って
自分をアピールすることができま
した。東アカの先生方や、教務の
内村さんをはじめとする事務局の方々のサポートがあり、
幼いころからの夢に一歩近づくことができました。ありが
とうございました。

合格実績の高さと短大の先輩が合格実績の高さと短大の先輩が
多く通っていたことに惹かれ、東多く通っていたことに惹かれ、東
アカに入会しました。東アカで講アカに入会しました。東アカで講
義を受け、短大の授業の空きコマ義を受け、短大の授業の空きコマ
などで復習し、理解するようにしなどで復習し、理解するようにし
ました。理解した上で、問題を繰ました。理解した上で、問題を繰
り返し解くことが大切だと思い、り返し解くことが大切だと思い、
出たDATA問(過去問題集)を何度出たDATA問(過去問題集)を何度
も解きました。特に一般知能が苦も解きました。特に一般知能が苦
手だったため、毎日欠かさず、手だったため、毎日欠かさず、
オープンセサミを中心に問題をオープンセサミを中心に問題を
しっかり解き、基本を押さえました。しっかり解き、基本を押さえました。
公務員試験は長く、きつくなって公務員試験は長く、きつくなって
しまうこともあると思います。私は、しまうこともあると思います。私は、
12月に最終合格が決まったため、12月に最終合格が決まったため、
焦ってしまうこともありました。何としてでも公務員にな焦ってしまうこともありました。何としてでも公務員にな
るという強い気持ちと、焦らず、自分らしく頑張り続けるるという強い気持ちと、焦らず、自分らしく頑張り続ける
ことができれば絶対合格できると思います。ことができれば絶対合格できると思います。

合格実績の高さと短大の先輩が
多く通っていたことに惹かれ、東
アカに入会しました。東アカで講
義を受け、短大の授業の空きコマ
などで復習し、理解するようにし
ました。理解した上で、問題を繰
り返し解くことが大切だと思い、
出たDATA問(過去問題集)を何度
も解きました。特に一般知能が苦
手だったため、毎日欠かさず、
オープンセサミを中心に問題を
しっかり解き、基本を押さえました。
公務員試験は長く、きつくなって
しまうこともあると思います。私は、
12月に最終合格が決まったため、
焦ってしまうこともありました。何としてでも公務員にな
るという強い気持ちと、焦らず、自分らしく頑張り続ける
ことができれば絶対合格できると思います。

東アカの講義をまずは大切にし東アカの講義をまずは大切にし
ました。どのテキストにも載ってました。どのテキストにも載って
いない問題の解き方のコツ等、いない問題の解き方のコツ等、
多くの事を学ぶことができました。多くの事を学ぶことができました。
帰宅後は、その日の内に講義の帰宅後は、その日の内に講義の
復習を必ず行い理解を深めるよ復習を必ず行い理解を深めるよ
うに努めました。東アカでは模試うに努めました。東アカでは模試
もたくさんあり、模試で間違えたもたくさんあり、模試で間違えた
問題をまとめるノートを作り、ど問題をまとめるノートを作り、ど
の分野が自分は苦手なのか分の分野が自分は苦手なのか分
析し対策をすることに活用してい析し対策をすることに活用してい
ました。合格するのは自分を信ました。合格するのは自分を信
じることが大事だと思います。模じることが大事だと思います。模
試で結果が出なかったとしても試で結果が出なかったとしても
そのあと次第で結果は変わりまそのあと次第で結果は変わりま
す。私は一度も模試で十分な結果を残すことができます。私は一度も模試で十分な結果を残すことができま
せんでしたが、本番は合格することができました。最後せんでしたが、本番は合格することができました。最後
まで諦めないことが大切だと思います。まで諦めないことが大切だと思います。

東アカの講義をまずは大切にし
ました。どのテキストにも載って
いない問題の解き方のコツ等、
多くの事を学ぶことができました。
帰宅後は、その日の内に講義の
復習を必ず行い理解を深めるよ
うに努めました。東アカでは模試
もたくさんあり、模試で間違えた
問題をまとめるノートを作り、ど
の分野が自分は苦手なのか分
析し対策をすることに活用してい
ました。合格するのは自分を信
じることが大事だと思います。模
試で結果が出なかったとしても
そのあと次第で結果は変わりま
す。私は一度も模試で十分な結果を残すことができま
せんでしたが、本番は合格することができました。最後
まで諦めないことが大切だと思います。

東アカの模試は、鹿児島校でのラ東アカの模試は、鹿児島校でのラ
ンキング表が掲示されるため、モンキング表が掲示されるため、モ
チベーションを上げる良い機会でチベーションを上げる良い機会で
した。しかし、模試の結果に一喜した。しかし、模試の結果に一喜
一憂せずに、勉強の中でも楽しみ一憂せずに、勉強の中でも楽しみ
を見つけながら、勉強に向き合い、を見つけながら、勉強に向き合い、
努力することが合格への1番の近努力することが合格への1番の近
道だと思います。東アカに通って道だと思います。東アカに通って
よかったと思う点は、なにより同じよかったと思う点は、なにより同じ
「志」を持った仲間と勉強に向き「志」を持った仲間と勉強に向き
合うことができたところです。「受合うことができたところです。「受
験は団体戦」という言葉通り、私験は団体戦」という言葉通り、私
自身、どのような状況下でも仲間自身、どのような状況下でも仲間
がいることが大きな支えになってがいることが大きな支えになって
いたと思います。また、勉強以外の面でも、教務の内村いたと思います。また、勉強以外の面でも、教務の内村
さんをはじめとして、事務局の方々の存在は大きく、アカさんをはじめとして、事務局の方々の存在は大きく、アカ
デミーの魅力だと感じました。デミーの魅力だと感じました。

東アカの模試は、鹿児島校でのラ
ンキング表が掲示されるため、モ
チベーションを上げる良い機会で
した。しかし、模試の結果に一喜
一憂せずに、勉強の中でも楽しみ
を見つけながら、勉強に向き合い、
努力することが合格への1番の近
道だと思います。東アカに通って
よかったと思う点は、なにより同じ
「志」を持った仲間と勉強に向き
合うことができたところです。「受
験は団体戦」という言葉通り、私
自身、どのような状況下でも仲間
がいることが大きな支えになって
いたと思います。また、勉強以外の面でも、教務の内村
さんをはじめとして、事務局の方々の存在は大きく、アカ
デミーの魅力だと感じました。

学校の先生や先輩からの紹介学校の先生や先輩からの紹介
で入会しました。毎日学校がで入会しました。毎日学校が
終わった後に東アカに来て自終わった後に東アカに来て自
習や講義を受けていました。習や講義を受けていました。
夏までに基礎問題を多く解き、夏までに基礎問題を多く解き、
そこから実践問題だけを解いそこから実践問題だけを解い
ていました。夏休みは、午前ていました。夏休みは、午前
中に高校で専門試験の対策を中に高校で専門試験の対策を
し、午後から東アカに行くなし、午後から東アカに行くな
どしてメリハリをつけて勉強どしてメリハリをつけて勉強
しました。東アカでは、自分しました。東アカでは、自分
でなかなか勉強ができない一でなかなか勉強ができない一
般知能などをとても丁寧に教般知能などをとても丁寧に教
えてもらえたのが良かったでえてもらえたのが良かったで
す。公務員は一次試験から最終合格発表までの期す。公務員は一次試験から最終合格発表までの期
間がとても長いため、一日一日を自分のペースで間がとても長いため、一日一日を自分のペースで
頑張ることで合格が見えてくると思います。頑張ることで合格が見えてくると思います。

学校の先生や先輩からの紹介
で入会しました。毎日学校が
終わった後に東アカに来て自
習や講義を受けていました。
夏までに基礎問題を多く解き、
そこから実践問題だけを解い
ていました。夏休みは、午前
中に高校で専門試験の対策を
し、午後から東アカに行くな
どしてメリハリをつけて勉強
しました。東アカでは、自分
でなかなか勉強ができない一
般知能などをとても丁寧に教
えてもらえたのが良かったで
す。公務員は一次試験から最終合格発表までの期
間がとても長いため、一日一日を自分のペースで
頑張ることで合格が見えてくると思います。

先輩や友達が東アカに通ってお先輩や友達が東アカに通ってお
り、評判が良かったため入会しり、評判が良かったため入会し
ました。夏休み中は東アカで一ました。夏休み中は東アカで一
日中講義を受け、出たDATA問日中講義を受け、出たDATA問
やオープンセサミといったテキやオープンセサミといったテキ
ストを利用し、すぐに自習室でストを利用し、すぐに自習室で
復習するようにしていました。そ復習するようにしていました。そ
の中で分からない所は、先生にの中で分からない所は、先生に
質問に行き解決を図るようにし質問に行き解決を図るようにし
ていました。東アカの先生方にていました。東アカの先生方に
は、問題の解き方や覚え方などは、問題の解き方や覚え方など
を丁寧に教えていただきました。を丁寧に教えていただきました。
また、毎週模試が実施されるたまた、毎週模試が実施されるた
め、自分の力を試すことができ、め、自分の力を試すことができ、
苦手分野や自身の成長を実感することができました。苦手分野や自身の成長を実感することができました。
毎日空いている自習室を活用し、分からないところが毎日空いている自習室を活用し、分からないところが
あれば積極的に先生方に質問をすることが合格へのあれば積極的に先生方に質問をすることが合格への
近道だと思います。近道だと思います。

先輩や友達が東アカに通ってお
り、評判が良かったため入会し
ました。夏休み中は東アカで一
日中講義を受け、出たDATA問
やオープンセサミといったテキ
ストを利用し、すぐに自習室で
復習するようにしていました。そ
の中で分からない所は、先生に
質問に行き解決を図るようにし
ていました。東アカの先生方に
は、問題の解き方や覚え方など
を丁寧に教えていただきました。
また、毎週模試が実施されるた
め、自分の力を試すことができ、
苦手分野や自身の成長を実感することができました。
毎日空いている自習室を活用し、分からないところが
あれば積極的に先生方に質問をすることが合格への
近道だと思います。

2017年度 　東京都庁(土木) 最終合格(進路先)

加治屋 怜央さん～鹿児島工業高校～鹿児島校

『ちりも積もれば山となる』

2017度 　福岡市役所(一般事務) 最終合格(進路先)

尾堂 真也さん ～鹿児島玉龍高校～鹿児島校

『継続は力なり』

2017年度 　南さつま市役所(土木) 最終合格(進路先)

大中 泰成さん ～鹿児島工業高校～鹿児島校

『毎週模試で力試し』

2017年度 　鹿児島県警Ｂ(男性) 最終合格(進路先)

森 生真さん ～種子島高校～鹿児島校

『臥薪嘗胆』

2017年度 　鹿児島県警Ｂ(男性) 最終合格(進路先)

永野 隆成さん ～国分高校～鹿児島校

『結果の出ない努力は努力でない』

2017年度 　鹿児島県警Ｂ(女性) 最終合格(進路先)

川畑 彩花さん ～松陽高校～鹿児島校

『継続は力なり』

2017年度 　伊佐市役所(一般事務) 最終合格(進路先)

千鳥 恋さん ～大口高校～鹿児島校

『努力する人は希望を語り、怠ける人は不満を語る』

2017年度

濵田 慎之介さん～川薩清修館高校～鹿児島校

『どんなときでも感謝』

2017年度 　鹿児島県警Ｂ(女性) 最終合格(進路先)

米山 凜さん ～鹿児島実業高校～鹿児島校

『雲外蒼天』

　海上保安学校学生特別(船舶) 最終合格(進路先)



2017年度 　鹿児島県警Ｂ(男性) 最終合格(進路先)

福石 大翔さん ～鹿児島玉龍高校～鹿児島校

『為せば成る、為さねば成らぬ何事も』

2017年度 　鹿児島市役所(土木) 最終合格(進路先)

水間 涼介さん鹿児島校

『評判通りの充実』

2017年度 　税務職(関東甲信越) 最終合格(進路先)

岩切 瑞希さん ～鹿児島純心女子短期大学～鹿児島校

『一期一会』

東アカの良さはなにより情報量東アカの良さはなにより情報量
の多さ、手厚いフォローこの2点の多さ、手厚いフォローこの2点
に 尽 き る と 思 い ま す 。 講 師 のに 尽 き る と 思 い ま す 。 講 師 の
方々の分かりやすい授業や進路方々の分かりやすい授業や進路
相談など、全体的に見ても他の相談など、全体的に見ても他の
予備校にはない素晴らしい魅力予備校にはない素晴らしい魅力
だと思います。勉強についていけだと思います。勉強についていけ
るか不安でしたが個別サポートるか不安でしたが個別サポート
や週末に個別質問を繰り返し行や週末に個別質問を繰り返し行
うことで不安はなくなりました。二うことで不安はなくなりました。二
次対策では何度も先生方と練習次対策では何度も先生方と練習
や話し合いなどを重ね、自信をや話し合いなどを重ね、自信を
持つことができました。最後はこ持つことができました。最後はこ
こで働きたいという強い気持ちがあったので最終合格こで働きたいという強い気持ちがあったので最終合格
を掴むことができたと思います。を掴むことができたと思います。

東アカの良さはなにより情報量
の多さ、手厚いフォローこの2点
に 尽 き る と 思 い ま す 。 講 師 の
方々の分かりやすい授業や進路
相談など、全体的に見ても他の
予備校にはない素晴らしい魅力
だと思います。勉強についていけ
るか不安でしたが個別サポート
や週末に個別質問を繰り返し行
うことで不安はなくなりました。二
次対策では何度も先生方と練習
や話し合いなどを重ね、自信を
持つことができました。最後はこ
こで働きたいという強い気持ちがあったので最終合格
を掴むことができたと思います。

講義で基礎を固め、集中できる講義で基礎を固め、集中できる
環境である自習室を毎日利用し環境である自習室を毎日利用し
たり、講師に積極的に質問し細たり、講師に積極的に質問し細
かい所や苦手な部分を復習したかい所や苦手な部分を復習した
りしました。模擬試験ではランキりしました。模擬試験ではランキ
ング表が掲示されるため競争心ング表が掲示されるため競争心
が芽生え、良いライバルを見つが芽生え、良いライバルを見つ
けお互いに励まし合うことが出来けお互いに励まし合うことが出来
ました。共に頑張れる仲間や目ました。共に頑張れる仲間や目
に見えるライバルが多くおり、やに見えるライバルが多くおり、や
る気につながったことが東アカにる気につながったことが東アカに
来て良かったと思う点です。事務来て良かったと思う点です。事務
局の内村さんが相談事や分から局の内村さんが相談事や分から
ないことを親身に聞いて下さるため、絶対受かると思っないことを親身に聞いて下さるため、絶対受かると思っ
て諦めずに頑張ることができました。て諦めずに頑張ることができました。

講義で基礎を固め、集中できる
環境である自習室を毎日利用し
たり、講師に積極的に質問し細
かい所や苦手な部分を復習した
りしました。模擬試験ではランキ
ング表が掲示されるため競争心
が芽生え、良いライバルを見つ
けお互いに励まし合うことが出来
ました。共に頑張れる仲間や目
に見えるライバルが多くおり、や
る気につながったことが東アカに
来て良かったと思う点です。事務
局の内村さんが相談事や分から
ないことを親身に聞いて下さるため、絶対受かると思っ
て諦めずに頑張ることができました。

兄の勧めで東アカに入会しまし兄の勧めで東アカに入会しまし
た。講義は分かりやすく、丁寧なた。講義は分かりやすく、丁寧な
授業を受けることができました。授業を受けることができました。
個別面接指導では高校では言個別面接指導では高校では言
われないようなこともアドバイわれないようなこともアドバイ
ス・指導下さり、とても参考になス・指導下さり、とても参考にな
りました。試験情報についても、りました。試験情報についても、
教務の内村さんに相談すること教務の内村さんに相談すること
ができて、安心して受験に臨めができて、安心して受験に臨め
る環境でした。夏休みは毎日片る環境でした。夏休みは毎日片
道2時間かけて通学していたの道2時間かけて通学していたの
で大変でしたが、最終合格できで大変でしたが、最終合格でき
て良かったです。て良かったです。

兄の勧めで東アカに入会しまし
た。講義は分かりやすく、丁寧な
授業を受けることができました。
個別面接指導では高校では言
われないようなこともアドバイ
ス・指導下さり、とても参考にな
りました。試験情報についても、
教務の内村さんに相談すること
ができて、安心して受験に臨め
る環境でした。夏休みは毎日片
道2時間かけて通学していたの
で大変でしたが、最終合格でき
て良かったです。

短大の先生の紹介で東アカに入短大の先生の紹介で東アカに入
会しました。出た問を繰り返し解会しました。出た問を繰り返し解
き、講義で先生が言ったポイントき、講義で先生が言ったポイント
をノートに分かりやすくまとめましをノートに分かりやすくまとめまし
た。東アカでは、公務員を目指すた。東アカでは、公務員を目指す
学生が多くいるため、やる気につ学生が多くいるため、やる気につ
ながり、講義やテキスト、自習室ながり、講義やテキスト、自習室
や模擬試験、面接練習等の全てや模擬試験、面接練習等の全て
の面において効率的に勉強がでの面において効率的に勉強がで
きる点が良かったです。きる点が良かったです。
結果がどうであってもやるしかな結果がどうであってもやるしかな
いので、模擬試験の点数が悪くいので、模擬試験の点数が悪く
ても 、最終的には試験本番でても 、最終的には試験本番で
返ってくることを信じて、とにかくやるだけです。返ってくることを信じて、とにかくやるだけです。

短大の先生の紹介で東アカに入
会しました。出た問を繰り返し解
き、講義で先生が言ったポイント
をノートに分かりやすくまとめまし
た。東アカでは、公務員を目指す
学生が多くいるため、やる気につ
ながり、講義やテキスト、自習室
や模擬試験、面接練習等の全て
の面において効率的に勉強がで
きる点が良かったです。
結果がどうであってもやるしかな
いので、模擬試験の点数が悪く
ても 、最終的には試験本番で
返ってくることを信じて、とにかくやるだけです。

東アカに通って思ったのが、私東アカに通って思ったのが、私
は独学では合格は無理だっただは独学では合格は無理だっただ
ろうなと思います。教材が充実しろうなと思います。教材が充実し
ていて、先生の講義も分かりやていて、先生の講義も分かりや
すく、自習室も毎日開いているすく、自習室も毎日開いている
ので勉強する環境が整っていまので勉強する環境が整っていま
した。また、事務の内村さんが分した。また、事務の内村さんが分
からないことは優しく丁寧に教えからないことは優しく丁寧に教え
て下さり、公務員の情報をたくさて下さり、公務員の情報をたくさ
ん知っているので、自分の受けん知っているので、自分の受け
る試験の意識も上がりました。る試験の意識も上がりました。
毎日必死で勉強しラストスパート毎日必死で勉強しラストスパート
の時期に自分と向き合って勉強の時期に自分と向き合って勉強
に励めたことがポイントだったかなと思います。に励めたことがポイントだったかなと思います。

東アカに通って思ったのが、私
は独学では合格は無理だっただ
ろうなと思います。教材が充実し
ていて、先生の講義も分かりや
すく、自習室も毎日開いている
ので勉強する環境が整っていま
した。また、事務の内村さんが分
からないことは優しく丁寧に教え
て下さり、公務員の情報をたくさ
ん知っているので、自分の受け
る試験の意識も上がりました。
毎日必死で勉強しラストスパート
の時期に自分と向き合って勉強
に励めたことがポイントだったかなと思います。

自分が受ける試験の過去問が自分が受ける試験の過去問が
そろっていることがとても良かっそろっていることがとても良かっ
たです。平日はほぼ毎日各教科たです。平日はほぼ毎日各教科
の基礎の復習をして、実際に過の基礎の復習をして、実際に過
去問を解くのは1～2時間程度に去問を解くのは1～2時間程度に
し、勉強しない日は筋力トレーニし、勉強しない日は筋力トレーニ
ングを集中して行いました。勉ングを集中して行いました。勉
強で生き詰まった時は、勉強し強で生き詰まった時は、勉強し
ないで好きなことをした方がいいないで好きなことをした方がいい
です。集中できない時に勉強をです。集中できない時に勉強を
長時間しても時間の無駄になる長時間しても時間の無駄になる
ため、きちんとするべき時とそうため、きちんとするべき時とそう
でない時のメリハリをつけて努でない時のメリハリをつけて努
力することが大切だと思います。力することが大切だと思います。

自分が受ける試験の過去問が
そろっていることがとても良かっ
たです。平日はほぼ毎日各教科
の基礎の復習をして、実際に過
去問を解くのは1～2時間程度に
し、勉強しない日は筋力トレーニ
ングを集中して行いました。勉
強で生き詰まった時は、勉強し
ないで好きなことをした方がいい
です。集中できない時に勉強を
長時間しても時間の無駄になる
ため、きちんとするべき時とそう
でない時のメリハリをつけて努
力することが大切だと思います。

面接練習が充実していると聞き、面接練習が充実していると聞き、
東アカに入会しました。評判通り、東アカに入会しました。評判通り、
面接練習を複数の先生方と納得面接練習を複数の先生方と納得
がいくまで何回でも練習ができまがいくまで何回でも練習ができま
した。また、独学では対策が難しした。また、独学では対策が難し
い集団討論の練習も、実際に合い集団討論の練習も、実際に合
格者している受験生と数をこな格者している受験生と数をこな
すことで、本番に向けていい練すことで、本番に向けていい練
習になり、東アカに来て良かった習になり、東アカに来て良かった
と思いました。模擬試験でいいと思いました。模擬試験でいい
結果が出ずに落ち込むこともあ結果が出ずに落ち込むこともあ
りましたが、メリハリをつけて休りましたが、メリハリをつけて休
む時はしっかり休憩することも大む時はしっかり休憩することも大
切だと思います。東アカを信じて頑張って本当に良かっ切だと思います。東アカを信じて頑張って本当に良かっ
たです。先生方そして内村さんありがとうございました。たです。先生方そして内村さんありがとうございました。

面接練習が充実していると聞き、
東アカに入会しました。評判通り、
面接練習を複数の先生方と納得
がいくまで何回でも練習ができま
した。また、独学では対策が難し
い集団討論の練習も、実際に合
格者している受験生と数をこな
すことで、本番に向けていい練
習になり、東アカに来て良かった
と思いました。模擬試験でいい
結果が出ずに落ち込むこともあ
りましたが、メリハリをつけて休
む時はしっかり休憩することも大
切だと思います。東アカを信じて頑張って本当に良かっ
たです。先生方そして内村さんありがとうございました。

友人の紹介で入会しました。全友人の紹介で入会しました。全
て生講義で分かりやすく、語呂て生講義で分かりやすく、語呂
合わせやポイントなどを丁寧に合わせやポイントなどを丁寧に
教えていただける点が良かった教えていただける点が良かった
です。また、面接練習では面接です。また、面接練習では面接
カードの添削だけではなく、個別カードの添削だけではなく、個別
面接の相談や本番形式の面接面接の相談や本番形式の面接
練習に何度でも受けられる点が練習に何度でも受けられる点が
良かったです。とにかく筆記試験良かったです。とにかく筆記試験
も面接も数をこなし、慣れることも面接も数をこなし、慣れること
が大切だと思います。まずは東が大切だと思います。まずは東
アカで何事も始めることを大切アカで何事も始めることを大切
にし、出来なくても諦めずに根気にし、出来なくても諦めずに根気
強く取り組んだことで、自分の努力を実らせることが出強く取り組んだことで、自分の努力を実らせることが出
来ました。来ました。

友人の紹介で入会しました。全
て生講義で分かりやすく、語呂
合わせやポイントなどを丁寧に
教えていただける点が良かった
です。また、面接練習では面接
カードの添削だけではなく、個別
面接の相談や本番形式の面接
練習に何度でも受けられる点が
良かったです。とにかく筆記試験
も面接も数をこなし、慣れること
が大切だと思います。まずは東
アカで何事も始めることを大切
にし、出来なくても諦めずに根気
強く取り組んだことで、自分の努力を実らせることが出
来ました。

公務員になるための対策がしっ公務員になるための対策がしっ
かりしているため、東アカに入かりしているため、東アカに入
会しました。模試で苦手な分野会しました。模試で苦手な分野
を把握し、学習計画を立てて毎を把握し、学習計画を立てて毎
日自習室を活用して勉強しまし日自習室を活用して勉強しまし
た。でた問は間違えた問題を重た。でた問は間違えた問題を重
点的に復習して、二度と同じ間点的に復習して、二度と同じ間
違いをしないことを心がけまし違いをしないことを心がけまし
た。そして、東アカにに通って良た。そして、東アカにに通って良
かったことは、なんといっても一かったことは、なんといっても一
緒に頑張れる友人が出来たこと緒に頑張れる友人が出来たこと
です。覚えることがたくさんありです。覚えることがたくさんあり
苦しいでしたが、努力した分成苦しいでしたが、努力した分成
績が伸びていくのは楽しかったです。ONとOFFの切り績が伸びていくのは楽しかったです。ONとOFFの切り
換えをしっかりし、自分の好きなことややりたいことを換えをしっかりし、自分の好きなことややりたいことを
することが大切だと思います。することが大切だと思います。

公務員になるための対策がしっ
かりしているため、東アカに入
会しました。模試で苦手な分野
を把握し、学習計画を立てて毎
日自習室を活用して勉強しまし
た。でた問は間違えた問題を重
点的に復習して、二度と同じ間
違いをしないことを心がけまし
た。そして、東アカにに通って良
かったことは、なんといっても一
緒に頑張れる友人が出来たこと
です。覚えることがたくさんあり
苦しいでしたが、努力した分成
績が伸びていくのは楽しかったです。ONとOFFの切り
換えをしっかりし、自分の好きなことややりたいことを
することが大切だと思います。

公務員試験を突破するには、ま公務員試験を突破するには、ま
ず何より気合が大切だと思いまず何より気合が大切だと思いま
す。東京アカデミーでは、同じ目す。東京アカデミーでは、同じ目
標に向かうライバルが大勢いる標に向かうライバルが大勢いる
ので、切磋琢磨しながら頑張り切ので、切磋琢磨しながら頑張り切
ることができました。また、先生ることができました。また、先生
の授業も分かりやすく、事務局での授業も分かりやすく、事務局で
教務の内村さんから試験に関す教務の内村さんから試験に関す
る色々な情報を得ることができたる色々な情報を得ることができた
のもやる気につながりました。公のもやる気につながりました。公
務員試験は長丁場で行き詰るこ務員試験は長丁場で行き詰るこ
ともありますが、東京アカデミーともありますが、東京アカデミー
の良い環境の中ではモチベーの良い環境の中ではモチベー
ションを保ち続けることができました。ションを保ち続けることができました。

公務員試験を突破するには、ま
ず何より気合が大切だと思いま
す。東京アカデミーでは、同じ目
標に向かうライバルが大勢いる
ので、切磋琢磨しながら頑張り切
ることができました。また、先生
の授業も分かりやすく、事務局で
教務の内村さんから試験に関す
る色々な情報を得ることができた
のもやる気につながりました。公
務員試験は長丁場で行き詰るこ
ともありますが、東京アカデミー
の良い環境の中ではモチベー
ションを保ち続けることができました。

「生まれ育った地元で働きた「生まれ育った地元で働きた
い」という気持ちを強く持ちい」という気持ちを強く持ち
試験勉強に励みました。講義試験勉強に励みました。講義
では過去問の解き方を理解し、では過去問の解き方を理解し、
解法が分からなかった箇所は解法が分からなかった箇所は
先生方に尋ねたり東アカのテ先生方に尋ねたり東アカのテ
キストを読み込んだりして理キストを読み込んだりして理
解 し て い き ま し た 。 解 け な解 し て い き ま し た 。 解 け な
かった問題を理解できた瞬間かった問題を理解できた瞬間
が最も楽しい瞬間でした。まが最も楽しい瞬間でした。ま
た、二次試験対策も充実してた、二次試験対策も充実して
おり、面接練習を繰り返す中おり、面接練習を繰り返す中
で意見を洗練させていくことで意見を洗練させていくこと
ができました。初めから諦めができました。初めから諦め
るのではなく、まずは何でも「やってみる」。東京るのではなく、まずは何でも「やってみる」。東京
アカデミーの充実したサポート体制の中で公務員試アカデミーの充実したサポート体制の中で公務員試
験という困難に「挑戦」してみてください。験という困難に「挑戦」してみてください。

「生まれ育った地元で働きた
い」という気持ちを強く持ち
試験勉強に励みました。講義
では過去問の解き方を理解し、
解法が分からなかった箇所は
先生方に尋ねたり東アカのテ
キストを読み込んだりして理
解 し て い き ま し た 。 解 け な
かった問題を理解できた瞬間
が最も楽しい瞬間でした。ま
た、二次試験対策も充実して
おり、面接練習を繰り返す中
で意見を洗練させていくこと
ができました。初めから諦め
るのではなく、まずは何でも「やってみる」。東京
アカデミーの充実したサポート体制の中で公務員試
験という困難に「挑戦」してみてください。

体験授業を受け、ここでなら頑体験授業を受け、ここでなら頑
張れると思い東アカに入会しま張れると思い東アカに入会しま
した。テキストは全て東アカのもした。テキストは全て東アカのも
のを使用し、オープンセサミを一のを使用し、オープンセサミを一
通り通った後、出た問を5回程度通り通った後、出た問を5回程度
通りました。出た問を何回も通る通りました。出た問を何回も通る
ことでコツをつかむことができたことでコツをつかむことができた
と思います。私は勉強が特別出と思います。私は勉強が特別出
来るわけではありませんでした来るわけではありませんでした
が、夢を叶えたいという気持ちをが、夢を叶えたいという気持ちを
常に持ち、東アカで努力をした常に持ち、東アカで努力をした
結果合格することが出来ました。結果合格することが出来ました。
自分を支えてくれる方々への感自分を支えてくれる方々への感
謝の気持ちを忘れずに、時間は限られているので、限謝の気持ちを忘れずに、時間は限られているので、限
られた中でどれだけ努力をできるかが大切だと思いまられた中でどれだけ努力をできるかが大切だと思いま
す。す。

体験授業を受け、ここでなら頑
張れると思い東アカに入会しま
した。テキストは全て東アカのも
のを使用し、オープンセサミを一
通り通った後、出た問を5回程度
通りました。出た問を何回も通る
ことでコツをつかむことができた
と思います。私は勉強が特別出
来るわけではありませんでした
が、夢を叶えたいという気持ちを
常に持ち、東アカで努力をした
結果合格することが出来ました。
自分を支えてくれる方々への感
謝の気持ちを忘れずに、時間は限られているので、限
られた中でどれだけ努力をできるかが大切だと思いま
す。

2017年度 　薩摩川内市役所(一般事務) 最終合格(進路先)

瀬崎 一樹さん ～鹿児島県立短期大学～鹿児島校

『全部やって確かめりゃいいだろ』

2017度 　伊佐湧水消防組合(消防) 最終合格(進路先)

齊藤 峻さん～熊本総合医療リハビリテーション学院～鹿児島校

『気合い』

2017年度 　姶良市役所(一般事務) 最終合格(進路先)

野口 桃花さん ～鹿児島純心女子短期大学～鹿児島校

『時間は有限、努力は無限』

2017年度 　鹿児島市役所(一般事務) 最終合格(進路先)

湯田 真比瑠さん ～出水高校～鹿児島校

『諦めたらそこで試合終了』

2017年度 　鹿児島県警B(男性) 最終合格(進路先)

Ｉ・Ｈさん ～川内高校～鹿児島校

『因果応報』

2017年度　いちき串木野市役所(一般事務) 最終合格(進路先)

Ｔ・Ｍさん ～鹿児島純心女子大学～鹿児島校

『点滴石を穿つ』

2017年度 　鹿児島市役所(中級一般事務) 最終合格(進路先)

Ｍ・Ｅさん ～鹿児島県立短期大学～鹿児島校

『今は過去の努力の成果であり、未来は今後の努力で決まる』

2017年度 　鹿児島市役所(中級一般事務) 最終合格(進路先)

坂元 陽菜さん ～鹿児島県立短期大学～鹿児島校

『とにかくやる』

2017年度 　大阪市消防 最終合格(進路先)

福元 太成さん ～鹿児島南高校～鹿児島校

『適度なペースで努力を』

～鹿児島工業高等専門学校～


