
東京アカデミー
九州6校

高卒程度公務員試験対策

(北九州・福岡・長崎・大分・熊本・鹿児島)

1年でこの数の体験談が掲載できるのは東アカだけ

国家公務員（事務系・公安系） 20名 掲載

都道府県・政令指定都市 33名 掲載

市町村・団体職員 35名 掲載

警察官 12名 掲載

消防官 21名 掲載

(最終合格実人数 290名）

https://www.ptsc.jp/my.tokyo-academy/OnlineRequest/movDocumentRequest?kouza=201&kousha=840
https://www.tokyo-ac.jp/school/kyushu/kumamoto/consultation/form/


都道府県・政令指定都市
合格者体験談 No.1

2021年度 山口県庁(小・中学校事務) 最終合格

『しっかり計画を立てましょう』

中野 緒美さん ～長府高校～

2021年度 北九州市(一般事務員) 最終合格

山澄 飛空さん ～北九州市立高校～田中 龍聖さん ～小倉南高校～高校現役合格

私は子どもに関わる仕事がし
たかったことと事務の仕事に
興味を持っていたため志望先
を選択しました。勉強方法と
して週末に講義を受けて、平
日はテキストの問題を解くと
いうことを繰り返して、夏期
講習では模試の結果から、力
をつけたほうが良い所などを
確認していました。勉強を始
める時期が遅くても、しっか
り計画を立てることで間に合
うと思います。面接も面接官
は思っているよりも優しいの
で、焦らず、練習通りに伝え
ることを意識するだけで合格
に近づくと思いますのでぜひ
頑張ってください。

高校現役合格高校現役合格

2021年度 福岡県庁(Ⅲ類行政) 最終合格

東アカは専門学校に比べて金
銭的に安価であり、学校行事
などがないため、勉強に集中
できると思ったので選びまし
た。授業がオンラインでも受
講でき、各科目ごとに教材が
配られ、勉強効率も上がりま
した。とにかく過去問や予想
問題を繰り返しとくことが１
番効果的だと思います。また、
自分の得意・苦手分野を理解
した上で、苦手な科目や出題
数が少ない科目を捨てるなど、
確実に点数を取れるように、
自分の中で作戦を立てると良
いです。

東アカは先輩が通学をしてい
るのを聞いて入学を決めまし
た。オープンセサミを中心に
一般知能特に数的が苦手だっ
たので数を解くようにして、
講義で解説を聞いたり質問し
て克服できたと感じました。
面接カードについても添削を
しっかりしてもらったことで
面接でしっかり取り組めたこ
とで最終合格できた要因でも
あります。受験先に応じて志
望動機や自治体のことについ
ても調べてみると良いと思い
ます。面接時はしっかり会話
するように心掛けていかれる
ことをおススメします。

『自分の中で作戦を立てましょう』『苦手なことを克服しよう』

2021年度 長崎県(一般事務) 最終合格

『最終合格を見据えた試験対策が合格のカギ』

私は公務員試験対策を続けて
いく中で、筆記試験と同じく
らい人物試験対策にも力を入
れました。採用されたらやり
たいこと、自分自身の長所・
短所など、自分のことを見つ
め直す機会と受験先について
の知識をつけることに時間を
かけ、自分の意思をきちんと
相手に伝えることができるよ
うになるまで練習を重ねまし
た。公務員試験対策は「最終
合格」まで見据えて、人物試
験対策もしっかりやっておく
と、気持ちにも余裕を持って
挑むことができると思います。
頑張ってください！

天羽 紬さん ～西日本短期大学～

2021年度 福岡市(行政技術・電気) 最終合格

『自分のペースに合わせた学習計画を立てよう！』

姉が東京アカデミー福岡校に
通っていたことがきっかけで、
入会を決めました。東京アカデ
ミーは講義やテキストがとても
分かりやすく、模擬試験も本番
と同じような雰囲気で受験でき、
すべてが自分自身の力となりま
した。私は長時間勉強に集中す
ることが苦手なので、集中でき
る短い時間内でやるべきことを
決めていました。
公務員試験は、最終合格までの
道のりがとても長いですが、
「初志貫徹」の気持ちで最後ま
で気を抜かずにやり通すことが
大事だと思います。皆さんも頑
張ってください！

福山 陽介さん ～八女工業高校～

2021年度 大分県(総合土木) 最終合格

『継続は力なり』

公務員試験でわからないことしか
なく、担任の先生に勧められ、東
京アカデミーの通学講座へ入校し
ました。東京アカデミーでは、不
安であった教養や作文の勉強に取
り組めたのでよかったです。また、
同じ道を進む人がどれくらいいる
のかも知れて、緊張感を持ちなが
ら勉強ができました。その応援が
あって、四つも最終合格できまし
た。最終合格できたポイントは高
校の先生方や両親、東京アカデ
ミーの先生方に支えられながら、
目標を持って取り組めたことだと
思っています。今後公務員を試験
される方々は必ず東京アカデミー
であればサポートをしっかりして
くれます。必ず公務員の専門学校
に迷った際は東京アカデミーに入
ることをおすすめします。

多田 伊吹さん ～大分工業高校～

2021年度 大分県(一般事務) 最終合格

『失敗よりも真剣でないことを恐れる』

東アカの講座が秋から開講していたお
かげで、早くから対策に取り組むこと
が出来、本番前では安心材料のひとつ
となりました。土日現役コースは短時
間ながらも試験に必要なポイントを確
実に押さえているクオリティの高い講
義なです。最初は慣れない数的処理、
判断推理に苦戦し、自力で解けないこ
とが多かったのですが、講師の方の速
く正確に解くための解法は非常に分か
りやすく実践的で、身に付くまで練習
しました。結果、本番での得点に繋
がったと実感しています。さらに、二
次試験の対策では、何度も面接や添削
に付き合ってくださったおかげで、精
度が上がり、確固たる自信になりまし
た。公務員を目指す方へ。意志をもっ
て臨めば、どのようなことがあっても
必ず結果はついてきます。ぜひ、東ア
カで夢を実現させてください。

M.Tさん ～大分西高校～

2021年度 熊本県庁(警察事務) 最終合格

『必ず誰かのため、自分のためになります』

東京アカデミーには知り合い
の紹介で入会いたしました。
私が東京アカデミーに通って
良かったと思った点は、テキ
ストのオープンセサミと過去
問集がとにかく分かりやす
かったです。あと試験情報や
試験前日・当日の過ごし方な
ど勉強以外の福崎さんのサ
ポートがとても心強かったで
す。面接練習も手厚く指導し
てくださいました。公務員試
験で私は、少しですが知識と
自信を身につけることができ
ました。そして、人の優しさ
や温かさに改めて気づかされ
ました。私の中でとても素晴
らしい経験となりました。

伊織 有さん ～熊本高等専門学校～

2021年度 熊本市(学校事務) 最終合格

『練習あるのみ』

東京アカデミーに通って良
かったと思う点は、一緒に頑
張れる仲間がいたことの存在
がとても大きかったです。一
般知能に関しては、講義を聞
かなかったら解けなかったん
じゃないかと思うくらい良
かったです。二次試験対策の
面接対策についてもかなり充
実していたので不安なく試験
に挑むことができました。東
京アカデミーではどんなこと
でもわからないことがあった
ら先生や教務の方に聞くと良
いです。めちゃくちゃ分かり
やすく教えてくれます。

山本 昂征さん ～第二高校～

2021年度 熊本市(一般事務) 最終合格

『練習あるのみ』

東京アカデミーに通って良かった
と思う点は、過去問を参考にした
テキストと模試の回数、最後まで
生徒と一緒に取り組んでくれた先
生方がいることが他にはない東京
アカデミーの魅力だと思います。
テキストには、難しくて解きにく
い問題もありましたが、先生方が
優しく教えて下さったので解き方
を理解することができ、また難し
い問題を解いていたため、本番の
試験の問題をとても簡単に感じま
した。面接は初めての経験でとて
も緊張しましたが、何度も東京ア
カデミーの先生方に面接カードの
添削や面接指導をしていただいた
ので、本番では自信を持って、自
分の意見を伝えることができまし
た。

坂口 友望さん ～第一高校～高校現役合格

2021年度 熊本県庁(警察事務) 最終合格

『努力 努力 努力』

東京アカデミーには公務員試
験を浪人して再度受けるにあ
たっての情報をより得られる
ように、また二次試験対策に
重点的に受けたいと思ってい
た際、自分の希望に合った授
業スタイル且つ料金的にも良
かったため入会しました。東
京アカデミーに通って良かっ
たと思うことは、面接練習を
何度も受けることができたこ
とが本当に良かったです。ま
た、テキストと、模試の回数
が多いところ、交通の便、料
金が手軽なこと、集団面接練
習の対策があることが良かっ
たです。

八木 好香さん ～第二高校～

2021年度 熊本市(一般事務) 最終合格

『頑張ることが一番の近道』

私が東京アカデミーに通ってよ
かったと思う点は、先生方の講
義が分かりやすかったのと、合
格が決まる最後の最後まで手厚
いサポートがあったところです。
面接の練習は東京アカデミーの
先生方にしてもらっていました。
予定が空いているところはでき
るだけ面接練習を入れるように
していました。面接は特に自己
分析に力を入れました。自分が
頑張った分だけ結果に繋がると
思うので頑張ってください。合
格が決まった後に遊ぶのが最高
です。自分の将来か決まる大事
な時期なので体調面とメンタル
面をきちんと管理して頑張って
ください。

青木 陽菜さん ～翔陽高校～高校現役合格



都道府県・政令指定都市
合格者体験談 No.2

2021年度 大分県（総合土木） 最終合格

『一射絶命』

N．Yさん ～大分工業高校～

2021年度 大分県(一般事務) 最終合格

『七転び八起き』

澤 優太さん ～臼杵高校～

2021年度 大分県(警察事務) 最終合格

『日進月歩』

R.Eさん ～大分商業高校～

最終合格出来た理由は、東アカや学
校で勉強を頑張ったおかげで筆記の
点数が良かったことです。また、面
接でも少し緊張し噛むことはありま
したが、笑顔と合格したい！という
気持ちで臨むことで、いい結果を出
せました。有難いことに複数の受験
先から最終合格をいただけました。
その中でも、私が大分県庁を決めた
理由は、学校のインターンシップな
どを通し、大分県庁の仕事内容やや
りがいを多く知ったからです。高卒
で土木という少し違った試験でした
が、受かる為には何かを捨てないと
いけないと思います。私はゲームが
好きでしたが、公務員勉強期間は
ゲーム時間を徐々に減らす事が出来
ました。勉強した分だけ結果はつい
てくるので頑張ってください！

高校現役合格

後悔しないためにやれることはやろう
と思い、東京アカデミーを選びました。
私は仕事と並行して勉強をしていたた
め、休みの日を最大限に有効活用し、
受られる講義は全て受け、自分自身の
力にしてきました。講師の方は生徒の
顔色を見ながら講義を進めてくださり、
非常にわかりやすく、また、自分に
合った解法を見つけられました。また、
講義以外でもコミュニケーションを取
れて、通うのが非常に楽しかったです。
事務局の方には、試験や説明会などの
案内だけでなく、受験に関する悩みの
相談に乗っていただき、非常に助けら
れました。東京アカデミーの方々、一
緒に2次試験の練習をした生徒の方々
など、私の身近な方々のご協力あって
合格できたため、感謝の思いでいっぱ
いです。ありがとうございました。

私は申し込みをするギリギリまで他の専
門学校で公務員の勉強をしようと思って
いました。そんな時、現役で合格した友
人から東京アカデミーを勧めてもらい、
スタッフの方が親切だったことや、説明
の内容、また、友人の話を聞く中でここ
で頑張ろうと決めました。スタッフの方
はもちろん、先生方も親切な人が多く
困っていたらすぐに助けてくださり、と
ても心強かったです。そして、何より授
業がわかりやすく自信を持って受験でき
ました。授業やサポートが充実している
だけでなく、親切なスタッフや先生方の
いる東京アカデミーが大好きです。本当
に選んでよかったと、心の底から思って
います。東京アカデミーから離れてしま
うのが寂しいと思ってしまうくらい、名
残惜しさはありますが、私も新しい場所
で頑張ります！！本当にお世話になりま
した！ありがとうございました！

2021年度 熊本市(一般事務) 最終合格

『これから頑張る君たちへ』
私が公務員試験で大切なことは、適度
な息抜きだと思います。毎日勉強して
いると、時々やる気が出なくなってし
まったり、息詰まってしまうこともあ
りますが、そんな時はしっかり休んで
ください。月に1回は友人と遊ぶ日を設
けたり、楽しみを一つでも作っておく
と、より勉強のモチベーションが上が
ります。公務員試験の勉強は長いよう
でとても短いものです。何回も繰り返
し同じところを勉強することで、しっ
かりと知識として身につきます。最初
はなかなか数字として結果が表れない
と思いますが、諦めずに頑張ってくだ
さい‼必ず結果は付いてきます‼2次試
験対策に関しては東京アカデミーの先
生方に相談したり、友達と練習したり、
受験先のホームページを見て対策をす
ることが大切だと思います。合格に向
けて頑張ってください‼

N. Tさん ～熊本農業高校～

2021年度 熊本市(一般事務) 最終合格

『前向きに、ひたむきに』

私が東京アカデミーに通ってよ
かったと思う点は、集団で学ぶこ
とで競争意識が芽生え、サボり常
習犯の私が続けて通うことが出来
ました。また、家からzoomを通
して講義を見ることができるので、
体調を崩しやすい私も周りに遅れ
ることなく学習することができま
した。また、数的や判断といった
特殊な科目を人から教えてもらう
ことで理解がしやすかったです。
また、テキストには載っていない
簡単で早く解ける公式を多く教え
てもらえるので、それを盗み、自
分のモノにするようにしていまし
た。模試の回数が多く、自分の実
力を常に把握することができまし
た。

服田 航輝さん ～熊本北高校～

2021年度 鹿児島県庁(一般事務) 最終合格

『実績の東京アカデミー』

写真枠

私は独学で公務員試験は厳しい
と感じ，実績のある東京アカデ
ミーを選んで入会しました。
勉強法としては，まず集中して
講義を受け，その後はとにかく
出た問を解き続けました。東京
アカデミーでは模擬試験も毎週
実施されるので実力の確認など
に活用しました。また，面接練
習に関しては，毎日予約を入れ
て練習に取り組み自信をつけま
した。数をこなすことで思い通
りに答えられるようになります。
最終合格できたポイントは「自
習」です。東京アカデミーの自
習室はもちろん、県の図書館を
利用して1日8時間ほど勉強しま
した。講義をしっかり受けるこ
とにプラスして，毎日自習をす
ることで自信がつきました。

池田 真哉さん ～鹿児島高校～尾川 満里奈さん ～鹿児島玉龍高校～高校現役合格

2021年度 鹿児島県庁(一般事務) 最終合格

『努力』
家族の勧めで東京アカデミーに入
会しました。
勉強時間をしっかり決めて，その
時間は何があっても勉強するよう
に徹底しました。基本に忠実に，
基礎的な問題を理解できるまで、
何度も繰り返し取り組み，出た問
は試験までに5周は繰り返しまし
た。東京アカデミーのテキストは
重要ポイントが分かりやすくまと
めてあり，自習の時にも役立ちま
した。また，事務局の内村さんの
的確なアドバイスによって，進路
決定のときなどはとても助かりま
した。
公務員試験の勉強は決して楽では
ないですが，まわりに流されず，
自分が公務員になった姿を想像し
て最後まで頑張ることが重要だと
思います。

2021年度 鹿児島県庁(一般事務) 最終合格

『人生一度きり』

最終合格率の高さで東京アカデ
ミーに入会を決めました。
通って良かったと思う点は，第一
に事務局の肱岡さんや内村さんの
対応がとても良かったところです。
どんな些細なことでも丁寧に一つ
一つ教えてくださいました。また，
どの講義でも公務員試験の頻出度
の高いところを重点的に教えて下
さったので勉強しやすかったです。
そして，参考書や問題集も多くの
問題に対応できるようになってい
るので，様々な知識を身に付けた
り，解き方を学んだりすることが
できました。また、二次試験対策
やエントリーシートの添削なども
して頂けるので，初めての方でも
安心して自信をもって受験に臨む
ことができます。「絶対に合格す
る！」という強い気持ちがあれば
大丈夫だと思います。

小囿 優心さん ～川内高校～高校現役合格

2021年度 鹿児島県庁(一般事務) 最終合格

當房 香凜さん ～鹿児島県立短期大学～

『選んだ道を正解にする』
短大で「公務員試験に合格した先輩
方と語る会」に参加したときに，皆
さんが東京アカデミーに通っていて，
県内での合格実績が一番だという事
を知って入校を決めました。
東京アカデミーの授業はどの教科も
無駄がなく，頻出分野に重点を置い
て学べました。一次試験を全て突破
できたのは、間違いなく質の高い授
業のおかげです。面接対策では，過
去の質問をもとにした対策がとても
役に立ちました。
公務員試験は，結果が出るまでが長
く精神的にきつかったけれど，その
分学ぶことや達成感は大きかったで
す。一緒に通っていた友人，支えて
くれた両親，東京アカデミーの講師
や事務局の方々の存在は無くてはな
らないものだと実感しています。

2021年度 鹿児島県庁(一般事務) 最終合格

濱田 美優さん ～鹿児島純心女子短期大学～

『初心忘れるべからず』
高校3年生の時に東アカの夏期を受
講し、充実した講義であることを
知っていたので、短大で公務員へ再
挑戦するとき、迷わず、通学するこ
とを決めました。
私はとにかく復習と解き直しに時間
をかけました。平日は講義で一杯一
杯だったので、土日に一週間分を復
習する流れで勉強しました。
東京アカデミーには、周りに多くの
ライバルがいて、講義中はもちろん、
自習室でも、皆が頑張っているとい
う環境でした。私も負けずに頑張ら
なければ！という気持ちになれまし
た。勉強はやってもやっても不安で、
分からないこともありますが、やっ
た分だけ絶対力になります。一緒に
勉強する友人、励ましてくれる家族
を大切に、感謝して受験に臨むこと
も大事だと思います。

写真枠

2021年度 鹿児島県庁(警察事務) 最終合格

山下 莉乃さん ～鹿児島県立短期大学～

『因果応報』
親戚が東京アカデミーに通って
おり，また過去の合格者数の実
績が圧倒的に多かったので東京
アカデミーに入会を決めました。
講義中は板書以外に講師の先生
が話す言葉もメモを取り，分か
らないことは積極的に質問して
理解を深めることができました。
面接対策では，可能な限り予約
を入れて様々な先生に指導して
いただくことで，答え方のバリ
エーションを増やしました。東
京アカデミーには，過去の先輩
が残してくれた受験体験報告書
が多くあるので，面接の内容や
雰囲気などの情報を知ることが
でき、とても役に立ちました。
公務員試験では，勉強すればす
るほど点数に反映されるので努
力することがとても大切だと感
じました。



都道府県・政令指定都市
合格者体験談 No.3

2021年度 鹿児島県庁(一般事務) 最終合格

嶽 隆大さん ～鹿児島南高校～

『楽しいことも辛いことも全て人生の糧となる』
高校２年のときから公務員にな
りたいと思い，勉強に集中して
取り組みたいと考えたことが
きっかけで東京アカデミーに入
会しました。試験に向けて，ま
ずは授業をしっかり受けること，
そして授業後に毎日必ず復習を
行うことを心がけました。講義
が無い日はDATA問を使い苦手
分野を克服できるようにしまし
た。
東京アカデミーの講義は内容が
とても充実していて分かりやす
かったです。また，毎週行われ
る模試も本番をイメージできる
点や自分が今どのくらいの立ち
位置にいるのかを把握できる点
が良かったです。
成績が伸び悩む時期もあるかも
しれませんが，最後まで諦めな
ければ結果はついてきます。

2021年度 鹿児島県庁(一般事務) 最終合格

西園 俊介さん ～鹿児島中央高校～

『勝って驕らず、負けて腐らず』

公務員の専門学校を探している中
で、東京アカデミーの合格率の高
さを知って入会を決めました。私
は講義中に先生の話を聞きもらさ
ないようにメモを取っていました。
そして、講義の終わったその日の
うちにノートやメモを見返して、
流れの復習を大事にしました。二
次対策は、面接練習を多くこなす
ことや、作文の過去問を見て文の
構成を考えることなどを行いまし
た。
東京アカデミーに通ってよかった
と思う点は、講義がとても分かり
やすい点と、過去問や志望(受験)先
の情報が充実している点です。東
アカで教わったことを素直に受け
入れて毎日取り組めば、成績は必
ず伸びます。落ち着いて継続して
勉強することが大切です。

高校現役合格
高校現役合格

2021年度 鹿児島県庁(一般事務) 最終合格

中間 総太さん ～指宿商業高校～

『希望に進むのが気持ちの良い人生ってもんだろう』

東京アカデミーは親の勧めで入会し
ましたが、実際に通学して感じたこ
とは、

①毎週ある模試で自分の位置の把握
②学習環境の充実
③同じ目標を持った多くの仲間
④教材の質

これが全て揃っている学校は東アカ
だけだと思います。
過去問の出た問は解答の選択肢だけ
でなく、誤答の内容まで確認するぐ
らい何十週も繰り返す、反復学習が
大切だと思います。また、知能分野
は確かに大事ですが、暗記系も同じ
く大事です。合格するために勉強し
ているので落ちた時のことは考えず、
根気強く集中して取り組むことです。

写真枠

2021年度 鹿児島県庁(一般事務) 最終合格

Ｆ・Ｈさん ～鹿児島県立短期大学～

『継続は力なり』
私の公務員受験は、周りの友人
より遅れたスタートになりまし
たが、“努力は必ず報われる”と
いうように、努力すればそれな
りの結果が返ってくると思いま
す。教科書が使いやすく、講義
の復習を最優先に行い、過去問
の出た問を主にすき間時間も活
用しながら勉強しました。分か
らない問題はすぐに質問するこ
とで効率よく理解できたと思い
ます。
友人の就職活動が終わり遊んで
いる時期に、自分は勉強しなけ
ればならないことは辛かったで
す。しかし、カフェで友人と一
日中頑張った思い出など沢山で
きました。これからは鹿児島県
の地域振興に尽力していきたい
と思います。

写真枠

2021年度 鹿児島県庁(一般事務) 最終合格
Ｈ・Ｗさん

『塵も積もれば山となる』
東京アカデミー鹿児島校のHPで
合格率の高さをみて、ここで勉
強したいと思い入会しました。
講師の先生たちとの距離が近く、
とても質問しやすい環境でした。
また、講義は分かりやすく集中
して公務員試験に臨めました。
毎週ある模試は本試験のような
緊張感で受験でき、とても自分
自身のためになりました。勉強
をやればやるほど、解ける問題
が増えて、本試験で似たような
問題が出たときは、東アカで
やって良かったなと実感できま
した。
後は体調管理に気を付けて過ご
すことが一番です。試験日前日
に特別なことはせず、普段通り
の生活を送ることが大事だと思
います。

写真枠

2021年度 鹿児島県庁(教育事務) 最終合格

『努力したもの勝ち』

写真枠

東京アカデミーの講義・テ
キスト・模試など受験環境
は非常に優れていました。
特に講義は公務員試験に特
化した内容が受講できたの
でとても良かったです。ま
た、二次試験対策は面接や
作文はもちろん、集団討論
では実践形式の指導がある
ので心強かったです。合格
するためには苦手科目から
逃げずに、一つでも少なく
することだと思います。苦
手な理系科目は苦労し、行
き詰まったこともありまし
たが、趣味などで気持ちを
リセットしながら勉強する
ことも必要だと思います。

Ｓ・Ｈさん ～鹿児島県立短期大学～

2021年度 鹿児島県庁(教育事務) 最終合格

『辛いときこそ、成長するチャンス』

写真枠

鹿児島県の短卒程度は専門試験
があるため諦めていたが、教務
の内村さんに相談した際に、一
般事務ではなく、教育事務であ
れば例年採用人数が多く、受験
しやすく、教養試験で8割とれば
合格する可能性があると聞き、
鹿児島県短卒程度を受験しまし
た。東アカは公務員試験の情報
やデータが沢山そろっており、
いろいろと丁寧に教えてくれま
す。
公務員試験は勉強する範囲が広
く、大変ですが、暗記を先に予
習し、一般知能は講義の復習が
大事だと思います。時間がなく
焦ることもありますが、最後ま
で諦めずに頑張ることが一番で
す。

山元 睦美さん ～鹿児島純心女子短期大学～

2021年度 鹿児島県庁(一般事務) 最終合格

下川 真琴さん

『楽しいことも辛いことも全て人生の糧となる』

様々な専門学校を実際に見学や体験
して、東京アカデミー講義の質が最
も高いと感じたため入会をしました。
講義は限られた時間の中で情報量の
多い講義をしてくださります。問題
集は東京アカデミーで配布していた
いただいた過去問集の「出た問」の
みに絞り勉強に励みました。隙間時
間を活用しながら何度も解き進め、
模擬試験は必ず解き直して、自分だ
けの苦手ノートを作成し、本試験直
前にも最終確認しました。
東京アカデミーでは多くの職業ガイ
ダンスも実施されたので、目標が明
確になると共にモチベーションにも
つながりました。自分を追い込みす
ぎず、楽しく学習することが一番だ
と思います。分からない、できない
と落ち込まずに先生へ相談しながら
楽しく学習しましょう。

写真枠

高校現役合格

2021年度 鹿児島県庁(一般事務) 最終合格

園田 龍大さん ～鹿児島高校～

『継続は力なり』
高校の時に担任の先生から紹介され
で東京アカデミーに入会しました。
東京アカデミーでは，独学で学ぶこ
とが難しい空間把握などの一般知能
の分野を分かりやすく教えて下さっ
たことや，文系・理系の違いで学校
では習わなかった所を効率よく教え
て下さったことがとても役に立ちま
した。
また，二次試験対策では2日に1回の
ペースで面接練習をしました。改善
点をしっかり教えてくださるため，
回数を重ねるごとに上達していき本
番でも落ち着いて答えることができ
ました。
小さなことでもずっと続けていけば、
いつかは自分のもになるという強い
気持ちで、心が折れそうなときも、
負けずに努力したことで最終合格で
きたと思います。

2021年度 宮崎県庁(一般事務) 最終合格

『努力は実る』
ＨＰを見て合格実績がある専門予
備校と知り、東京アカデミーに入
会を決めました。試験に向けて，
東京アカデミーの講義・テキス
ト・模試・個別面接練習や様々な
職種の業務説明会など多くを活用
しました。東アカの良さは，独学
で勉強するよりも分かりやすい講
義を聞くことで明らかに理解が深
まったことです。毎日の講義の復
習をその日のうちに欠かさず行い，
毎週行われる模試で出来なかった
問題を徹底的に復習しました。
そして，1次試験対策だけでなく2
次試験対策も充実しており，最後
まで合格のサポートをして頂けて
とても心強かったです。
時にはストレスを解消し、最後ま
で諦めずに努力することが大事だ
と思います。

前田 和穂さん ～鹿児島純心女子短期大学～



市町村・団体職員
合格者体験談 No.1

2021年度 人吉球磨広域行政組合 最終合格

『モチベーションは、教室の雰囲気』

私は東京アカデミーの夏期講座
を利用しました。講義では、重
要なポイントや本試験で頻出の
問題も教えていただけたので、
とても分かりやすかったです。
また、一緒に受講していた受講
生の姿や教室の雰囲気にも刺激
をもらい、自主学習にも力が入
りました。
公務員試験は、出題範囲が広い
ので、できるだけ早く勉強に取
り組むといい結果に繋がると思
います。東京アカデミーの先生
方は、重要な問題をわかりやす
く教えてくださるので、先生方
と自分自身を信じて頑張ってく
ださい！

吉田 梨音さん ～西日本短期大学～

2021年度 鹿児島市(社会人経験者枠) 最終合格

『目の前のことに全力で取り組もう！』

仕事を続けながらでも通えるコー
スがあり、生講義を受講できる点
に魅力を感じて東京アカデミーへ
の入会を決めました。
私は面接試験の１ヶ月前から、週
に２回程度の個別面接指導を活用
しながら、自治体の「総合計画」
や「実施計画の基本目標」、「予
算のポイント」、「その他資料
（観光未来戦略、SDGs関連資
料）」を読み込み、自分がやりた
い業務と擦り合わせをしたり、関
心がある業務関連の書籍を読み込
むことで、熱意のある話ができる
よう準備をしました。目の前のこ
とに全力で取り組めば必ず良い結
果がついてくると思います！皆さ
んも頑張ってください！

上枡 厚廣さん

2021年度 長崎市役所(建築) 最終合格

『そう思ったらそうにしかならない。』

公務員を志望していることを学校の
先生に相談した際に一般知能（判断
推理、数的推理など）の問題を早く
正確に解く力を身に付けた方がいい
とアドバイスをもらい、東京アカデ
ミーを勧められ、入校しました。教
養試験は出題分野が多く、また、一
般知能という独特な分野の問題がで
てくるのでとても大変だと思います。
でも、きつい思いをしているのは自
分だけではないので諦めないでくだ
さい。面接試験では人間性を見られ
るので自分の長所を面接官の方に伝
えられるように練習の積み重ねが重
要です。「しっかり仕事を頑張りま
す」ということを自分の言葉ではき
はきと言うと好印象だと思います。
自分の将来に近づくために頑張って
ください。

井手 未美さん ～長崎工業高校～

2021年度 臼杵市(一般事務) 最終合格

『弘法筆を選ばず』

姫島 太一さん ～臼杵高校～

2021年度 津久見市(一般事務) 最終合格

『いつも心に太陽を』

私は現役合格を目標にしていたため、
落ちたら一般企業に就職するという
気持ちで1年間勉強に挑んでいました。
進路を実現させるため、4月から東ア
カへいき、公務員試験の内容やどう
いう勉強をしていけば良いかを理解
し、勉強へ取り組みました。面接練
習では一から先生と共に回答内容を
考えてもらい、完璧にして、面接へ
挑みました。先生はみんなの合格を
願って真剣に授業をしてくれます。
その行動に心を打たれ、よし、頑張
ろう！と思えました。進路の相談も
してくれて、精神的にも救われまし
た。何もかも東アカの先生や事務の
方に頼ってばかりでした。しかし、
その支えがなければ合格はできてい
なかったので、東アカでよかったで
す。

三浦 あおいさん ～臼杵高校～高校現役合格

2021年度 大分市Ⅱ種（事務職） 最終合格

『楽は苦の種、苦は楽の種』

東京アカデミーは他校と比べ、講義
も教材も格段に分かりやすく、夢が
最も叶う学校です。先生方の講義が
本当に分かりやすく、事務の方もお
話がしやすくて、通って良かったで
す。また、行事がなく勉強だけに集
中できる環境が整っているので、一
次合格が最もしやすいと思います。
東京アカデミーだったからこそ、第
一志望の受験先に合格することがで
きました。先生や事務の方には感謝
の気持ちしかありません。これから
公務員を目指すみなさんへ。絶対に
合格したいという気持ちを持ち続け
て、どんな時でも自分を信じてあげ
てください。大丈夫です、諦めなけ
れば必ず合格できます。みなさんの
合格を心より願っています！

本田 琴さん ～大分西高校～

2021年度 大分市Ⅲ種(事務職) 最終合格

『東アカを信じる』

なかなか良い結果を得られず、東京
アカデミーの先生やスタッフの方々
に沢山ご迷惑をおかけしました。で
すが、最後までサポートしていただ
いたり、自信がつく言葉を言ってく
ださったりしてくれたおかげで最後
までめげずに試験に臨むことができ
ました。本当にありがとうございま
した！これから公務員を目指す方へ、
1人では得られない事が東京アカデ
ミーでは沢山得ることができます。
独学では絶対に学べないことが学べ
て、勉強面や面接・論作文対策はも
ちろん、試験情報など様々な情報を
得ることができるので、無知でも大
丈夫です。これからの未来に関して
の不安があると思いますが、それを
自信に変えてくれる場所が東京アカ
デミーだと思います！

藤原 桃子さん ～大分商業高校～

2021年度 国東市(一般事務) 最終合格

『努力は必ず報われる』

私は4年ぶりの勉強で、精神的にも体
力的にも本当にきついて思うことが
多かったです。周りには「1年間で本
当に受かるかな…」と言われ続けま
したが、自分を信じて勉強を進めて
いくことで第一志望に合格すること
ができました。独学での勉強も考え
たのですが、東京アカデミーで直接
講義を受けながら勉強して本当に良
かったと思っています。面接も苦手
意識があったのですが、練習をする
度に自信をつけてくださったので、
試験当日は緊張しながらも安心して
話すことができました。これは独学
では絶対に味わうことができないと
思うので、入校することに迷ってい
る人がいれば是非入校をお勧めした
いなと思います。講師の先生方、ス
タッフの方、本当にありがとうござ
いました。大きな夢をつかむことが
でき、本当に嬉しいです。

A．Sさん ～別府短期大学～

講師やスタッフの方そして一緒に
勉強してきた仲間に支えられた2年
間でした。講義は休まず出席し、
先生の話を聞き逃さないように集
中して受け、講師やスタッフの方
とコミュニケーションを取り、積
極性を持つように心掛けました。
また、得意科目では点数を落とさ
ないことを目標に、苦手科目では
選択肢を減らせるように多く時間
を取って勉強しました。私自身今
年が最後の挑戦だったので悔いの
ないように努力してきたつもりで
す。そしてこの努力が続いたのも
仲間の頑張りや周囲の励ましが
あったからです。この先この経験
を活かし、人を助けまた背中を押
せるそんな人間になりたいと思っ
ています。本当にありがとうござ
いました。

2021年度 大分市Ⅱ種(事務職) 最終合格

『禍福は糾える縄の如し』

一次試験については、講義を受ける
だけでなく、自身の理解度から復習
度合いによって結果が左右されると
思います。二次試験以降は、他の公
務員専門学校よりも練習回数を重ね
て頂けるので、慣れるという意味に
おいてとても良かったと感じました。
面接カードや、予想質問に対する自
身の考えなども添削してもらえるの
で、それを踏まえて自分でよく考え、
面接に臨むと上手くいきます。これ
から、東京アカデミーに行こうかな
と思っている方がいたら、講義を
しっかり受けることと、すべてを東
京アカデミー任せにせず、自身で常
に効率的なやり方などを考える事を
大切に勉強に励んでほしいです！応
援しています！

E.Sさん ～芸術文化短期大学～

『成功した者は皆努力している』

公務員試験を受験する人は、勉強で
行き詰まることの方が多いと思いま
す。しかし、1人で抱え込むのでなく、
周りの同じ道を目指す仲間を頼って
ください。全ての悩みを解決できる
とは言いませんが、話すだけで心が
スッキリします。心が軽くなると勉
強に集中出来るようになります。東
アカに入校し勉強面で得られること
は多いですが、それ以上に仲間との
出会いはもっと大きな財産になると
思います。高校時代、現役合格でき
ず、とても悔しかったことを覚えて
いますが、合格していたら、東アカ
での出会いもなければアルバイト先
の方との出会いもありませんでした。
1年間、長いようで短い時間でしたが
本当に最後まで心配してくださった、
東京アカデミースタッフの皆さんあ
りがとうございました！

I．Nさん ～大分商業高校～

2021年度 国東市(一般事務) 最終合格 2021年度 玉東町(一般事務) 最終合格

『東アカを信じる』

入校当初、私は公務員試験につい
て何も分かりませんでしたが、東
京アカデミー熊本校の各教科の先
生方のおかげで徐々に自信を持て
るようになり、合格することがで
きました。先生方は、分からな
かった問題や疑問に丁寧にお答え
してしてくださいます。授業はと
ても分かりやすく楽しいので、苦
手意識がなくなりました。2次試
験対策も面接の基本から各受験先
に合わせた対策で、的確なアドバ
イスをいただけるので、面接が苦
手な私でも、緊張や不安がなくな
りました。私の場合は、面接本番
の前日まで練習をしてもらい、本
当に手厚いサポートだったと感じ
ています。

岡田 初音さん ～大津高校～

2021年度 八代市(一般事務) 最終合格

『東アカを信じる』

東京アカデミーには面接対策のた
めに入校を決意いたしました。
東京アカデミーに通って良かった
と思う点は、何度も面接練習に取
り組めたことが良かったと点だと
思います。東京アカデミーの職員
の方々に何度も指導していただき
ました。受験先を決めた理由は地
元に市職員として貢献したいと思
い、受験先を決めました。面接練
習を複数回取り組んだことが合格
することができたポイントだと思
います。公務員に合格するには、
苦手な科目から逃げずに向き合う
ことが大事だと思います。
諦めずに最後まで頑張ってくださ
い。

森崎 賢勢さん ～小川工業高校～



市町村・団体職員
合格者体験談 No.2

2021年度 美里町(一般事務) 最終合格

『思い立ったが吉日ならそれ以降は全て凶日』

昨年は、独学で勉強していまし
たが、独学では分からなかった
解き方のコツや勉強方法、受験
に向けての不安ごとやちょっと
したことの相談など、生徒に寄
り添ってくれるところが東京ア
カデミーの良いところだと思い
ました。分からない問題がある
ときは、分かるまで丁寧に教え
てくれたので、少しずつですが
着実に身についていることを実
感していました。また分からな
いことや相談事があるときには、
担当教科の先生に質問しに行っ
たり、福崎さんと面談するなど
気軽にすることができるのが東
京アカデミーの良いところだと
思います。

上田 怜史さん ～熊本学園大学～

2021年度 八代市(一般事務) 最終合格

『信じれば合格できます』

私は高２の11月から東京アカデミー
に入塾し、受験勉強を始めました。
はじめは、どう勉強していけば合格
できるのかわからず不安でいっぱい
でした。しかし東京アカデミーから
もらったカリキュラムの1ページ目に
合格体験記が載せてあり、それを読
むことで、ここで頑張れば合格でき
るんだという確信に繋がりました。
おそらく初めて公務員試験に挑戦す
る人もいると思いますが、心配なこ
とがあったら福崎さんが丁寧に対応
して下さるのでいつでも相談してい
いと思います。私も福崎さんにサ
ポートして頂いたので安心して取り
組むことができました。最後に、ど
んなに勉強に行き詰っても、東京ア
カデミーで頑張れば必ず合格までサ
ポートしてれるので、あきらめずに
最終合格に向けて頑張ってください。

井上 真希さん ～八代高校～高校現役合格

2021年度 北千葉水道企業団 最終合格

『気分転換のの大切さ』

東京アカデミーに通って良
かったと思う点はテキストと
模試が充実していたことと、
2次試験の面接対策をしっか
りと行ってくれたところです。
働きながら、休みの日に講義
を受講したり、模試を受験し
ていたので体力的にも精神的
にも辛かったです。その時に
は思い切って休息や、気分転
換をしたらその後勉強に集中
して取り組むことができまし
た。

米満 玲奈さん ～九州学院高校～

2021年度 鹿児島市役所(保育士) 最終合格

『七転び八起き』

写真枠

東京アカデミーでは、独学で知
ることのできない、数多くの幅
広い出題範囲から、出題の多い
問題を解きやすい解法と共に、
効率良く勉強することができま
した。時には同じ夢を持つ仲間
と励まし合い、体を動かしたり、
映画を見たりするなど、気分転
換を行うことでモチベーション
向上へとつなげていました。ま
た、面接練習を何ども行い、的
確なアドバイスを頂けたおかげ
で本番でも自信を持って臨むこ
とができました。
模試の成績が思うように伸びず、
不安になることもありますが、
努力を怠らず、努力を積み重ね
ることで必ず合格を掴み取るこ
とができると思います

日髙 冴さん ～鹿児島国際大学～

2021年度 薩摩川内市役所(一般事務) 最終合格

『やった分だけ自信になる』

写真枠

友人からのおすすめで東京アカ
デミーを知り、合格率の高さを
決め手に入会しました。
私は講義と模試は休むことなく
全て参加しました。また、分か
らないところはテキストを読み
込み、それでも分からない時は
質問に行きました。そして、過
去問は最低3回は通りました。
最終合格に向けて2次試験が重
要なので、面接練習はほぼ毎日
行い、たくさんアドバイスをい
ただきました。やることが多く、
不安な方も多いと思いますが、
毎日の学習を怠らなければ必ず
合格できます。東京アカデミー
の教材や先生方を最大限に頼っ
ていれば大丈夫です。

平田 朋恵さん ～鹿児島県立短期大学～

2021年度 薩摩川内市役所(一般事務) 最終合格

『蒔かぬ種は生えぬ』

写真枠

公務員を目指し、いろいろな公
務員専門学校を探していた中で，
講義内容や二次試験対策が一番
充実していると感じ、東京アカ
デミーに入会しました。
毎日集中して講義を聞き、自宅
で出た問を使って復習を行いま
した。模試の受験後は、その日
のうちにやり直し、知識を定着
させることを心がけました。東
京アカデミーでは同じ目標を持
つ、多くの人たちと一緒に勉強
できたところが良かったです。
合格に向けて、短時間でも大丈
夫なので、早い時期から毎日勉
強する習慣を身に付けると良い
と思います。

川﨑 志歩さん

2021年度 鹿児島市役所(一般事務) 最終合格

『日進月歩』

写真枠

私は試験に向けて、平日は毎日
講義を受け，講義終了後は自習
室で習ったところの復習をした
り，毎週ある模試や目指してい
る職種の試験に向けての対策を
しました。東京アカデミーには
自分の分からないところなど、
すぐに質問できる環境が整って
おり，また，同じ目標に向けて
頑張る友人がいて，それに刺激
を受けて、さらに自分も頑張る
ことができました。
模試で前回の順位より上に行け
たり，得点が上がったりすると、
勉強するのが楽しくなります。
勉強に息がもそこで折れずに休
息をとりながら、毎日少しずつ
続けることが大切だと感じまし
た。

稲森 大晟さん ～池田高校～

2021年度 鹿児島市役所(一般事務) 最終合格

『塵も積もれば山になる』

写真枠

公務員試験に最終合格された大
学の先輩の話を聞き、東アカへ
の入会を決意しました。講義で
は、試験での出題頻度の高い箇
所やひっかけ問題例等を教えて
くださったので、効率よく学習
を進めることができました。ま
た、作文の添削や模擬面接等の
サポートもすごく手厚く、東ア
カに通ってよかったと思いまし
た。公務員試験は範囲も広く、
精神的にきつい面もありますが、
自分の趣味に没頭しストレスを
解消することも必要です。公務
員試験への合格に近道はありま
せん。最後まで自分を信じ、諦
めないことが何よりも大切なこ
とだと思います。

濵田 真帆さん ～鹿児島県立短期大学～

2021年度 鹿児島市役所(一般事務) 最終合格

『雨垂れ石を穿つ』

写真枠

公務員として実際に働いてい
る人から東アカをオススメさ
れ入会しました。講義は先生
方の話をよく聞き、自分で大
切だと思うポイントをメモす
るようにしていました。講義
後は、忘れないうちに問題を
解き、反復学習を意識してい
ました。
民間に内定をもらった友人が
遊んでいて、勉強するモチ
ベーションが落ちた時期もあ
りました。しかし、そんな中
でも公務員試験に合格し自分
が働いている姿をイメージし
て何とか奮い立たせて頑張る
ことで必ず報われる日が来る
と思います。

上薗 明莉さん ～鹿児島県立短期大学～

鹿児島市で高校で学んだ電気の知
識を生かし、持続可能な街づくり
に携わる公務員になるために、友
人の勧めもあり、東京アカデミー
鹿児島校に入会しました。
公務員試験は学習する分野が幅広
く、早めに試験勉強に取りかかり，
点数が取れる分野を増やしていく
ことが重要だと思います。東京ア
カデミーでは高校で学べない問題
の解き方を理解することができ、
試験でとても役立ちました。また
模試の回数を重ねるごとに良い点
数が取れるようになったことも
日々のモチベーション向上に繋が
りました。試験は長期戦で最後の
最後まで粘り，諦めないことが大
事だと思います。

西野 礼央さん ～鹿児島工業高校～

2021年度 鹿児島市役所(一般事務) 最終合格

『十人十色』

写真枠

友人が東京アカデミーに通い、複
数の最終合格を勝ち取っていたこ
とをきっかけに入会しました。
ひたすらDATA問を繰り返し解い
て、できていない部分を重点的に
取り組むことに時間をかけました。
また、講師の先生方から問題を解
くテクニックを教わったり、面接
指導を何回も受けることで、失敗
を繰り返しながら成長することが
できました。何事も、失敗すれば
するほど成長を感じられたので、
今失敗したら次はもっと成長でき
ると思いながら対策していくと良
いと思います。勉強に疲れたら休
むことも大事で，ON・OFFを
しっかり意識して取り組むことが
大切だと感じました。

富山 桜子さん ～鹿児島県立短期大学～

2021年度 鹿児島市役所(一般事務) 最終合格

『受験対策は早めがおすすめ』

写真枠

東京アカデミーは合格実績がと
ても高く，公務員に合格してい
た人の多くが通っていたので入
会を決めました。
私は模試の復習を必ず行うよう
にしていました。模試の回数が
多く、実力を相対的に確認する
のにとても役立ちます。また、
面接練習は予約枠が空いている
時間があれば積極的に予約し、
様々な先生に指導していただき
ました。苦手教科の勉強は大変
できつかったですが、DATA問を
使って、過去問演習を何度も繰
り返すことで、自信がつきまし
た。過去問演習をやるのは早け
れば早いほど良いです。問題を
解くスピードも向上し、自信に
なります。

東 さちのさん ～鹿児島県立短期大学～

2021年度 鹿児島市役所(一般事務) 最終合格

『最後まで努力を続ける！』



市町村・団体職員
合格者体験談 No.3

2021年度 鹿児島市役所(保育士) 最終合格

『できると思えば、できる』

写真枠

私は友人の誘いで東京アカデ
ミーへ入会しました。講義で学
んだことを、その日のうちにテ
キストを用いて復習し、日々努
力しました。幾度もある模試や
面接練習のおかげで、本番でも
今まで通り最大の力を発揮でき
たのだと感じています。勉強す
る中で不安や焦りもありました
が、東京アカデミーに通い、共
に頑張る友人と励ましあうこと
で、モチベーションを維持する
ことができました。
多くの過去問題集がそろい、す
ぐ質問できる環境、模試や面接
練習では実践的に学べる東京ア
カデミーに通って良かったと感
じています。努力を積み重ねる
ことで必ず結果に繋がると思い
ます。

松田 鮎実さん ～鹿児島国際大学～

『雲の向こうは、いつも青空』
事前にテキストを読んで予習し
講義を受け、講義後にそこを復
習することを繰り返しました。
また、東京アカデミーでは週末
に模試が実施されるので、今の
実力を把握するのにとても役立
ちます。模試で把握した苦手分
野を中心に勉強し、得意分野は
息抜きや気分の切り替えとして
取り組みました。復習を繰り返
すことで、これまで解けなかっ
た問題が解けたときはとてもや
りがいを感じました。
どれだけ勉強しても試験に対す
る不安はなくならず苦しい毎日
でしたが、周囲のサポートのお
かげで合格を勝ち取ることがで
きました。

Ｈ・Ｍさん ～鹿児島県立短期大学～

2021年度 鹿児島市役所(一般事務) 最終合格

2021年度 薩摩川内市役所(保健師) 最終合格

Ｓ・Ｍさん ～宮崎県立看護大学～

『実るほど頭を垂れる稲穂かな』

東京アカデミーの夜間部に入
会したのは、自己流の勉強で
は合格が難しいと感じたから
です。
昼間は自習室を利用して、テ
キストの復習と模試の解き直
しを繰り返しました。講義で
は解き方のポイントを教えて
頂けるのでとても役に立ちま
した。特に数的推理に関して
は目からウロコでした。また、
作文や面接も丁寧に見てもら
えるので、最後までしっかり
サポートしていただけました。
受験の際は、周りの意見に耳
を傾けながら、自分が決めた
ことに自信を持って、挑戦す
ることが大事だと思います。

写真枠

2021年度 霧島市役所(一般事務) 最終合格

伊福 実希子さん ～鹿児島県立短期大学～

『勝つことは偶然じゃない』
東京アカデミーでは二次試験
対策がとても充実しています。
論作文の添削や面接・討論の
練習など何度も行っていただ
き、自信に繋がりました。ま
た、模擬試験を通して自分の
実力を知ることができる点が
良かったです。どこが分かっ
ていて、どこが理解できてい
ないのかを把握することはも
ちろんですが、受講生の中で
自分の立ち位置を知れたのは、
モチベーションに繋がり良
かったと思います。
模試の結果などで一喜一憂せ
ずに継続して勉強していくこ
とも大切だと思います。

写真枠

2021年度 霧島市役所(一般事務) 最終合格

森 果奈美さん ～鹿児島大学～

『できると思えばできる、できないと思えば出来ない』

合格実績が高く信頼できると思い
東京アカデミーに入会しました。
4月からは大学の研究が忙しかっ
たため、毎日の講義を一番大切に
勉強していました。個別相談では
筆記試験の配点など、詳しく教え
ていただき、より重要な点が理解
できました。二次試験対策、面接
や討論の練習に積極的に参加し、
疑問点は質問するようにしていま
した。集団討論の練習ができるこ
とは中々ないので、本当に役立ち
ました。東京アカデミーでは困っ
たときに、なんでも相談できるこ
とや、講義が分かりやすく的確
だったことが良かったです。
最後まで諦めずに、粘り続けるこ
とで、最終合格できると思います。

2021年度 霧島市(土木) 最終合格

日野 創夢さん ～加治木工業高校～

『あきらめない心』
高校の先生紹介で東京アカデ
ミーに入会しました。
工業高校に通っていたので、東
京アカデミーでは教養を学び、
高校で土木の専門を勉強しまし
た。東京アカデミーでは模擬試
験が充実しており、自分の今の
立ち位置や苦手分野などを把握
できたのがとても良かったです。
夏休み期間中など、同級生が遊
んでいる中で勉強を続けること
は苦しかったですが、たまに部
活に参加し、気分転換したり、
公務員を目指す友人と励まし合
いながら勉強しました。
合格できたポイントは、苦しい
時も最後まで諦めなかったこと
だと思います。

写真枠

2021年度 いちき串木野市(一般事務) 最終合格

小濵 昂輝さん ～鹿児島国際大学～

『止まりさえしなければ、どんなにゆっくりでも進めばよい』

大学で東京アカデミーの公
務員講座を受け、さらに学
びたいと思い入会しまし
た。 教養試験はとにかく
東アカの講義や模試を最大
限活用すると効率が上がり
ます。講義は分かりやすく、
充実したテキスト、毎週あ
る模試など、ゼロからでも
“合格できる環境”が整って
いたと思います。友人の就
職が決まっていく中、焦る
気持ちもありましたが、今
しかできないことを最後ま
でやりきることが大切だと
思います。

写真枠

2021年度 垂水市(一般事務) 最終合格

Ｏ・Ｓさん

『明日は明日の風が吹く』
私は配られた出た問をひたすら
解き、模試で分かった自分の苦
手な分野の見直しを、繰り返し
行いました。そして、毎日の講
義では自分の中の理解を、さら
に深めることに活用しました。
東京アカデミーでは毎週模試が
あり、自分が今どれくらいの立
ち位置にいるのかを確認するこ
とは、合格する上で一番大切だ
と思います。模試を受けること
で、問題の出方や時間配分を把
握することもできました。
受験勉強はとても長く感じます
が、合格して新しい生活を始め
ている姿や働いている姿を思い
浮かべて、本気でやれば絶対に
受かります！

2021年度 日置市役所(一般事務) 最終合格

木元 百華さん ～鹿児島純心女子短期大学～

『七転び八起き』
公務員への転職を決めた際に、
友人が通っていたということを
知り入会を決めました。
講義は毎日集中して適宜メモを
取ったり、模試を受けたら必ず
復習してから、再度解き直しま
した。また、二次試験対策は個
別の面接練習を3日に1回のペー
スで指導を受けました。
東京アカデミーでは講師の先生
方が、講義も面接指導も分かり
やすく丁寧に教えてくれるので、
理解がとても深まり良かったと
思っています。そして、周りに
は一緒に頑張っている仲間がい
ることで諦めずに最後まで頑張
り続けることができました。
日々の積み重ねがとても大切だ
と感じました。

写真枠

2021年度 鹿屋市役所(一般事務) 最終合格

山下 茶里衣さん ～鹿児島女子短期大学～

『今を大切に』
友人や先輩からの勧めあり、事
前に個別説明会を受け入会しま
した。
短大に通いながらの試験勉強
だったので、空きコマや講義後
の時間を有効に使っていました。
「苦手分野を集中して勉強する
日」と「広く浅く多くの分野に
取り組む日」に分けて学習しま
した。
二次対策は様々な講師の先生に
面接練習をしていただき、数も
こなしました。公務員試験は最
後まであきらめないことが大切
だと思います。最後の方では不
安や焦りが必ず強くなっていき
ますが、そのプレッシャーから
逃げずにコツコツと積み重ねて
が大事だと思います。

2021度 南九州市役所(一般事務) 最終合格

三原 大和 さん ～鹿児島国際大学～

『日進月歩』
体験講義や先輩の体験談を通じ
て東アカに入会しました。家で
の勉強は集中できないと思い東
アカの自習室を利用していまし
た。基礎の部分をしっかりと固
めた上で、問題集を解き、完璧
にできる問題以外は何回も繰り
返し解きました。また、東アカ
の良い点として、模試が定期的
にあったことです。模試を重ね
るごとに、試験の雰囲気に慣れ
ることや時間配分ができるよう
になりました。
公務員試験は大変できついです。
しかし、解けない問題ができる
ようになった、模試で上位の成
績になったなど、何か自分の成
長を実感することできつい試験
も乗り越えていけたと思います。

写真枠



警察官
合格者体験談 No.1

2021年度 福岡県警察官B 最終合格

『未来を信じて前向きに！』

姉が東京アカデミーで公務員に合格し、
実際に公務員として働いている姿を見
て「私も公務員になりたい！」と思い、
入会しました。東京アカデミーの講義
は、全ての講義がとてもわかりやすく、
講義中に先生方が、重点的に学習すべ
きポイントを明確に教えてくださるの
で、勉強しやすかったです。さらに、
先生の所へ質問に行くと、1から丁寧に
教えてくださったので、勉強が苦手
だった私でも最後まで頑張ることが出
来ました。
公務員試験対策は大変ですが、皆さん
にもきっと明るい未来が待っています
よ！

井上 愛姫さん ～筑紫女学園高校～

2021年度 福岡県警察官B 最終合格

『勉強に全力で取り組める環境』

公務員試験を受験するにあたり、「勉
強に集中するなら予備校の方が良い」
という父の勧めで、東京アカデミーに
入会しました。
東京アカデミーは、講義の質が高く、
どの科目の先生の授業も分かりやすい
です。また、教務スタッフの方に相談
をすると真摯に向き合ってくださるの
で、安心して学習に励むことができま
した。このように「勉強に全力で取り
組める環境」があったからこそ、私は
合格できました。
これから公務員を目指す皆さんも、全
力で勉強に取り組める環境を見つけて
頑張ってください！

M・A さん ～香椎高校～

2021年度 福岡県警察官B 最終合格

『前向きに！』

日曜コースがあったことと、いつで
も自習室を利用できる点に魅力を感
じ、入会を決めました。
私は、学校に通いながら東アカの講
義を受けていたので、学校の授業が
終わった後や、アルバイトの前の空
いた時間を自習室で勉強する時間に
充てていました。
私は模擬試験で良い点数が取れなく
ても、前向きな気持ちで「模試の復
習」に力を入れていました。学習を
続けていると、つらい状況に直面す
ることもありますが、前向きに頑張
れば必ず良い結果はついてきます！
頑張ってください！！

大久保 文子さん

2021年度 福岡県警察官B 最終合格

『自分の言葉で伝える力』

私は入会前に東京アカデミーの体
験講義に参加し、講義が分かりや
すかったので入会を決めました。
東京アカデミーに通って良かった
点は、人物試験までしっかりと指
導してくれるところです。
私は面接の練習をする前に、面接
の中で伝えたいことを箇条書きで
ノートにまとめ、自分の言葉で伝
えられるように準備していました。
面接試験本番は、準備をしておい
た文章の丸暗記で話すのではなく、
伝えたいことのポイントだけ頭に
入れて、自分の言葉で伝えること
が大切だと思います。

弥富 綸介さん～熊本ルーテル学院高校～

2021年度 長崎県警察 最終合格

『努力は実を結ぶ』

公務員専門学校を探していた際、東京アカ
デミーの合格率が高いことを知ったことが
入会のきっかけでした。学習面ではたくさ
んの教科を勉強する必要があるので、計画
を立てながら暗記教科は通学時などのすき
ま時間を借るようして学習すると効率よく
学習できると思います。東京アカデミーに
は一緒に頑張る仲間や心強い先生方がいま
す。長い期間の試験で気持ち的にきついと
思いますが努力した分だけ結果は必ずつい
てくると思うので頑張ってください。また、
息抜きもしっかりして休むことも大事だと
思うのでオンとオフの切り替えが大事だと
思います。努力した分だけ結果はでるし、
苦い思いをして頑張れば最後はこんなにも
笑顔になれることを受験を通して学ぶこと
ができました。

野田 ひかるさん ～活水高校～

2021年度 長崎県警察Ⅲ類 最終合格

『一事が万事』

私は夏期講習で入会しました。幼い頃
から警察になりたかったため、警察に
なるために講義、模試、面接練習に励
みました。試験に出る範囲が広いので
全ての科目をまんべんなく勉強するこ
とが大切です。東京アカデミーでは重
要な面接試験の練習をたくさん行うこ
とができます。しかし、どんなに練習
しても一番大切なのは自分の気持ちを
正直に言うことです。勉強が苦手な私
ですが、仲間とともに勉強するのは楽
しいです。たった一つのことは全ての
ことに繋がっています。学校も勉強も
頑張ってください。

佐々木 聖夏さん ～長崎南山高校～高校現役合格



警察官
合格者体験談 No.2

2021年度 長崎県警察Ⅲ類 最終合格

『とにかく頑張る』

私が高校生の時に東アカのガイダン
スに参加したことと、事務局の中村
さんと同じ剣道の道場出身だという
こともあり入会を決めました。家で
はあまり勉強ができないタイプだっ
たので、講義のない日は自習室で勉
強を続けました。自習室を活用する
ことで、自分以外の人たちがとても
刺激になり、「あの人に負けないよ
うに勉強しよう！」という気持ちで
勉強に集中しました。勉強が思うよ
うに進まなくても諦めず、事務局の
方に相談をするとスッキリします。
みなさんも是非東アカで公務員を目
指してみてください！

三浦 晴哉さん ～海星高校～

2021年度 長崎県警察Ⅲ類 最終合格

『行動しなければ始まらない』

私の高校の先輩が入会してたことが
きっかけで東京アカデミーに入会しま
した。自分一人では分からないことな
どを、講義、テキスト、模試などを使
い、分かるように勉強しました。科目
は数的推理、判断推理が難しいため、
主にこの2つの科目を勉強しました。警
察官は中学生の頃から目指していまし
たが、挫折しそうになることも多くあ
りました。点数が上がらないときが一
番苦しいです。しかし、諦めないこと
が大切です。友達に話を聞いてもらっ
たりしながら、とにかく諦めないで頑
張ってください。

山口 優大さん ～長崎明誠高校～高校現役合格

2021年度 大分県警察官B 最終合格

『正々堂々』

私は夏まで部活に参加していて、正直親か
らは今年は練習で来年合格を目指そうと言
われていました。東京アカデミーの体験講
座に参加してみて、授業が分かりやすく、
スピード感も初めての人でも追いつけるよ
うに気を気遣ってくださり、もっと勉強し
てみたいとモチベーションをあげることが
できました。夏期総まとめ講座には、コロ
ナなどで自分の予定も定まらず、先生方に
相談しながらの参加でしたが、時間を有効
に使い、集中して受講できました。部活と
勉強を切り替える習慣もつき、一次試験の
勉強のことから二次試験の面接、作文まで
対策を一緒に考え、真剣に自分と向き合っ
てくださり、私は最終合格できたと思いま
す。本当に今までありがとうございました。

池永 きくさん ～大分鶴崎高校～

2021年度 宮崎県警察官Ｂ 最終合格

江口 佳佑さん ～鹿児島実業高校～

『報われるまで努力する』

私は毎日復習をすることを習慣として
いました。また、東京アカデミーの自
習室を可能な限り利用しました。理解
できずに落ち込むこともありましたが、
講師の先生や教務の方々のお言葉に救
われ励まされました。
東京アカデミーは分かりやすい講義を
受けることができるだけでなく、モチ
ベーション向上へつながる環境だった
ことが良かったです。
夏休みは受験のことだけを考え、食事
と睡眠時間以外は、東京アカデミーの
講義と自習、自宅での勉強に時間を割
きました。最後まで諦めずに、努力を
続ければ、必ず報われると思います。

2021年度 鹿児島県警察官Ｂ 最終合格

益永 真杜さん ～国分高校～

『一念天に通ず』

兄も東アカで公務員試験に合格してい
たこともあり、東京アカデミーに入会
しました。
東京アカデミーは高校で選択していな
かった教科が学べたこと、判断推理・
数的処理など、解き方にコツが必要な
教科も学べたことです。また，面接練
習も本番を想定した実戦形式できたの
で良かったです。公務員試験は多くの
問題を解くことも重要だと思いますが、
自分は一問一問の解き方をしっかり理
解するよう心がけました。
「合格したい」という強い気持ちも必
要になると思います。

2021年度 鹿児島県警察官Ｂ 最終合格
前田 音寧さん ～武岡台高校～

『準備と努力は裏切らない』

父が学生時代に東京アカデミーに通って
おり，公務員を目指すなら絶対に通った
方が良いと勧められて入会しました。
講義ではテキストの解法よりも速い解き
方を教えていただけるので、講義を一番
大切にしていました。また、知りたい情
報や問題のコツや傾向、論作文の添削、
面接指導など全ての面からサポートして
くださるという点がとても良かったです。
さらに、国家一般職の本試験問題の解説
講義が受講でき、最後の最後までサポー
トくださり、解ける問題が増えました。
東京アカデミーの受講生は同じ目標に向
かって頑張る仲間であり、互いに刺激し
ながら勉強できます。



消防官
合格者体験談 No.1

2021年度 長崎市消防 最終合格

『過去の自分が今僕の土台となる』
去年も東アカに通っていたため今年
も入会しました。自習室は基本毎日
使って良かったから、毎日行くよう
にしていました。自ら通い、対策に
取り組む事が大切になると思います。
勉強は苦手な数的を中心に、復習に
力を入れました。面接対策は自分の
中心となる軸を考え、そこから分析
していくことが重要になると思いま
す。面接指導の時は録音をして、復
習していました。成績が上がらない
ときは苦しかったですが、東アカの
友達と教え合うことが楽しかったで
す。また、事務局の人がフレンド
リーで話しかけやすく、生徒のため
に簡単なことでも協力してくれるの
で絶対に東アカがいいと思いました。
専門学校とは違い、本人のやる気次
第で絶対に受かることができる場所
だと思えました。

生田 優輝さん ～長崎工業高校～

2021年度 福岡市消防局 最終合格

『やるべきときにやれ』
東京アカデミーは、勉強するた
めの環境が良かったので入会し
ました。勉強は過去問を解いて、
苦手な教科の講義に力を入れる
ようにしていました。分からな
いときは質問をして分かりやす
く教えてもらいました。面接試
験対策では言いたいことを言え
るように頑張ってください。普
段は遊んでいても、だらけてい
てもいいけど、肝心な時に本気
を出して取り組めば、倍率がど
れだけ高くても受かると思うの
で、手を抜かずに頑張ってくだ
さい。

渡邊 洸太さん ～長崎工業高校～

2021年度 長崎市消防 最終合格

『数をこなす』
東アカは安くて、面接練習が何回で
もできることが魅力だと思います。
事務の人には過去問など自分に必要
なものを遠慮なくねだってください。
また、分からないことは先生たちに
聞きましょう。勉強は暗記を先に
やった方がいいです。問題をとにか
く解きながら、暗記は毎日やりま
しょう。面接試験対策ではとにかく
数をこなしました。自信満々で言う
と相手に印象付けることができます。
本番は思っていないことが口から出
ることがあったのでとにかく練習は
数多くやっていた方がいいです。実
際の面接や作文などは、ほとんど過
去問から出ているので、東アカに
入って良かったと思います。満点目
指して、運動もしっかりやって、さ
らに十分すぎるくらいやりましょう。

田嵜 力優さん ～長崎南高校～

2021年度 県央地域広域市町村圏組合 最終合格

『有言実行』
空いている教室を自習室として利用
でき、時間に縛られることなく勉強
を進めることができます。また、分
からない問題があればその場でクラ
スメイトに教えてもらいながら互い
に理解を深めることができました。
私は普通科の高校ではなかったので
出題科目のほとんどを０から勉強し
ました。意識していたことは、その
日に習ったことを必ず復習すること
です。2次試験の面接対策は2、3日
に1回程度講師の先生に、実際の面接
に近い状況で繰り返し練習をしても
らいました。本番では緊張こそした
もの、自信を持って思う存分面接官
に伝えることができました。東アカ
では同じ勉強をして同じ試験を受け
る仲間がいます。不安があっても励
まし合いながら勉強できたことが合
格できた理由だと思います。

川原 笑花さん～熊本総合医療リハビリテーション学院～

高校現役合格

2021年度 日田玖珠広域消防組合 最終合格

『石の上にも3年』
自分は、東アカで歳も1番下で正直不安
しかなくて何回も辞めたいと思った。
ですが、小さい頃から負けたくない精
神が強いため歳上だろうが関係なくガ
ツガツいけた。面接練習も積極的に行
うことができいろんな人の印象に残せ
たのではないかと思う。ただ単に目立
ちたがりやです。中学から決めたこの
夢を叶えられてほんとに幸せです。き
ついことはこれからですが、必ず一人
前の消防士となり、恥ずかしくない人
になりたいと思います。これから公務
員を目指す人！あなたの周りには良き
ライバルであり、良き仲間です。切磋
琢磨して頑張っていきましょう。悩み
事は絶対にそのままにせず必ず相談し
てください。親身になって考えてくれ
ます。勉強は集団戦であり個人戦でも
あります。粘り強く励みましょう。

矢野 真也さん ～安心院高校～

2021年度 国東市消防本部 最終合格

『報われるまで努力する』
僕が受けた消防士は倍率15倍から30倍
といった過酷な進路です。勉強をすれば
するほど、「これで落ちたら何回やって
もダメな気がする」といったネガティブ
思考になりがちです。しかし、自分を信
じて取り組めば可能性は広がります。勉
強面はとにかくがむしゃらに勉強すると
しか言えませんが、精神面としては、な
ぜ、その進路を目指しているのかをしっ
かり考え直すと良いと思います。僕は幼
稚園の頃から人の命を救うヒーローのよ
うなカッコいい消防士に憧れをもってい
たため、常に気持ちを強く持つことがで
きました。自分はどうしてその進路を目
指しているかを自己分析し、気持ちを強
く持てたら、その道が向いていると思う
し、合格できると思います！夢を現役で
叶えることができ、本当に東京アカデ
ミーの先生方には感謝の気持ちでいっぱ
いです。本当にありがとうございました。

眞部 亮太さん ～臼杵高校～高校現役合格

2021年度 水俣芦北消防本部 最終合格

『克己復礼』
東京アカデミー熊本校の良さは、
先生方の素敵な笑顔が魅力だと
思います。また面接指導や相談
にも積極的に付き合ってもらい、
心の支えでもありました。きれ
いな教室も用意されていて気持
ちのいい環境で学習することが
できました。面接は高校受験で
経験していましたが、練習の段
階でとても緊張しました。その
ため学校でも1日3回ほど練習を
して、土日はアカデミーで練習
をしました。1回1回の中身がと
ても濃く、本番を想定したいい
練習ができたと思います。公務
員に合格するために東京アカデ
ミーを利用して本当に良かった
と思っています。

山本 剛さん ～水俣高校～高校現役合格

2021年度 佐賀広域消防 最終合格

江口 揮房さん ～佐賀大学～

『誰よりも練習すること。それが必ず自信になる』

大学卒業からブランクがあり、独
学での合格は厳しいと感じて入会
を決めました。
勉強する上で大切なのは、分から
ない問題があった時に、すぐに質
問をして解決したりすることです。
そうすることで、確実に記憶に残
ると感じました。また、公務員試
験は人物対策が特に重要なため、
面接練習や論作文の添削にも力を
入れました。面接は何度も練習し、
論作文は週に1回のペースで添削
を受けました。
東京アカデミーでは，他のオンラ
インスクールや専門学校と比べて
も、段違いに講師の方の質が良く、
事務局の方々も本当に親身に支え
て下さって、通って良かったと
思っています。

写真枠

山元 与史樹さん ～鹿児島工業高校～

公務員を目指すなら東京ア
カデミーだと思い入会しま
した。高校までスポーツ中
心だったので、中高で習っ
たことを、一から学び直す
レベルでした。毎日何かし
ら苦戦する日々でしたが、
先生方の講義力が飛び抜け
て分かりやすく、教務の内
村さんは情報量が豊富で何
でも教えてくれるので乗り
越えることができました。
勉強は全部苦しかったです
が、それでも素晴らしい先
生方の講義を受けて理解し、
勉強する楽しさを学びまし
た。なんだかんだで東アカ
は全て楽しい!!

『頼まれごとは試されごと』

2021年度 京都市消防 最終合格



消防官
合格者体験談 No.2

2021年度 日置市消防 最終合格

十田 望希さん ～鹿児島城西高校～

『敵は我にあり』
高校の歴代の先輩方からの評
判が良かった東京アカデミー
へ入会し、消防合格を目指し
ました。
講義中に板書された、大事な
ポイントだけでなく、発言内
容もノートにまとめて、見直
し・復習を行いました。面接
対策は東京アカデミーの指導
を受けることによって、自信
をつけることができ、本試験
ではスムーズに回答すること
ができました。
公務員試験を受けるにあたっ
て、始めは分からないことが
多く、自信を無くすこともあ
るかと思いますが、諦めず全
力で取り組めば、少しずつ力
はついてきます。

写真枠

2021年度 福岡市消防 最終合格

桑幡 瑞輝さん ～国分高校～

『七転八起』
講義を受講するのは当然ですが、
私が一番力を入れたのは模試の
復習です。問題を分野別に分け
て、自分ができた問題とできな
かった問題を、見やすく整理し
て復習しました。また、出た問
の類似問題をしっかりこなすこ
とができれば、1次は合格でき
ると思います。面接練習は講師
(大人の人)と話す練習を、何度
も行いました。自分のタイミン
グで何回も予約出来たので本当
に自信に繋がりました。公務員
試験は対策しないといけないこ
とだらけで大変でしたが、クリ
アできそうな小さな目標を立て
て、達成に向けてやればやるだ
け結果はついてきます!!

写真枠

2021年度 熊毛地区消防組合(中種子町) 最終合格

肥後 晴音さん ～加治木工業高校～

『10年後は全て笑い話』

2021年度 鹿児島市消防(消防吏員Ｃ) 最終合格

野上 歓和さん ～鹿児島南高校～

『最後まであきらめない』
合格率が高く、CMも見たことあ
り入会を決めました。
私は講義内容を理解し、問題を
解く流れを掴んだ上で、出た
DATA問を使って復習しました。
東京アカデミーの講義は、テキ
ストには載っていないような、
間違えにくい解き方を教えてい
ただいたり、語呂合わせを作っ
て紹介下さったので、暗記科目
の苦手な私でも覚えられました。
また、何処に重点的に勉強すれ
ばいいかを教えていただけたの
で、勉強法で迷うことが少な
かったです。
試験前が一番苦しく諦めたく
なったけれど、周りの頑張って
いる人たちを見て、自分も頑張
ることができました。

写真枠

2021年度 鹿児島市消防(消防吏員Ｃ) 最終合格

濵田 雅仁さん ～鹿児島玉龍高校～

『できないではなく、難しいである』
東京アカデミーで高校の先輩が合
格したことを知り、高い合格実績
のある学校で、自分も勉強したい
と思い入会しました。
私は主にDATA問を何度も反復し
て解きました。バスでの通学時間
も活用して、暗記分野に力を入れ
ました。
東京アカデミーの講義はとても分
かりやすく、二次対策も充実して
いて、積極的に面接指導を受けま
した。
先生方は面接の知識が豊富なので、
何度も面接予約を入れて、場数も
こなすことで合格につながります。
自分で限界を決めて諦めるのでは
なく、努力で出来ないことを出来
るようにすることが大切だと思い
ます。

写真枠

2021年度 鹿児島市消防(消防吏員Ｃ) 最終合格

青木 陽菜さん ～国分高校～

『謙虚』
兄に勧められて東京アカデミーへ
入会しました。
自分では分からない分野の内容も
講義を受講することで理解できた
り，テストや模試で分からない問
題を講師の先生方に質問すること
で解決しました。東京アカデミー
では、難易度の高い問題も解くこ
とができたので、本試験ではすご
く簡単に感じられました。
最初の頃、結果が出ない時は苦し
かったですが、勉強量に比例して
実力が上がっていくことが実感で
きてとても楽しかったです。何事
にも謙虚に取り組むことによって、
自分の力を過信せず，実力を向上
させることができました。

写真枠

2021年度 南さつま市消防 最終合格

吉永 圭佑さん ～武岡台高校～

『努力は必ず報われる』
私は、夜間部に在籍していたた
め、平日は講義を受けて、週末
に模試を受けていました。講義
では試験に出やすい問題を中心
に学習でき、模試では本番に近
い感覚で取り組むことができて、
とても力になりました。
東京アカデミーでは、分からな
い問題を気軽に先生に質問でき
る点が本当に良かったです。分
からないところを1つずつ潰し
ていくことによって、模試の点
数を少しずつ上げてくことがで
き、自信に繋がりました。
成績が上がらなくなったときに
も諦めずにコツコツと勉強を続
けていくことができれば合格で
きると思います！

写真枠

2021年度 薩摩川内市消防 最終合格

栁田 海司さん ～れいめい高校～

『継続は力なり』
高校の先生に勧められて東京
アカデミーへ入会しました。
講義後はどんなに疲れている
日でも、講義の振り返りだけ
は、欠かさず毎日行いました。
そして、勉強だけでなく体力
づくりにも励みました。何事
においても、日々の積み重ね
が大切であると感じました。
東京アカデミーで面接練習を
幾度も行っていたことから、
焦らずに回答することができ
ました。
気分転換を挟みながら、目標
に向かって勉強を継続しなが
ら、日々努力すれば必ず合格
できます。

写真枠

2021年度 伊佐湧水消防組合 最終合格

平 泰雅さん ～大口高校～

『報われるまで努力』
夏期講座を受講して、大変分か
りやすい講義だったため、東京
アカデミーで再挑戦することに
しました。通学して良かったと
思う点は、オンラインと教室の
両方で、講義を受講することが
できる、時代に合わせた環境に
よって、スムーズに受験対策が
すすめられました。
復習を繰り返し、分からない問
題は先生や友達に質問し、解決
していくことが大切であると思
います。
消防官を目指す上で、体力作り
や体調管理も十分に行い、きつ
いときも心を折らず、最後まで
やれば夢は叶うと思います。

写真枠

2021年度 鹿児島市消防(消防吏員Ｃ) 最終合格

太良木 航さん ～鹿児島中央高校～

『克己復礼』
公務員を目指すにあたって、高校
の夏休みまでは講義をしっかり受
け、模試の復習に取り組み、夏休
みに入ったら、講義と並行してひ
たすら出た問を解きました。
二次対策では、何度も面接練習を
行うことで、自信を持てるように
なり、本番でも堂々と回答するこ
とができました。東京アカデミー
はとても分かりやすい教材が揃っ
ており、講義中に理解できなった
場合でも、個別に質問ができた点
が良かったです。また、自分が希
望する職種についても詳しく説明
があり心強かったです。
公務員試験では、いかにモチベー
ションを保つかが大事だと思いま
す。

写真枠

2021年度 福岡市消防 最終合格

今村 史隠さん ～鹿児島玉龍高校～

『正解がどの道かと悩むより、選んだ道をどうやって正解にするかを考える』

兄が通っていたこと、合格実績
のある専門予備校ということで、
東京アカデミーに入会しました。
試験に向けて、得意・不得意に
関係なく、全ての講義を受講し、
その日の内に自習室を活用し復
習しました。
東京アカデミーは教科書や問題
集が良いのはもちろんですが、
講義がとても分かりやすく、疑
問点があっても、すぐに質問し
やすい環境があったのはすごく
良かったです。また、毎週模試
があり実践経験を多く重ねられ
たこと、面接対策が充実してい
るところなど、本当に東京アカ
デミーを選んで良かったと思っ
ています。自分に厳しく努力を
重ねて，不安要素を削ることが
合格の鍵だと思います。

写真枠

独学での勉強に眼界を感じ、東京
アカデミーへ入会を決めました。
分かりやすく、情報量が多い講義
に独学との大きな違いを感じまし
た。また、重点的なポイントを抑
えてくださったテキストや過去
問・模試のおかげで効率よく勉強
することができました。初め避け
てきた苦手科目の勉強も成績が上
がることに喜びを感じ楽しくなっ
ていきました。
同じ夢を目指す仲間の存在，効率
の良い厳選された問題集，毎日の
充実した講義全てにおいて東京ア
カデミーに通って良かったと感じ
ています。
諦めずに挑戦し続け夢は叶えるこ
とができ本当に良かったです！

2021年度 東京消防庁 最終合格

清水 直人さん ～加治木高校～

『 Everything’s gonna be all right 』

東京アカデミーに通って良
かったと思う点は、教養試
験・論文試験・面接試験と
全ての分野において、丁寧
かつ効率よく、教えていた
だけた点です。また、私は
DATA問を何度も問き、多
くの問題を解くことで自信
に繋がりました。
公務員試験は直前期に自信
が持てるかどうかが合格を
大きく左右すると思います。
自信をもって試験に臨める
よう、日々心掛けることが
大切だと思います。一日一
日を大切にすることで最終
合格できると思います。

写真枠



国家公務員（事務系・公安系）

合格者体験談 No.1
2021年度 海上保安学校 最終合格

山下 泰平さん ～戸畑高校～

『積極的に前向きに』

公務員試験に向けて①授業が終
わった後、その日習ったことの
復習を行う、②寝る前には文章
理解と資料解釈を行う、③次の
日起きたら前日の復習と予習を
行うというこの3点を行いまし
た。試験直前はひたすら暗記を
していて、一般知能はほとんど
手をつけなかったです。面接対
策については東アカの人物試験
ガイダンスを参考に、過去に質
問された内容に対して返答文を
考えたり、言葉の言い回しも考
えていました。
最終合格を決めた決め手は的確
な目標を見つけて早い時期に結
果を出せたことだと思います。

2021年度 海上保安学校 最終合格

三好 崇志さん ～筑陽学園高校～

『作文・面接は納得いくまで対策しよう！』

作文の添削や面接練習が回数
無制限で対策できる点に魅力
を感じて入会しました。東京
アカデミー入会前にも公務員
試験を受験していた頃よりも、
作文や面接の評価が大幅に上
がり、受験先に成績上位で合
格・採用いただけて本当に良
かったです。
作文も面接も、毎回先生方に
指導いただく中で指摘された
部分を意識し、納得がいくま
で練習を重ねていけば必ず力
はついてきます。
筆記試験対策も大変だとは思
いますが、作文・面接試験に
向けた準備も忘れずに！

2021年度 国家一般職(九州管区警察局) 最終合格

尾嵜 太一さん ～長崎工業高校～

『出来ると思ったら行動するのみ』

冬期講習に参加してみて、授業が
分かりやすかった点と部活を両立
できる点がいいと思ったので入会
しました。夏休みまでは部活と両
立だったので配布されたテキスト
を家で解くようにしました。定期
的に模試があるので自分の実力を
把握しやすく、次の目標が立てや
すいです。勉強では1問解くのに
時間がかかるのでタイマーを置い
て時間に対して常に意識しました。
受験先はなかなか決められません
でしたが、各官庁が行う業務説明
会等を通して決めました。

2021年度 税務職員 最終合格

朝倉 陽太さん ～日田林工高校～

『なんやかんや耐える』

私は、現役の時に公務員試験を受験
しましたが、全て1次試験で落ちて
しまいました。しかし、もう一度
チャレンジしたいと思い、東アカ

で勉強することを決意しました。
半年間、毎日8時間程、勉強をしま
した。講義中は前の席に座り、集中
して授業を受け、DATA問だけでな
く模試問題も何回も解きました。第
一志望である税務職員の筆記試験で
はあまり点数が取れず、ギリギリの
ところで一次合格しましたが、面接
試験ではゆっくり話す、笑顔でいる
ことを心掛けたところ、無事最終合
格、内定をいただけました。この結
果は全て東アカの講師、事務員の方
のおかげであると感じています。今
まで、ありがとうございました。

2021年度 国家一般職(事務関東) 最終合格

岩原 朱里さん ～文徳高校～

『勉強するのも9月まで』

東京アカデミーでは基礎から応用ま
で様々なテキストを用意してくださ
るので、自分のレベルに合わせて勉
強していました。DETA問は繰り返
し解くことで定着していった実感が
あるのでとても良かったです。また
九州模試や全国模試など規模の大き
い模試を通して、自分の実力を確か
めることもできました。他に東京ア
カデミーに通って良かったと思う点
は、テキストと同じ解き方だけでな
く、より正確に早く解ける方法を教
わることができる点です。特に、一
般知能は、苦手だったのですが、先
生が教えて下さった解き方でするよ
うになってから、一気に点数が伸び
るようになりました。公務員試験は
スピードも大事なので、東京アカデ
ミーに通って良かったなと思いま
す！

2021年度 国家一般職(事務関東) 最終合格

西山 真央さん ～第一高校～

『続けることが大事』

東京アカデミーに通って良かったな
と思うことは、とにかくサポートが
とてもしっかりしていて、先生方に
言われたことをしっかり実現してい
れば、自然と力がついてきたと思い
ます。また、交通の便がとても良い
と思いました。東京アカデミー-で
勉強するうえで心がけていたことは、
まずは授業に休まずに出席し、先生
方が教えて下さった勉強方法や課題
に取り組みました。DATE問が配布
されてからは、苦手教科のDATE問
を繰り返し解きました。まずは30
分からでもいいので、毎日勉強する
時間をつくることが大切だと思いま
す。家でやろうと思っても、ダラダ
ラしてしまうことがあると思うので、
アカデミーの自習室を利用すること
をオススメします。

2021年度 国家一般職(技術九州) 最終合格

木村 彩香さん ～第一高校～

『続けることが大事』
私は、塾に通い始めたのが3月から
と遅く、授業についていくのに必死
でした。そのため、毎日家に帰って
復習し、分からないところは質問す
るように心がけました。質問はス
ムーズに聞けるよう分からないとこ
ろはまとめ、少しでも多く解説を聞
けるようにしました。2次試験対策
については、先生方に何度も面接
カードの添削指導をしていただきま
した。面接練習では、出来ていない
ところを分かりやすく教えていただ
き、何度も練習してくださるので、
安心して面接を受けることができま
した。途中で勉強が嫌になったり、
息が詰まったり、とてもきつかった
です。ですが、自分が好きなことを
したり、気分転換をすることで、あ
きらめず頑張ることができました。
みなさんも頑張ってください。応援
しています！

高校現役合格

2021年度 海上保安学校 最終合格

中村 和貴さん ～熊本県立大学～

『合格するまで』

東京アカデミーに入会した
きっかけは、インターネッ
トより案内を見て良さそう
だなと感じ、実際に福崎さ
んと話して入会を決めまし
た。東京アカデミーでは全
部の講座に参加し、もしも
全部受験することができま
した。2次試験対策は東京
アカデミーで個別にたくさ
ん練習をしていただきまし
た。

2021年度 海上保安学校 最終合格

志村 大樹さん ～熊本農業高校～

『余裕をもつ』

東京アカデミーに入会した
きっかけは、親からの紹介
で入会を決意しました。東
京アカデミーでは講義、模
試に必ず出席することを心
がげ、自習でもオープンセ
サミテキストや出たDATA
問を活用いたしました。勉
強で行き詰った時には思い
きって勉強をしない日を
作ったりしました。自分を
追い込むのではなくある程
度は余裕を持たせていまし
た。

2021年度 税務職員(税務九州) 最終合格

徳丸 結愛さん ～大津高校～

『諦めないで！！！』

東京アカデミーの講義は先生たち
がとても分かりやすく授業をして
くれます。また模試は頻繁に行わ
れているので参加しやすいですし、
自宅でも受験することができたの
でとても良かったです。また2次
試験対策も東京アカデミーでみっ
ちり指導をしていただきました。
面接練習はもちろん、礼儀作法ま
で教えてもらいました。東京アカ
デミーで何度も面接練習を行えた
ことで、自信をもって緊張せずに
挑むことができました！
東京アカデミーは皆様の対応がと
ても良いです！相談事や悩みには
親身に話を聞いてくれて、合格で
きるまでずっとサポートしてくれ
ます。とにかく東京アカデミー熊
本校の皆様は最高です！！！



国家公務員（事務系・公安系）

合格者体験談 No.1
2021年度 裁判所職員一般職 最終合格

加納 遼裕さん ～鹿児島中央高校～

『塵も積もれば山となる』
私は講義が７割、自主学習が３割
の比率を意識して勉強しました。
公務員試験では、独学で気づかな
い効率的な解き方がよくあるので、
一番は講義を大切にして、自主学
習では講義や模試の復習を主にや
るようにしていました。面接試験
に苦手意識があったため、できる
限り多くの面接指導を受けるよう
にしました。何度も繰り返すこと
で、根拠のある自信に繋がりまし
た。
東京アカデミーに通って良かった
と思う点は、疑問に対して事務局
の方が丁寧に対応してくださるこ
とです。公務員試験は調べても分
からないことが多かったので、と
ても心強かったです。

2021年度 国家一般職(事務九州) 最終合格

林 紅里さん ～鹿児島情報高校～

『明日は明日の風が吹く』
姉2人が東京アカデミーで現役合格
していたため、入会を決めました。
東京アカデミーでは夜間の講義を受
けるだけでなく、可能な限り最大限
自習室を利用しました。また、模擬
試験後にはランキング表が掲示され
るので、それを参考に自身の学力と
残りの期間を考えて、勉強計画を立
てました。自分がコツコツと勉強し
たことが成果として、点数に現れた
ときはとても嬉しかったです。
東京アカデミーの分かりやすいテキ
スト、膨大な試験情報量、充実した
面接指導など、一次試験対策から最
終合格まで、徹底したサポートが
あったこと、勉強に集中しやすい環
境が整っていたことがとても良かっ
たです。

2021年度 国家一般職(事務九州) 最終合格

北園 大宗さん

『毎日感謝、日々努力』
兄も東京アカデミーに通ってい
たため入会しました。
東京アカデミーの講義、テキス
ト、模擬試験を最大限に活用す
ることで、高校と両立しながら
効率よく勉強することができま
した。講義を受講することに
よって、解けない問題が解ける
ようになったときは、嬉しくモ
チベーションの向上へと繋がり
ました。また、得意教科の勉強
も怠らず確実に点数へ繋げられ
るよう努めました。
試験直前は精神的体力的にもき
ついですが、体調に気を付けリ
フレッシュも必要だと思います。

2021年度 国家一般職(技術九州) 最終合格

奥 陽優さん ～加治木工業高校～

『続ける大切さ』
夏休みからは午前中に高校で専
門科目の勉強し、午後から東京
アカデミーで自習したり、講義
を受講しました。東京アカデ
ミーの講義はレベルが高く、難
しい問題も分かりやすく教えて
いただきました。また、模擬試
験が定期的に行われており、今
の自分の実力が把握できる点が
とても良かったです。
最終合格できたポイントは、辛
くてもあきらめずに、勉強を継
続して試験に臨んだことだと思
います。夏休みは周りの友人が
遊んでいる中、モチベーション
を保つのが難しいですが、合格
するという強い気持ちを持ち続
けることが大切です。

2021年度 国家一般職(事務近畿) 最終合格

成元 萌乃香さん ～鹿児島実業高校～

『運も実力の内』
高校の先輩から勧められて、東
京アカデミーに入会しました。
早い時期から勉強に取り掛かり、
数的推理・判断推理を優先して
高校2年生のときには応用問題
まで習得しました。暗記科目は
試験直前の夏休みに短期集中で
勉強しました。
勉強するうえで、東京アカデ
ミーのテキストは他のテキスト
よりも、実際の試験問題に近く、
本試験での合格点につながった
思います。
私の夢であった大阪での就職と
して、大阪市と国家一般職(事務
近畿)を受験して、最終合格する
ことができて本当に良かったで
す。

2021年度 税務職員 最終合格

新畑 琴利さん ～鹿児島玉龍高校～

『全てのことに意味がある』

過去の実績を見て、最終合格占有
率が圧倒的だったことから、東京
アカデミーに入会を決めました。
東京アカデミーでは、先生方の知
識や情報量がとても多く、ピンポ
イントで重要なところを知ること
ができて、無駄に問題を解くより、
はるかに勉強しやすい環境でした。
高校で履修していない教科であっ
ても、各科目の攻略法を説明して
くださるので、毎日講義を大切に、
集中して受講しました。
勉強していて、結果がでない時で
も一喜一憂せずに、復習を積み重
ねれば結果も現れてくるので、継
続的に頑張ることが大切だと感じ
ました。

写真枠

2021年度 国家一般職(事務九州) 最終合格

Ｔ・Ｍさん ～鹿児島純心女子短期大学～

『一念天に通ず』
東京アカデミーに友人が通って、
合格しており、合格率が高いのを
決め手に入会しました。
平日はオンラインで講義を受講し、
週末に模試を受験し、学力を深め
ました。講義後には毎日、簡単な
確認テストをするようにしていま
した。
二次試験対策では、模試で書いた
論作文を添削していただき、アド
バイスをもとに、もう一度文章を
考え直すことをしていました。
短大との両立が大変でしたが、
徐々に分かるようになり、点数が
とれたときは楽しくて、もっと頑
張ろうと思いました。
最終合格するには最後まで諦めな
いことが一番大事です。

2021年度 海上保安学校(特別) 最終合格

吉川 愛乃さん ～鹿児島女子高校～

『今日に自分に明日は勝つ』
毎日の講義に集中するために、予
習・復習は欠かさず行い、毎週あ
る模試でも、実際の試験と同じ意
気込みで、毎回取り組んでいまし
た。東京アカデミーで勉強してい
る仲間の姿勢が良い刺激となり、
私も頑張ることができました。
また、海上保安庁の船内見学への
参加やインターネットを用いた情
報収集に努めました。東京アカデ
ミーで面接練習は何度も繰り返し、
日々改善していきました。おかげ
で実際の面接でも、最大限の力を
発揮することができたと感じてい
ます。
努力を積み重ねれば、積み重ねる
だけ自信へと繋がります。大変な
時期もありますが諦めないことだ
と思います。

写真枠

2021年度 海上保安学校(特別) 最終合格

地福 将輝さん ～鹿児島情報高校～

『楽は苦の種、苦は楽の種』

写真枠

2021年度 国家一般職(事務九州) 最終合格

Ｔ・Ｎさん ～鹿児島県立短期大学～

『一所懸命』
合格実績が高いこと、小論文や人物
対策などの二次対策にも力を入れて
いることから東京アカデミーへの入
会を決めました。
毎週ある模試の受験環境が本番に近
く、同様の緊張感で受けられたこと
や、東京アカデミーで実施された官
庁自治体業務説明会に参加して、志
望官庁に自分をアピールできたこと
が、最終合格につながったと思いま
す。
東京アカデミーはたくさんの人が同
じ目標に向かって、切磋琢磨できる
中々ない環境だと思います。模試の
結果に一喜一憂せず、復習を積み上
げていけば、最終的な結果はついて
くると思います！

試験までの日数から、基礎を固め
る期間、応用を固める期間、最後
は出た問を短時間で解く期間に分
割して勉強しました。また、問題
を解く際は時間を計りながら、ス
ピードを意識して勉強しました。
その中で、分からない問題があっ
たときは、先生にすぐ質問に行け
る環境は、すごくよかったです。
また、面接練習では圧迫面接に備
えた練習もできたので、本試験の
面接に恐れず挑むことができまし
た。
公務員試験は長期戦です。勉強し
ていても、模試等で中々結果が出
ず苦しい時期もありました。しか
し、自分を信じて腐らずにやり続
けることで合格に近づくと思いま
す。



高卒程度公務員試験対策

☆☆☆国家公務員☆☆☆
国家一般職（事務）、国家一般職（技術）、税務職員、刑務官、
海上保安学校学生、航空保安大学校学生、海上保安大学校学生、
入国警備官、裁判所職員一般職、自衛隊一般曹候補生

☆☆☆都道府県☆☆☆
福岡県、長崎県、長崎県(就職氷河期)、大分県、熊本県、
熊本県(就職氷河期)、宮崎県、鹿児島県、沖縄県、山口県、東京都、
京都府、千葉県、長野県(障がい者)

☆☆☆政令指定都市☆☆☆
北九州市、福岡市、福岡市、熊本市、東京特別区、大阪市

☆☆☆市町村・団体職員☆☆☆
うきは市、宇美町、古賀市、長崎市、壱岐市、大分市、竹田市、中津市、
日田市、臼杵市、津久見市、杵築市、宇佐市、由布市、国東市、玖珠町、
豊後高田市、甲佐町、美里町、和水町、益城町、山都町、水俣市、
宇土市、嘉島町、八代市、荒尾市、阿蘇市、玉東町、上毛町、木曽町、
鹿児島市、霧島市、西之表市、垂水市、姶良市、日置市、指宿市、
南九州市、鹿屋市、薩摩川内市、奄美市、南さつま市、さつま町、
志布志市、中種子町、枕崎市、屋久島町、下関市、北千葉水道企業団、
小国町一ヶ町公立病院組合、人吉球磨広域行政組合

☆☆☆警察官☆☆☆
福岡県警、佐賀県警、長崎県警、大分県警、熊本県警、宮崎県警、
鹿児島県警、愛知県警、大阪府警

☆☆☆消防官☆☆☆
福岡市、粕屋南部消防組合、飯塚地区消防組合、長崎市、県央広域消
防、佐伯市、竹田市、豊後大野市、国東市、杵築速見消防組合、
日田玖珠消防組合、有明広域行政事務組合、八代広域行政事務組合、
水俣芦北行政事務組合、人吉球磨広域行政組合、鹿児島市、
日置市、霧島市、薩摩川内市、南さつま市、伊佐湧水消防組合、
熊毛地区消防組合、中種子町


