
創立53年の伝統と信頼!  合格実績に自信あり! 

2020年度公務員試験対策講座
東京アカデミー合格実績

東京アカデミーの合格者数はのべ人数ではなく実人数で勝負です!

2020年度全国最終合格実人数!

合格実績表記についての東京アカデミーポリシー
①弊社合格実績は、弊社主催有料講座受講生のみのカウントであり、模試のみ受験者、教材のみ購入者、ガイダンス・イベントのみ参加者等は一切
含まれておりません。
②弊社合格実績に、自衛官候補生等の有期限雇用職員や非常勤職員、農業協同組合や社会福祉協議会等の合格者、また2019年以前の過去年度
受講生の合格者は一切含まれておりません。
③他予備校や専門学校が合格実績として掲載している「1次合格率」「最終合格率」は80％台～90％台と軒並み高いですが、2020年度近郊の各自
治体1次試験合格率は約30％～40％、最終合格率は約10％～20％程度です。1次合格率や最終合格率が80％～90％台というのは非常に非現
実的と考えます。
④弊社は受講生に対し併願受験をお勧めしますが、弊社の合格実績を伸ばすために特定の合格しやすい官庁・自治体の採用試験を強制的に受験さ
せることは致しません。

※以上、東京アカデミーは、誠実かつ根拠のある合格表記を行っております。　※2021年度の合格実績は後日公開いたします。

「教壇に講師が立ち、椅子に座って
講義を聞く」この慣れ親しんだ姿勢
こそが短時間で集中して学習効果
が上がるスタイルと考えています。

当然この講義形式ですから、わか
らない所はその日のうちに質問し
解決することができます。

名古屋校・静岡校・金沢校ともに
JR最寄り駅から徒歩2～3分圏内
にあり、通学にとても便利な好立地
です。

家では集中して学習できない方も
ご安心ください。平日の11：00～
18：00の時間帯は自習室を開放し
ています。
※2021年9月現在

名
古
屋
校

※2021年度合格体験記は、後日HPにて掲載します。

皆川 空さん  合格先：名古屋市消防局、豊橋市消防本部

静
岡
校

私は11月から夜間週1、夏期全日転科のコースに入りました。公務員試験の問題は
難しいものが多いですが、それ以上に慣れが必要です。私はアカデミーでの授業以
外でも先生のところに行き、分からないところなどを質問しました。自分の問に対し
てとても丁寧に指導をしてくださいました。また面接練習なども細かくしてくださり
ました。今年は新型コロナウイルスの影響がありましたが、Zoomでの授業などで
対応してくださいました。私が所属していた部活動は活動がとても盛んでしたが、
アカデミーに行く時間以外にも自分で勉強することで合格をすることが出来ま
した。是非みなさんも頑張ってください。

鷲巣 凌太さん  合格先：静岡市消防官

金
沢
校

最初に講義を受けたときは難しそうだなと感じた問題も、わかりやすく教えていた
だいたおかげでスムーズに解けるようになりました。特に政経などの暗記科目は内
容がどんどん自分の中に入っていきました。また、二次試験対策は初めての面接で
不安と心配でいっぱいだったのですが、厳しく指導してくださったおかげで自信を
持ってしっかりと本番に臨めました。
東京アカデミーに通って、同じ目標を持って頑張っている仲間がいたので「私もがん
ばろう！」と思うことができました。また、友達も作ることができ、分からないところ
を教えあったり、楽しい話をしたりすることができたので、ストレスなく勉強ができ
てよかったです。

橋本 楓乃さん  合格先：坂井市事務

私は現役の時に試験で落ちてしまい独学の大変さを知り、数ある予備校の中で東京
アカデミーを選びました。選んだ理由は、実際に名古屋市消防局に合格した先輩
の評判でした。評判通り受験生一人ひとりのモチベーションが高く、非常に手厚い
サポートをしてくれました。
生講義の授業は、とても分かりやすく教えてくれます。授業でわからない部分は、授業
外でも遅くまで教えてくれる優しい講師の方々がいます。面接対策も面接カードや出
願書類など時間を作って一緒に考えてくれる面倒見のいい事務の人がいたり、何度
も個人面接の練習を受けられたりする制度がありました。作文対策も上達するため
のサポートが充実しています。

上記に書いた制度は全て自分の行動次第です。受かりたい！と思う強い気持ちがあれば講師の方々は全力でサ
ポートしてくれます。そんな東京アカデミーに1年通い無事に自分の第1志望である名古屋市消防局に受かること
ができました。やる気を伸ばしてくれるとても良い予備校です。

2. 駅チカ 3. 自習室

詳細はP８へ

1. 生講義

ここに掲載した合格者はほんの一部です。
他にも多数の合格者がいます。2020年度合格者体験記

東京アカデミーは最終合格にこだわります!
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2021

※写真は2021年度のものです。
※写真は2021年度のものです。

※写真は2021年度のものです。

模試受験者数
2020年度

国家公務員・地方公務員試験を詳細に研究し、頻出項目と傾向を十分に反映さ
せて編集・構成した公務員受験定番テキスト。各テーマごとの重要暗記事項を
Pointとしてまとめてあるほか、重要度をA～Cで示してあり、効率よく学習でき
る工夫を随所に凝らしてあります。

東京アカデミーが、国家公務員試験問題はもとより、原則
非公開である地方公務員試験問題も受験生への聞き取り
調査を基に復元。専門部署の試験研究部が徹底分析を行い集約・編集し、作成し
ています。

パーフェクトガイドは、実際に受験した受験生への聞き取りを基に作成。時事対策
テキストは、新聞を毎日読んでいても何が大事なのかさっぱりわからない方でも、
理解のできる最強テキストです。

共通模試から、職種別模試まで、充実のバリエーション。
東アカ試験研究部が提供する2022年本試験予想問題です。

2022 年 1月 23日（日）
2022年 4月 29日（金・祝）
2022年 5月 15日（日）
2022年 5月 22日（日）
2022年 6月 19日（日）
2022年 7月 17日（日）

公務員チャレンジスタート模試
　 第1回教養50問型
公立保育所試験対策模試
第2回教養40問型
第3回教養50問型（警察官）型
第4回教養50問型

2022年度会場実施日程

直近10年分の東京アカデミー受講生
の報告書を基に、入手困難な面接試験
での質問実施例・集団討論のテーマな
どを一挙掲載！これ1冊で公務員試験
における人物試験対策は万全！

ボーダーラインあり（例：名古屋市消防では20mシャトルラン95回以上）
※詳細は各自治体で異なります。

反復横跳び 長座体前屈 立ち幅跳び

握 力

腕立て 上体起こし 懸 垂

20ｍ
シャトルラン

練習は4月末～5月頃を予定しています

東京アカデミーでは、
警察官・消防官志望者のために
体力試験練習 も行います！

※2021年9月現在の予定です。
※コロナ禍などの社会情勢により実施できない場合もございます。

1,163

模試解説会実施予定。（ライブ実施は名古屋校のみ／全科目解説実施予定）
詳細は各校へお問い合わせください。

東アカ生は
、

もちろん
全回無料!

13,727名

Amazonランキング
1位獲得

※ただし、入会後に公開実施する模試のみ受験可能。

1,163問中
648問が
非公表問題

です

（2021年3月～6月調べ）
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まだまだあります! 受講生の疑問や不安を解消! 教務  スタッフが科目講義以外の面から全面的にサポート!

東京アカデミーでは毎年、官庁・自治体の人事の方に直接話を聞ける
業務説明会を実施しています。実際の仕事の内容・やりがい・求める
人材など2 次試験に向けてしっかり情報収集をしましょう。
※時期や官庁・自治体の数については校舎によって異なります。

４月

【２０２2年２月～３月・６月～７月実施】 【２０２2年4月～8月まで】

【２０２2年4月～9月実施】 【２０２2年5月～8月実施】

　　　　　　　　【２０２2年４月～７月実施】

【受講期間内いつでも】

【毎月提出】

名古屋校で実施した様子です。

静岡校で実施した様子です。

群を抜く本試験出題情報収集力

地方にも強い!全国32校の情報ネットワークで採用情報を網羅

（全日制のみ）

東京アカデミーは、原則非公開となっている地方初級本試験問題の

聞き取り調査を徹底しています! そこから得た本試験情報を、試験別・

科目別に詳細に分析! だから、本試験に出るポイントを押さえたテキ

スト、講義ができるのです。

○職種研究ガイダンス　○面接対策ガイダンス
５月 ○出願書類添削会
６月 ○併願対策ガイダンス　○集団面接練習会
７月 ○集団面接練習会
８月 ○集団討論練習会
９月 ○国家一般職採点会

実施予定

グループワーク、漢字テスト、出願書類・面接カードの書き方

充実の人物試験対策！　

ホームルーム ※ご希望の方は三者面談も受け付けます。

公務員試験対策に必須の自己学習の計画の立て方や「必勝ノート」の

）通共校各（。すましえ伝おを報情験試の新最や法方用活

スタディタイム＜全日制のみ＞

公務員試験対策に向けて、グループワークの練習など実践的な力を養

）。すまりな異が容内りよに校各（。すまい

社会情勢により利用できない日もあります。

 月～金曜日
11：00～18：00

最大5回

最大5回まで

　　　　　　　　　　　　　　　　　　教
務
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紹介者
5,000 円分の
QUOカードを進呈。

新規入会者
条件をクリアした受講生は
受講期間終了後10,000円を
キャッシュバック！

東京アカデミーの取り組み東京アカデミーの取り組み

東京アカデミーでは、入会者のみなさんの最終合格の為には保護者の皆様のご協力も必要だと考えています。
「受験」において「家庭」の持つ役割は重要です。何をするのが効果的か、どう対応するのがよいか、進学とは異なる
観点、民間企業への就職とも異なる取り組みが必要になります。

◎年に３回「保護者会」開催

通学コース　各種割引のご案内
※各種制度をご利用の方は、ネット申込では割引は適用されませんので、必ず窓口にてお手続きください。

再入会キャッシュバック制度
2021年度通学講座終了生が再受講される場合、

条件をクリアした受講生は受講期間終了後受講料の 30％を
キャッシュバック！

＜条件＞
①授業出席率 90％以上
②模擬試験全回受験
　　※保育士志望以外の方は、公立保育所試験対策模試を除く

③ホームルーム全回出席 ※P7参照

※お申し込みは窓口のみでのご対応となります。

保護者会の様子（静岡校）

保護者会の様子（名古屋校） 保護者会の様子（金沢校）

保護者会には
親子で参加が
可能です！

※出願の仕方やご家庭でのサポート方法　※夏期までの講座の流れの確認

※試験の心構えとご家庭での対策　※夏期から2次試験対策の確認

第1回保護者会

第 2回保護者会

5月頃

7月頃

参加された方のご感想

1

友人紹介キャッシュバック制度
友人・先輩後輩・家族が東京アカデミーで合格した！

そんなあなたは「東京アカデミーファミリーの一員」として、
私たちが応援します！

＜条件＞
①授業出席率 90％以上
②模擬試験全回受験
　　※保育士志望以外の方は、公立保育所試験対策模試を除く

③ホームルーム全回出席 ※P7参照

※お申し込みは窓口のみでのご対応となります。

※名古屋・静岡・金沢の 3校で入会時のみ対象となります。
　それ以外の校舎へ入会を希望する場合は、入会先の校舎へお問い合わせください。

2

※2021年度通学講座途中解約者については適用外。

東京アカデミーの受講生フォローの価値を実感してください！
（受講検討中の方へ・保護者の皆様へ！）

※合格者が採用までに是非やっておくべきこと　※合格者の親御様へ伝えたいこと
第3回保護者会 １月頃 ※過去に一度再入会キャッシュバック制度を利用された方は適用外となります。
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