
2021年度高卒・短大卒程度公務員試験に最終合格したみなさんからのメッセージを一部ご紹介します！

東京アカデミー松山校

東京アカデミー松山校 2021年度初級公務員科

最終合格者からのメッセージ



2021年度 高卒・短大卒程度試験 最終合格先一覧(2022.2.28現在)

国家公務員一般職(農業土木)、税務職員(四国)、裁判所職員一般職、刑務官四国A、刑務官四国B、自衛隊一般曹候

補生、愛媛県一般事務、愛媛県警察事務、愛媛県警察官(男性)、愛媛県警察官(女性)、警視庁警察官Ⅲ類(女性)、大

阪府警察官(男性)、兵庫県警察官(男性)、松山市消防、伊予消防等事務組合消防、西条市消防、今治市消防、大洲地

区広域消防事務組合消防、宇和島地区広域事務組合消防、土佐清水市消防、内子町(一般行政職)、松野町(一般事

務)、さぬき市(一般事務)、松山市(保育士)、松前町(保育士)

愛媛県警察官

任命権者選考2位合格！

戸田 蒼平さん
(東温高校)
最終合格先：

愛媛県警察官(高卒)

藤堂 竜成さん
(松山北高校出身)

最終合格先：

愛媛県警察官(高卒)

井上 港治郎さん
(伊予高校出身)
最終合格先：

愛媛県警察官(高卒)

最後まで諦めず

頑張ってくださ

い！応援してい

ます！



・東京アカデミーで対策しようと思った理由を教えてください。

一般知能の授業を体験で受けたときに、とても分かりやすく教えてくだ
さったのでアカデミーで対策しようと思いました。

・東京アカデミーの授業にどのように取り組んだか、自宅ではどのよう
に勉強していたか教えてください。

授業前には予習を行い、帰宅した後はその授業の復習を行いました。土
木の学科試験の知識を頭に入れながらの対策だったので、とても大変で
したが諦めずに頑張りました。

・公務員試験対策と学校生活をどのように両立したか教えてください。

夏休みに学校の学科試験対策とアカデミーの教養試験対策を両立する
のは大変でしたが、自分の将来のために一生懸命頑張ったと思います。
学校に行っている間に受けられなかった授業は後日授業の映像を視聴
して補うようにしました。

・講座を受講してよかったと思うことを教えてください。

世界史や文章理解については中学校のときから苦手だったので、一つ
一つかみ砕いて分かりやすく教えてくださったのでよかったです。先生
にも気軽に質問できる環境だったので、分からないところを少なくする
ことができよかったと思います。

・来年の受験生へのアドバイスをお願いします！

勉強は誰だって嫌いだと思います。それでも一生懸命頑張って乗り越
えた人に自分の掴むべき未来が見えてきます。もし、農業土木で受験す
る方がいたら教養試験と学科試験の勉強の両立は難しいかもしれませ
んが、それができないと公務員試験に合格することはできないので、今
までの人生の中で一番頑張ったと思えるようになるくらい頑張ってくだ
さい。

松末 莉奈さん
(伊予農業高校)
最終合格先：

国家公務員一般職(農業土木)

四国地方整備局採用

・東京アカデミーで対策しようと思った理由を教えてください。

市役所にインターンシップに行った際に、独学ではなく公務員スクールに
通った方が良いとアドバイスを頂いたからです。その中でも東京アカデ
ミーは対面授業で、理解しやすく自分にあっていると思ったため、東京ア
カデミーを選びました。

・東京アカデミーの授業にどのように取り組んだか、自宅ではどのように
勉強していたか教えてください。

授業ではノートを丁寧に書くのではなく、先生が話していることに集中し、
ポイントをメモするようにしました。授業が終わり帰宅したら、必ず授業内
容を復習し、インプットすることを心がけました。自宅では、時間を決めて
その時間は集中して勉強するようにしました。間違えたところは印をつけ
て、正解するまで何度も解きました。

・公務員試験対策と学校生活をどのように両立したか教えてください。

大学で出た課題は、大学の休み時間などを使い早く終わらせ、自宅での時
間を試験勉強に充てました。常にアカデミーの参考書を持ち歩き、隙間の
時間で一問でも問題を解いたり単語を覚えたりしました。周りの友達は就
職活動が終わっていましたが、流されることなく自分のすべきことに集中
し、勉強しました。

・講座を受講してよかったと思うことを教えてください。

政治・経済・社会は独学では単語の意味が難しかったり、範囲が多かった
りして難しかったですが、受講することで理解することができましたし、頻
出の問題などを知ることができました。判断推理や数的処理では、早く解
く方法を教えていただき勉強になりました。独学では自分一人での勉強で
すが、講座を受講することで、同じ公務員を目指している人がいるためモ
チベーションの維持にもつながりました。

井口 日南子さん
(松山東雲短期大学)

最終合格先：

さぬき市事務職(短大卒)

・来年の受験生へのアドバイスをお願いします！

大変なこともあるかと思いますが、後悔しないように頑張ってください。不安なことや分からないことがあれば、相談するこ
とが大切だと思います。たまにはリフレッシュの日を作り、息抜きをしながら勉強に励んでください。応援しています。



平磯 凌さん
(伊予高校)
最終合格先：

愛媛県警察官（高卒）

・東京アカデミーで対策しようと思った理由を教えてください。

家で勉強するのが苦手だったのでアカデミーを選びました。また、公務
員試験のために専門的に勉強しないといけないものや分野も広いこと
から自分一人で勉強するのは難しいと思い、アカデミーで対策しようと
思いました。

・東京アカデミーの授業にどのように取り組んだか、自宅ではどのよう
に勉強していたか教えてください。

アカデミーの授業では、先生が言っていることをよく聞き、特に大事な
部分を覚えました。家では授業でやったところの復習をメインに行い、
自分が苦手なところを重点的に勉強しました。

・公務員試験対策と学校生活をどのように両立したか教えてください。

学校の勉強は学校に残って終わらしてから、家ではほとんど公務員試験
の勉強や体力づくりをしました。また、試験が近づくにつれて公務員試
験の勉強量を多くしました。

・講座を受講してよかったと思うことを教えてください。

自分が知らない解き方を知ることができたり、試験に出やすいところを
教えてもらえたのがよかったと思います。自分一人で分からないことも
丁寧に教えてもらえてよかったです。

また、定期的に模試もあって自分の出来具合が分かったり、できていな
い部分を把握できてよかったです。

・来年の受験生へのアドバイスをお願いします！

しっかり授業を聞くことが一番です！！

西原 実来さん
(松山東雲女子大学)

最終合格先：

松山市保育士
その他：松前町保育士

・東京アカデミーで対策しようと思った理由を教えてください。

大学のキャリア支援課の講座で合格した方の話を聞く機会がありました。その
時にアカデミーに通っていた先輩の話を聞き、自分も通おうと考えました。

・東京アカデミーの授業にどのように取り組んだか、自宅ではどのように勉強
していたか教えてください。

アカデミーの授業は、実習期間以外、全てに出席しました。また、休んだ授業は、
後日にビデオで補講を受けました。また、授業中は居眠りをせずに、話を聞き
の逃すことがないよう一生懸命取組みました。

自宅では、復習を少しでもいいのでするように心掛けました。忙しい時期もあ
り、できないこともありましたが、１問でも見直せるように努力しました。

・公務員試験対策と学校生活をどのように両立したか教えてください。

実習と重なってしまったときはとても忙しかったですが、早め早めに勉強や課
題に取り組むように心がけました。また、しなければならないことに優先順位
をつけて取り組みました。

・講座を受講してよかったと思うことを教えてください。

苦手な一般知能も、分かりやすく解き方を教えてもらえてとてもよかったです。
政治・経済・社会では、要点を絞って教えてもらえるので効率的に勉強していく
ことができました。また、出願書類や面接カードなども指導してもらえ、安心し
て提出することができました。

・来年の受験生へのアドバイスをお願いします！

私は、早め早めの準備と対策が大切だと実感しました。また、「絶対に○○に合
格する」という気持ちも大切だと感じました。勉強や作文、面接練習など、大変
だと思いますが頑張ってください。



・東京アカデミーで対策しようと思った理由を教えてください。

公務員になりたいと学校の先生に話したときに、学校の勉強と違う問題が
出てくるので公務員専門の対策をしているところへ行った方がいいよと言
われたからです。部活動をしており、県総体が終わるまで試験勉強をしてい
なかった上に、同じ学校の公務員になりたい人はアカデミーに通っていると
知り、焦りを感じたからです。

・東京アカデミーの授業にどのように取り組んだか、自宅ではどのように勉
強していたか教えてください。

毎回、教室で授業を受けるようにしていました。教室で受けた方が他の生徒
さんもいて集中して取り組めました。教室で受講できない日はオンラインで
参加し、できるだけ授業に欠席しないようにしていました。

黒板に書かれていない先生が言ったポイントなどをノートや教科書に書き込
んでいました。オープンセサミには付箋を貼ったり、マーカーを引いたり、工
夫をして自分に合った勉強方法で取り組みました。自宅では学校の宿題が
終わったら公務員の勉強をしたり、電車通学ということもあり毎日政治・経
済のオープンセサミを読書の本のようにずっと読んだりしていました。

・公務員試験対策と学校生活をどのように両立したか教えてください。

学校の休み時間や自習の時間は公務員試験の勉強をしていました。学校に
持っていくにはオープンセサミは分厚かったので、模試を持っていって勉強
していました。模試の問題は一度解けると次回の模試でも同じようなパター
ンが出るので、復習していると問題が解きやすくなりました。学校のテスト
期間に入っても公務員試験の勉強は毎日していました。友達と遊びたいと
いう気持ちはありましたが、受かるために試験までの2か月は誰とも遊ばず、
試験勉強に集中しました。

松本 拓晃さん
(松山中央高校)
最終合格先：

西条市消防
その他：税務職員、愛媛県警察事務

・東京アカデミーで対策しようと思った理由を教えてください。

1次試験対策や面接対策をしっかりとしたいと思ったからです。

・東京アカデミーの授業にどのように取り組んだか、自宅ではどのように
勉強していたか教えてください。

何度も何度も問題集を解き直し、分からない問題をなくすようにしました。

・公務員試験対策と学校生活をどのように両立したか教えてください。

休み時間など隙間時間を利用して、学習時間を増やすようにしました。

・講座を受講してよかったと思うことを教えてください。

分からない問題があれば先生に質問することができたので、スムーズに学
習を進めることができました。また、面接対策もたくさんやってもらえたの
で本番では上手く話すことができました。

・来年の受験生へのアドバイスをお願いします！

私の場合、多くの試験を受験して試験慣し、緊張せずに第一志望の試験を受
験することができました。緊張してしまうのではと不安な方はぜひ参考にし
てみてください。夢に向かって頑張ってください。

宮田 詩野さん
(伊予高校)
最終合格先：

伊予消防等事務組合消防職

・講座を受講してよかったと思うことを教えてください。

自分一人で勉強していたら分からないポイントや解き方を授業で教えてもらったり、相談にも乗ってもらえたりしたところがよ
かったと思います。また、面接対策をきちんとしてもらい、どんな質問が出るのか、この質問にはこういう風に答えたらいいよな
ど、たくさんアドバイスをしてもらいました。模試の結果が上位の人は名前と得点が貼りだされるので自分のモチベーション維
持に繋がりました。

・来年の受験生へのアドバイスをお願いします！

私は学校の先生から「6月から試験勉強をしても難しいよ」と言われていました。でも、アカデミーに行ったとき、「今からでも間
に合います。頑張りましょう！」と言ってもらい頑張ることができました。最初は点数が低くてこのままではまずいと思っていま
した。しかし、空いた時間にオープンセサミを解いたり読んだりすることで少しずつ結果が出てくるようになりました。苦しい時
もありますが、最後は自分のやる気次第で結果は変わってくると思います。だから自分に自信を持って頑張ってください！面接
の対策はぜひした方がいいです！



・東京アカデミーで対策しようと思った理由を教えてください。

私が高校に入学したときに、入れ替わりで卒業した先輩が東京アカデミーか
ら公務員に合格したことを知りました。そして、東京アカデミーは勉強に集中
できる環境が整っていて、自分に合ったコースを選ぶことができることを知り
入学を決めました。

・東京アカデミーの授業にどのように取り組んだか、自宅ではどのように勉
強していたか教えてください。

アカデミーではとにかく話をしっかりと聞き、教科書等に試験に出そうなポイ
ントを全て書くようにしました。分からないところや疑問点は先生に逐一聞く
などしました。家庭学習では、アカデミーの問題集をひたすら解きました。ま
た、自分に合った勉強スタイルを確立し、1日の勉強時間を決め分刻みで行動
したり、教科を変えたりしました。そして、試験に出やすいところから重点的に
対策し、絶対に落としてはならない問題を落とさないよう、教科書を読み込む
などしました。

・講座を受講してよかったと思うことを教えてください。

私が良かったと思うことは、授業中に試験で出やすいポイントをたくさん教え
てくれることです。それを欠かさずメモしたことで、本番でも役に立ちました。
また、「出たＤＡＴＡ問」という教材がありますが、これは過去問だけで作成さ
れた問題集で、とても使いやすく、これを重点的にしたことで点数もかなり上
がったことです。他にも先生方や教務の方は本当に優しい方ばかりで、分から
ないことを聞いたり、相談に乗ってもらったりして頂けて本当によかったです。
自習室が使用できる日は、自習室を活用して勉強に集中できたことも大き
かったと思います。

松田 紹良さん
(松山商業高校出身)

最終合格先：

税務職員(四国)
その他：裁判所一般職、愛媛県警察事務、愛媛県警察官

菅沼 侑子さん
(三島高校)
最終合格先：

警視庁警察官Ⅲ類

・東京アカデミーで対策しようと思った理由を教えてください。

知り合いの方に「公務員になるなら」とおすすめしていただいたからです。

・東京アカデミーの授業にどのように取り組んだか、自宅ではどのように勉強し
ていたか教えてください。

アカデミーの授業では黒板に書かれたことだけでなく、先生が口頭で言ってい
たこともメモとしてノートに書いていました。家では数的を何回も解き直しまし
た。政経や理科などは学校の授業をしっかり聞いて勉強しました。

・公務員試験対策と学校生活をどのように両立したか教えてください。

アカデミーの授業の時間までに学校の宿題や予習などを終わらせて、授業が終
わった後は公務員試験の勉強をしていました。国語や英語で分からないところ
があれば学校の先生にも聞いたりしていました。学校では休み時間や昼休み、朝
早く言って静かな時間に勉強したりしていました。放課後も自習室を利用して勉
強しました。

・講座を受講してよかったと思うことを教えてください。

公務員試験の一般知能は学校で習う数ⅠＡとは違って判断推理や資料解釈など
があったので、考え方や解き方を教えてもらえてよかったと思います。

・来年の受験生へのアドバイスをお願いします！

大学進学する子と違って、学校での勉強にプラスして公務員試験の勉強もしな
いといけないので大変になると思いますが、勉強した分だけ自分の力と自信に
なるので頑張ってください。

・来年の受験生へのアドバイスをお願いします！

私は今回が3年目の公務員試験チャレンジでした。その中で学んだことは、落ちたことには必ず原因があるということでした。最
初の一回で上手くいかなかったとしても、落ちた原因を考え、もし挑戦できるなら何度でも頑張ってほしいと思います。また、合
格するためにアルバイトはした方が良いと思います。アルバイトを通して、自分にはどんな能力があるのか、どんな短所があるの
か把握することで面接に役立つと思います。努力した人が必ず報われるとは限りませんが、夢を掴むのは最後まで諦めなかっ
た人です。試験は結果が全てで、天国と地獄しかありません。どちらになるかは、自分の考え方や生活や努力の仕方次第です。
もし試験勉強で行き詰ったら、アカデミーの先生や教務の方に相談するのがよいと思います。必ず力になってくれると思います。



藤本 小迪さん
(東温高校)
最終合格先：

愛媛県警察官(高卒)

・東京アカデミーで対策しようと思った理由を教えてください。

先輩方が愛媛県警や大阪府警に合格したと聞き、自分も東京アカデミーで対
策をしようと思いました。また、数的推理、判断推理や文章理解など不慣れな
教科が試験内容にあったので、しっかり学びたいと思ったからです。

・東京アカデミーの授業にどのように取り組んだか、自宅ではどのように勉強
していたか教えてください。

授業ではしっかり板書をとって、先生の言う言葉を一つも聞き逃さないように
集中して取り組みました。体育祭練習などで少し疲れているなと思ったら授業
で居眠りをしないよう、授業前にぶどう糖のタブレットを食べて集中力が下が
らないようにしました。

自宅ではたくさん問題を解くようにしました。書きやすいのでルーズリーフや
ざら紙の裏側などに解きました。寝る前は、授業でとったノートを見返したり、
サブ教科の教科書を読んだりしました。

・公務員試験対策と学校生活をどのように両立したか教えてください。

学校に朝早く登校して、その日にある小テストの勉強やアカデミーの授業の復
習をしました。また作文なども学校の先生方にもアドバイスをいただきました。
家だといろいろ誘惑があるのでアカデミーの授業がない日は学校にいる時間
を多くしました。休み時間は、政治・経済の教科書を読んだり、英単語の暗記を
するようにし、友達と問題の出し合いもしていました。

紺田 健二郎さん
(伊予高校)
最終合格先：

愛媛県警察官（高卒）

・東京アカデミーで対策しようと思った理由を教えてください。

就職率が高かったことと、友逹の紹介があったのでアカデミーで対策しよ
うと思いました。

・東京アカデミーの授業にどのように取り組んだか、自宅ではどのように
勉強していたか教えてください。

アカデミーの授業は寝ずに取り組みました。自宅ではあまり集中してでき
なかったので早めに塾に行き勉強していました。

・公務員試験対策と学校生活をどのように両立したか教えてください。

大学へはいかない方向で進路を決めていたので、学校でも空いた時間に
公務員の勉強をしていました。

・講座を受講してよかったと思うことを教えてください。

教材などが充実しており、授業内容も詳しく教えてくれたので分かりやす
かったです。公務員試験に向けてしっかり集中して取り組めたので良かっ
たです。

・来年の受験生へのアドバイスをお願いします！

早めに勉強を始め、自分の苦手な分野を分析してそこを集中的に取り組む
ことが大切だと思います。

・講座を受講してよかったと思うことを教えてください。

数的推理・判断推理の授業では、解答冊子以外の解き方も教えていただき、自分が解きやすい解法を見つけることができまし
た。また、答案練習ができたことで、時間配分や試験のイメージ作りができたので本番でも落ち着いて取り組めたのがよかった
なと思います。作文対策ではマスの使い方からしっかり教えていただい、作文を書く上でのミスを減らすことが出来ました。具
体的な内容を書くよう意識するようになり、まとまった作文を書くことができました。

・来年の受験生へのアドバイスをお願いします！

体力試験のある方は、勉強との両立が大変だと思いますが、私は一日のスケジュールを書き出してできたら消していくというや
り方をしていました。達成感もあるので、よかったら試してみてください。また自分のオリジナルノートをつくったり、かわいい
勉強道具を使うことで、勉強のモチベーションを高めることができ、勉強を楽しく続けられると思います。自分に合った方法で
毎日続けられるよう頑張ってください！



・東京アカデミーで対策しようと思った理由を教えてください。

昨年から消防官になるため採用試験を受験していましたが合格することが
できませんでした。今年こそは絶対に合格するという気持ちが強かったた
め、公務員試験対策を行なっている様々な予備校等を調べたところ東京ア
カデミーの高い合格実績等を見て決めました。

・東京アカデミーの授業に対してどのように取り組んできたか、自宅では
どのように勉強していたか教えてください。

アカデミーでの授業では基礎から教えてくださるため聴き逃さないように
しっかりと講義を聴くことを心がけていました。自宅学習では、主に授業で
習ったことの復習等に時間を費やしていました。また、模試で自分のわから
ないところや間違えたところなどを自宅学習の際に復習していました。

・受講してよかったと思ったと思うことを教えてください。

講義では基礎から教えてくださるため、勉強がとても苦手だった自分でも
しっかりとついていくことができました。また、講義以外でも面談等の機会
も多く設けていただいたため様々な面でサポートしてもらったことが受講
してとても良かったと思いました。

・来年受験するみなさんへのアドバイスをお願いします！

通い始めた当初、中学、高校時代の授業の内容をほとんど忘れていたため、
最初の模試ではクラスでとても下の方でした。しかし、講義をしっかり聴き、
自宅学習の際にも1日最低5時間ほど勉強をおこなったところ徐々に模試
での点数が伸びていきました。面接試験対策では、慣れることが重要だと
思うので多く練習を重ねることが重要だと思います。どれだけ自分が努力
するかで合否が決まると思うので1日1日を無駄にせず過ごしていけば合
格することができると思います。

西川 慶二郎さん
(東洋医療専門学校出身)

最終合格先：

土佐清水市消防

(救急救命士)

・東京アカデミーで対策しようと思った理由を教えてください。

兄がアカデミーの全日制に通い合格したので、同じように私も部活が終わる
と同時にアカデミーに通い対策しようと考えていたからです。またアカデミー
のパンフレットなどを見てここで公務員を目指すことが一番だと感じたから
です。

・東京アカデミーの授業にどのように取り組んだか、自宅ではどのように勉
強していたか教えてください。

アカデミーの授業ではまず理解するために板書以外にも先生が言っているこ
とをノートに書いておき、あとから見たときに分かりやすいようにしていまし
た。家では過去問を解くことを中心に行い、社会や理科は何度も同じ問題を
解いて一般知識の問題はとにかく一問一問理解できるように勉強しました。
週末の問題演習でまだ理解できていないところがどこなのかを確認すること
を繰り返し行いました。

・公務員試験対策と学校生活をどのように両立したか教えてください。

部活を夏の最後までやり切ってから勉強を始めた分、学校の休み時間や自習
の時間を使って暗記の問題を解くようにしました。また経済の問題は授業の
中で覚えられるので、きちんと学校の授業も受けて分からないところを学校
やアカデミーの先生に質問するようにしました。学校のテストと被った時期も
ありましたが、授業を集中して受けることで公務員の試験勉強に支障なく受
験することができたし両立できたと思う。

松岡 勇咲さん
(松山商業高校)
最終合格先：

松山市消防(初級)
・講座を受講してよかったと思うことを教えてください。

毎回授業の前に分からないところ聞いてからそこを特に教えてくださったり、問題集を一問一問詳しく教えてくださったりした
のですごく理解しやすかったです。今まで受験した人の情報や体験談を教えてもらえるので、ある程度心構えをして試験に挑む
ことができました。今までの問題の傾向も知ることができたのでよかったです。また、周りには同じように公務員を目指してい
る人がいて、自分もやらないと、と思えるような雰囲気だったので頑張ることが出来ました。テストの点数などで自分の点数が
どのくらいの位置にいるのかもわかり頑張れました。

・来年の受験生へのアドバイスをお願いします！

実際、私も野球部として最後までやって夏期講習に途中から通わせてもらいましたが、部活を最後までやり切って気持ちを新た
に勉強に励むことが出来ました。なんでも最後までやり抜くことが大事だと思うので、勉強も部活も学校生活も悔いの残らない
ようにして試験に向けて頑張ってください。



・東京アカデミーで対策しようと思った理由を教えてください。

警察官の問題では数的推理・判断推理があり、それを一人で学ぶのは大変だ
と思ったからです。公務員になりたい人たち向けの勉強をしてくださると聞い
たから。

・東京アカデミーの授業に対してどのように取り組んできたか、自宅ではどの
ように勉強していたか教えてください。

私は夏休みの授業を受けたのですが、当たり前ですが、居眠りをせず授業を
聞くことを心がけました。また、授業までにその日やるところの内容を大まか
に確認しておく→帰宅したらその日したところを必ず復習する！→次の日も
復習＋自分で新しい内容を覚えていくというのを繰り返しました。授業の休憩
時間にするのもGood！だと思います。家での学習時間は最低7時間以上頑
張りました。

・公務員試験対策と学校生活をどのように両立したか教えてください。

学校の授業内容も意外と試験問題と重なる部分もあるので、復習しなくても
大丈夫なように真剣に聞くきました。学校の休み時間も友達と話したい気持
ちを我慢して、公務員試験の勉強をしていました。友達も支えてくれるから大
丈夫です。

・講座を受講してよかったと思うことを教えてください。

詳しく丁寧に内容を教えてくださり、頑張ろうと思う気持ちが芽生えました。
参考書がすごくよくて、勉強しやすく、大切なことが重点的に絞られていたこ
ともよかったです。面接指導や討論練習までしてくださり、安心して最後まで
努力することができました。忙しいときはzoomで授業に参加できたのもよ
かったです。

・来年の受験生へのアドバイスをお願いします！

本当に合格したいと思うなら、本気で挑むことが大切だと思います。私が警察
官に向けての勉強を本格的に開始したのは高校3年の夏でした。正直遅すぎ
た気もしましたが、決意してからは死ぬ気でただひたすらに勉学に励みました。
面接では緊張しすぎず、自分をつくらず、ありのままの姿をせることが大切だ
と思います。

小山 央人さん
(松山商業高校)
最終合格先：

大阪府警察官(B)

・東京アカデミーで対策しようと思った理由を教えてください。

母に勧めてもらい、アカデミーで対策しようと思いました。

・東京アカデミーの授業にどのように取り組んできたか、自宅ではどの
ように勉強していたか教えてください。

学校などの課題もたくさんあったので自宅で集中して終わらし、アカデ
ミーでは授業をしっかり聞いて公務員試験の勉強に集中しました。

・公務員試験対策と学校生活どのように両立したか教えてください。

休む時はしっかりと家で休養を取り、学校やアカデミーでの勉強の質を
高めるようメリハリをつけて頑張りました。

・講座を受講してよかったと思うことを教えてください。

授業も分かりやすく、最後までしっかりとしたサポートしてくれたことが
よかったです。

・来年の受験生へアドバイスをお願いします！

体力テストのある試験を受ける場合はしっかり運動もしておくことと、諦
めずに頑張ることが大切だと思いました。

中平 光咲さん
(東温高校)
最終合格先：

愛媛県警察官(高卒)



・東京アカデミーで対策しようと思った理由を教えてください。

インターネットで公務員試験対策をするための予備校を探していた時に東
京アカデミーを見つけました。公務員試験の合格率を見ると高かったので
東京アカデミーで対策することを決めました。

・東京アカデミーの授業対してどのように取り組んできたか、自宅ではど
のように勉強していたか教えてください。

アカデミーの授業では、一時間一時間の授業を大切に受けることを意識し
ました。自宅では特に数的処理などの理系科目に力を入れて取り組みまし
た。

・公務員試験対策と学校生活をどのように両立したか教えてください。

公務員試験対策と学校生活を両立させる上で意識したこととしては、学校
の勉強は学校の休み時間などを使って終わらし、自宅での時間を公務員試
験対策に使うようにしました。

・講座を受講してよかったと思うことを教えてください。

高校では文系のクラスに入っていたこともあり、理系科目が全く勉強でき
ていませんでした。アカデミーで理系科目の試験対策をしました。苦手だっ
たこともあり初めはとても苦戦しましたが、最終的には試験で通用するレベ
ルまで持っていくことができました。アカデミーで勉強することで苦手だっ
た理系科目を克服することができたのでよかったです。

・来年の受験生へのアドバイスをお願いします！

2次試験で行われる面接では個人面接が30分ほどありました。なので面接
官の方からどのような質問がきても、しっかりと答えられるように練習する
ことが大事だと思います。

森川 泰知さん
(済美高校)
最終合格先：

兵庫県警察官(B)
その他：大阪府警察官(B)

事務局入口に2021年度合格者の

みなさんからのエールを掲示しています。


