
東京アカデミーの公務員合格者数はのべ人数ではなく、最終合格者実数で勝負です！！

全国最終合格者実数全国最終合格者実数 名名3,113
主な内定先（九州6校受講生の内定先から一部掲載）
国家総合職、国家一般職、法務省専門職員、国税専門官、財務専門官、労働基準監督官A・ B、航空管制官、裁判所職員一般職、自衛隊幹部候補生、国立大学法人職員、国立病院機構、
福岡県上・中級、佐賀県上級、長崎県上級、大分県上・中級、熊本県上級、宮崎県上級、鹿児島 県上・中級、山口県上級、東京都Ⅰ類、広島県上級、兵庫県上級、大阪府、愛媛県上級、香川県
上級、奈良県上級、北九州市上級、福岡市上・中級、熊本市上級、東京特別区Ⅰ類、広島市上 級、熊本県町村会、福岡県飯塚市、福岡県大牟田市、福岡県久留米市、福岡県柳川市、福岡
県行橋市、福岡県春日市、福岡県苅田町、福岡県太宰府市、佐賀県佐賀市、佐賀県小城市、 佐賀県鳥栖市、長崎県大村市、長崎県佐世保市、長崎県長崎市、長崎県五島市、長崎県諫早
市、長崎県南島原市、長崎県長与町、大分県大分市、大分県別府市、大分県臼杵市、大分県 津久見市、大分県日田市、大分県由布市、大分県豊後大野市、熊本県上天草市、熊本県宇土
市、熊本県菊池市、熊本県合志市、熊本県山鹿市、熊本県人吉市、熊本県菊陽町、熊本県八 代市、熊本県宇城市、鹿児島市、鹿児島県鹿屋市、鹿児島県指宿市、山口県山口市、山口県
下関市、山口県周南市、愛媛県松山市、広島県尾道市、岡山県瀬戸内市、静岡県焼津市、静 岡県袋井市、愛知県幸田町、福岡県警察官、佐賀県警察官、長崎県警察官、大分県警察官、
熊本県警察官、鹿児島県警察官、山口県警察官、宮崎県警察官、徳島県警察官、大阪府警察 官、警視庁警察官、北九州市消防官、福岡市消防官、熊本市消防官、山口市消防官、下関市
消防官、大分市消防官、佐賀広域消防官、横浜市消防官、相模原市消防官、新居浜市消防官、 つくば市消防官、唐津市消防官、東広島市消防官、宮若市消防官　など

合格記念品を進呈します！
東京アカデミーでは2021年度合格者に
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100%

上天草市
　一次試験合格者の

が最終合格!! 100%

人吉市
　一次試験合格者の

が最終合格!!

東京アカデミーで

東京アカデミー九州地区 

2021年度最新
合格実績！

最終合格先一覧！
国家一般職
国税専門官
財務専門官
労働基準監督官A
労働基準監督官B
裁判所職員一般職
農林水産省(水産系)
自衛隊幹部候補生
国立大学法人
国立病院機構
食品衛生監視員

熊本県八代市
熊本県天草市
熊本県上天草市
熊本県人吉市
熊本県大津町
福岡県久留米市
福岡県宗像市
長崎県長崎市
長崎県諫早市
大分県大分市
大分県中津市
宮崎県宮崎市
鹿児島県鹿児島市
鹿児島県出水市

熊本県警A
福岡県警A
長崎県警Ⅰ類
佐賀県警A
大分県警A
宮崎県警A
鹿児島県警A
山口県警A
警視庁Ⅰ類
大阪府警
兵庫県警
神奈川県警
広島県警A
北九州市消防
東京消防庁

熊本県上級
熊本市上級
福岡県上級
福岡市上級
佐賀県上級
長崎県上級
大分県上級
宮崎県上級
鹿児島県上級
山口県上級
東京特別区Ⅰ類
北九州市上級

合格者からのアドバイス

諦めず効率よく！
　一次対策としては、学習の優先順位を考えることがとても重要だと思います。全日コースは特に習うことも多い
ので、復習や模試のやり直しは優先度の高い分野からやるといいと思います。また授業で習うときと実際に解くと
きの肌感覚は案外異なるので、テキストを読む・まとめるだけでなく、問題を解くということが大事です。板書に一
生懸命になり実際には内容は頭に入っていなかった、一問に時間をかけすぎた等の失敗をよくやってしまいまし
た。他にも、私は並行してバイトもしていたため勉強がなかなか捗らず、よくなかったなと思います。
　二次対策では討論の自主練習を何度もしました。勉強になるだけでなく知り合いが増えて心強かったです。面接
では、質問に答えるうえで具体的な経験やエピソードによる肉付けが不可欠です。それを意識しておくといいと思
います。
　最後まで絶対に諦めず、投げやりにならず、目の前のことから確実に積み上げていって下さい！

80%

八代市
　受験者の

が一次合格!! 100%

天草市
　一次試験合格者の

が最終合格!!

しました!!
熊本校通学講座 合格実績

自治体別合格率
84%

夜間
行政コース

が合格!! 92%

夜間
教養コース

が合格!!

87%

全日
行政コース

が合格!! 80%

全日
教養コース

が合格!!

コース別合格率 一次試験合格率

一部抜粋

2021年11月4日時点 続々判明中！

熊本市上級事務職〈最終合格先〉

松崎 千香さん
【熊本大学】

合格
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東京アカデミー受講生の合格体験談
2021年度公務員試験

国家一般職（行政九州） 最終合格

深田 真央さん ［福岡県立大学］

復習は専門5科目必ずしていました。復習をした後、教科書にある
問題等を解くことで講義内容が定着するようにしていました。試
験直前は出たDATA問をひたすら解いていました。数的・判断は2
日に1回、文章理解は1日2問と決めていました。論文や面接練習
も東アカを中心に利用して取り組みました。模試等で思うような
点数が取れなかったり、周りと比べて辛いと感じる瞬間がありま
すが、そんなときは自分のなりたい姿や応援してくれている人を
思い浮かべると良いです。自分に自信がない時に、前向きになれ
る言葉として「始めたら、半分だ」を座右の銘にしています。

他にも多数あります

北九州校

国家一般職（行政九州） 最終合格

熊本 礼葉さん ［長崎大学］

大学の先輩、また友人が既に入会していることから私も入会をし
ました。学習面では、専門試験でどれだけ差をつけるかがカギに
なってくると思います。教養試験の勉強は午前中だけ勉強し、あと
は一日中専門試験の勉強に取組みました。試験直前期は、毎日文
章理解と時事問題に力を入れました。面接は何を聞かれるのか予
想して、しっかりと答えられるように準備しました。東京アカデ
ミーでは、7回模試を受験することができ、その時の力を試す良い
機会でした。また、何度も面接練習ができ、先輩方からのお話、過
去の試験・面接情報を聞くことが出来るので各自治体の傾向を分
析しながら対策ができます。１日勉強ばかりできつく思うことも多
いですが、息抜きもしながら全力で頑張ってください。

長崎校

国税専門官 最終合格

川畑 光未さん ［熊本学園大学］

勉強が得意な人は私のアドバイスなんかなくても合格できると思うので、
今回私は、勉強が苦手な人へ向けてアドバイスをしようと思います。
大切なことは、志望先を明確に決めることです。私は、高校では300番代く
らいの学力しかなかったため、公務員はいくら併願できるとはいっても、
受験先によって科目も様々なので、多く勉強するにしても全てを勉強でき
るとは思えないと気付きました。なので、第一志望に全てをかけるくらい
の気持ちで勉強に取り組みました。志望先を明確に決めることで、勉強す
るべき科目、論文、作文などが決まってくるとともに、逆に全く勉強しなく
てもいい科目がハッキリとするので、プランが立てやすくなります。そうす
ることで、スムーズに受験勉強をすることができ、勉強科目の渋滞が起きず
に苦手な分そういうところでカバーをすることができると思います。

熊本校

国立病院機構 最終合格

上田 航さん ［福岡大学］

私は、対面授業を行っているところが魅力で入会しました。講義で
は、わからないことはすぐに質問をし、その場で解決していまし
た。学習法としては、1日6時間は学習すると決めて必ず学習時間
を確保して勉強していました。問題集は新しいものには手を出さ
ず、東京アカデミーのDATA問のみをしっかり行いました。答えを
覚えるくらい10周程度やりました。東アカに通って良かった点は、
分からないことをすぐ聞けるところです。
自分が頑張った分は必ず結果に繋がるので、あまり考えこまず、と
ことん勉強に取り組みましょう！

福岡校

長崎県 最終合格

長田 崚さん ［長崎大学］

大学の先輩のお誘いを受け東京アカデミーに入会しました。対面
とオンラインと両方受講できる環境だったので、私は全て対面で
講義を受講しました。対面で講義に参加することで、他の受講生を
刺激に感じ、もっと勉強をしないといけないという気持ちになり
モチベーションが上がりました。学習面で意識したことは計画性
を持って勉強をすること、スケジュール帳を活用しながら取り組み
ました。精神面をコントロールするために意識したことは、食べた
いものを食べる、他の受講生との情報交換をすることで、最後まで
公務員試験対策を乗り切ることが出来ました。自分なりにノートに
まとめた資料を試験時に確認することで、自分はここまで勉強を
したんだと自信を持って試験にも臨むことができました。

長崎校

大分県 最終合格

木畑 凜多郎さん ［鹿児島大学］

東京アカデミーに通って良かったと思う点は、生講義であるとい
うこと、サポート体制が充実していること、模試の回数が多く、成
長を実感できることです。また、面接対策にも力を入れて取り組め
ました。面接で重要だと感じたのは、自分の短所なども伝え方に
よって面接官に与える印象が変わるということです。最終合格で
きたポイントは、面接の際、自信を持って臨めたことです。当日の
受験者の中でも、自分が一番堂々としていることで自信も持てま
したし合格できると感じました。面接はとにかく自信を持って臨ん
で下さい。東京アカデミーほど二次対策の充実している場所はな
いので大丈夫です！勉強面で努力するのは、多くの人が、今回が最
後だと思うので後悔のないように頑張ってください。

鹿児島校

宮崎県 最終合格

末海 菜月さん ［別府大学］

東京アカデミーに入会してよかったことは、講師との距離が近く、講座の後に気
軽に質問できたことです。わからなかったところをその場で解決することができ、
モチベーションの維持に繋がりました。また、試験に至るまでの提出書類の添削
や受験に関するマナー講座、模擬試験などサポートが徹底されていたことにも
助けられました。公務員試験に向けての勉強は、人生の大半を占める就職先を決
める大切な時期です。膨大な知識が求められるため友達と遊ぶ時間やバイト、趣
味の時間など犠牲にしなければならないこともたくさんあります。そこでやりた
いことを我慢して、いかに踏ん張れるかが合否を左右するのだと思います。だか
らといって睡眠時間を大幅に削ったり、食事の時間を確保しなかったりと体調管
理を疎かにすることがないようにしてください。周囲の行動や誘惑に負けずに、
自分の将来のために必要な行動を選択していってください。応援しています。

大分校

熊本市 最終合格

村田 遼太朗さん ［広島大学］

私が東アカに通って良かったと思っていることは大きく3つです。1つ目は、公務
員試験に関する話題を共有できる人達と出会えたことです。大学4年の6月頃か
ら既卒就活になることを覚悟して公務員の勉強を開始したため孤独を感じて
いましたが、東アカに入り、自分と似た境遇で公務員を目指して頑張っている人
達と情報を交換し合いながら学習することができたことは大変励みになったと
感じています。2つ目は、二次試験対策までしっかりできたことです。二次試験で
は論文、集団討論、面接がありますが東アカでは条件を満たせば何度でも練習
をして頂けたので、はじめは全くダメダメだったのですが数をこなすことでどん
な試験でも応用できる自分のテンプレートを作ることができたと思っています。
3つ目は職員の方々からの手厚いサポートです。本気で向き合ってくださる職員
の方々にとても感謝しています。コツコツ取り組むことが大切です。

熊本校

鹿児島市 最終合格

永野 暁子さん ［鹿児島大学］

最終合格できたポイントは、すべてに対して全力で努力した結果だと思
います。筆記試験の勉強では、専門の暗記科目は満点を目標に演習を繰
り返しました。面接も何度も予約し、自信がついて納得がいくまで練習
しました。一次に合格しないと次に進めないので一次試験に目が行き
がちですが、時間があるうちに自治体研究や自己分析、面接カードなど
にも取り組むことをお勧めします。面接は、練習あるのみなので、何度も
練習し、面接の経験を積むことで自信につながりました。
公務員試験は長期戦です。長い戦いになりますが、気持ちを切らさない
ことが大切です。真面目に本気で取り組めば合格できます！生活リズム
をしっかり整えて、自分に合った勉強法を見つけて継続することがポイ
ントです。息抜きを入れながら、続けられるペースで頑張ってください。

鹿児島校

東京消防庁Ⅰ類 最終合格
今村 玲弥さん ［長崎県立大学］

友人の紹介で東京アカデミーに入会しました。東京アカデミーで
は、似た境遇の友人と出会い、切磋琢磨することでお互い成長す
ることができました。先生方や事務局スタッフの方々も親身に対
応下さり、面接のコツや試験の傾向などの多くの情報を得ること
ができました。試験直前には、過去問5年分を準備して頂き、傾向
を分析しながら学習しました。冒頭でも述べたように、似たような
受験先を受ける仲間がいたら共に勉強を教え合ったり情報を共
有したりして、お互い高め合うことができ心強いと思います。合格
するポイントとしては早め早めの行動がオススメです。私は怪我の
影響もあり10月に入会をしましたが、早く入会していたらもっと
余裕を持って勉強に取り組めたと思います。

長崎校

国家一般職（行政中国） 最終合格

金田 就吉さん ［福岡大学］

公務員を目指すと決めた時、予備校選びで重視したのは、値段と対面授業
がある点でした。講義は毎回しっかりと受け、復習を中心に学習しました。
また、模試を活用して、自分がいる位置を把握することを大切にしました。
仲間からも刺激を受けることができるので、自習室を利用していました。
二次試験対策としては、一次試験を受験する時から頭の中でイメージを
ふくらませていました。どのような経験をしたか、そこからどのようなこ
とを学んだか等を掘り起こしておき、添削をしてもらうことで丁寧な文章
に仕上げました。
きつい時やうまくいかない時に直面するかもしれないですが、理想の将
来像を思い描きながら頑張ってほしいです。毎日コツコツやることで大き
な力になると信じて日々の学習をしてほしいです。

福岡校

国家一般職（行政九州） 最終合格

盛 由布子さん ［京都府立大学］

既卒で、一人で勉強し情報を集められる自信がなかった為、東アカの卒業生で公
務員として働いている友人のおススメで入会を決めました。事務局の方々がどん
なに些細なことでも相談にのって下さり、不安をすぐに解消することができました
し、また公務員試験情報を一早くお知らせくださったので情報戦で負ける心配が
なかったです。また教室に行くと自分よりもっと勉強を頑張っている人たちがいた
ので自分を奮いたたせることができましたし、お互い励まし合い勉強や情報を教
え合うクラスメイトの存在は、受験のモチベーションを保つ上でとても大切でし
た。この東アカの恵まれた環境を十分に活かさないともったいないです。講義で得
られる知識や東アカの持つ公務員試験に関する情報量、周りにライバルがいる環
境などは、せっかくのアドバンテージです。頼れる先生方や周りの人たちの助けを
得ながら、たまには息抜きもして後悔がないように頑張ってください。

鹿児島校

国税専門官 最終合格

伏見 宥輝さん ［北九州市立大学］

教養科目はできるだけ毎日解いて問題に慣れること、法律科目は
出たDATA問を何周もすること、経済学は授業を受けて、復習を
ちゃんとすることをお勧めします。二次試験対策は面接カードを
べースに聞かれそうな質問の答えをできるだけ用意して、本命の
前に併願する受験先の二次試験も受けて本番を体験しておくこと
も重要です。最終合格できたのは、勉強の習慣をしっかり継続させ
たことと面接練習を慣れるまでやり続けたことだと思います。頑
張った分だけ自分の自信になるのでこれから受験される方は参
考にしてみてください。

北九州校

大分県庁（行政） 最終合格

中津 留珠子さん ［下関市立大学］

年内に教養科目を終わらせるようにしました。特に数的推理・判
断推理を重点的に取り組みました。専門科目は担当講師の講義を
復習さえちゃんとすればどの試験にも対応できるし、過去問もほ
ぼ解けるようになると思います。法律科目についてはできるだけ
早く試験範囲を終わらせることが大事です。また、受験先を選ぶ際
にどんな仕事をしたいのか、どのような職員になりたいのかを明
確にすることも重要です。東アカの講師や教務の皆さんに話を聞
いてもらうことがストレス解消にもなりますので、ぜひ参考にして
みてください。

北九州校

大分県 最終合格

板井 佳穂さん ［大分大学］

周囲の友人も東京アカデミーに入会する人が多かったので、東京アカデミーを選
んだ。大学生活の中でどのくらい面接で話せるようなことを経験しているかがカ
ギとなるので、面接で語ることができるような素材を準備しておくことがおすす
め。東京アカデミーに入会して良かったことは、公務員の就職情報や説明会の情
報をメールで流してくれます。特に、リマインドや知らない情報を流してくれると
きは非常に役に立った。学習面は、経済学や一般知能など、自分の力だけでは理
解が困難であるものもあるので、講師の解説がためになった。また、面接の予想
質問項目も予想的中で本番面接中は回答に困らなかった。公務員の勉強は非常
に大変で、内定が出る時期も民間に比べて遅いですが、やはり合格をつかめた時
は手が震えるほど嬉しかったです。同じ目標を持つ友人と助け合いながら、東京
アカデミーのスタッフを頼りながら、一歩ずつゴールに向かって進んでください！

大分校

鹿児島県 最終合格

岡元 咲樹さん ［鹿児島大学］

地元である鹿児島に貢献できると思い、鹿児島県庁を第一志望に決めました。基
本的に講義中心に学習し、1月以降の試験直前は出た問(過去問題集)を解いて
復習を行い、専門の勉強も行いました。ZOOM（生配信）や教室内で生講義があ
る為、勉強する習慣がつき、模試も充実していて、今の自分の力を知ることができ
たことが良かったです。また、面接練習やES添削等が何回もできたり、進路や勉
強方法について先生やチューターに相談したり出来るため1人じゃないという
気持ちが強かったです。無理だと思った時も諦めずに続けることが大事だと思い
ます。模試の点数が悪かったら、模試の復習をして、苦手をなくし、また、インター
ンや説明会はできるだけ参加し、二次試験前は何回も面接練習をした方がいい
と思います。公務員試験は専門記述や筆記対策だけではなく、面接が大事なので
早めに二次対策もすべきだと思います。最後まで諦めずに頑張ってください。

鹿児島校

北九州市 最終合格

橋本 直弥さん ［北九州市立大学］

講義は全部出席しました。出たDATA問の特に数的推理・判断推
理・憲法・民法・経済学を1日に5～10問解くようにしました。ま
た、教養科目については模試の復習をすることを心がけました。面
接や討論は東アカで練習し、論作文はニュースを見ることをお勧
めします。模試で良い点数が取れたら、美味しい物を食べるように
し、最後までポジティブに取り組めるように工夫しました。これか
ら受験される方はコツコツ勉強し、メリハリをつけて頑張られて
ください。

北九州校

大分市 最終合格

濱田 和哉さん ［大分大学］

以前に兄が通っており、合格実績が良かったため東京アカデミーに入会しまし
た。東京アカデミーに入会してよかったと思うことは、大学に通いながらで勉強
の時間が限られていましたが、大事なところをピックアップして講義してくれた
ため、効率よく勉強ができたと思います。模擬試験やDATA問で見たことがある
問題が実際の試験にも出ていたため、東京アカデミーの問題集をしっかりと取
り組んでよかったと思います。また、面接対策を何度も行ってくれたおかげで、本
番ではあまり緊張せず自信をもって受験することができました。毎日勉強するこ
とも大事ですが、ただ漠然と勉強するのではなく、一日一日目標を持って取り組
むことで成果も変わってくると思います。また、やる気が出ない日もあると思い
ますが、そのような日はいつもより勉強時間を少し減らして思い切って息抜き
することも大事だと思います。体調管理に気をつけて頑張ってください。

大分校

鹿児島市 最終合格

春田 うららさん ［鹿児島大学］

講義、模試、ガイダンス等はできる限り必ず出席し、ある程度知識が身につい
てきたら、出たDATA問（過去問題集）をひたすら解きました。独学では絶対
に理解が難しかった分野が、講師の方々のおかげでよく理解できたことや、
分からないことがあったときに質問できたり、授業を繰り返し聴くことがで
きたりしたことがとてもよかったです。講義をしっかりと復習して何度も繰り
返し、分からないところは質問しに行くことをすれば一次試験については乗
り越えられると思います。面接対策は色々な講師の方とたくさん練習するよ
うにスケジュールを取り、何度も練習し、自分のことを伝える力が身につい
たと思います。最終合格できたのは、分からないことを積極的に質問したり、
公務員を共に目指す友人と同じ空間で勉強する習慣をつくったりと、たくさ
ん勉強したからだと思います。友人と同じ空間でたくさん頑張ってください。

鹿児島校

北九州市 最終合格

森満 晴菜さん ［長崎大学］

先輩が東京アカデミーに入会されていたことがきっかけで私も入会をしま
した。学習面においては、入会してすぐは全ての科目を勉強しないと気が済
まなくて、なるべく1日で全科目の問題を解くようにしていました。しかし、
これは効率が悪いと気付いてから、法律科目と経済科目（専門）と数的・判
断に重点を置いて勉強しました。苦手な科目や高校で習っていない科目は
無理して時間を取らず、配点が大きい所と得意科目を伸ばしていくといいと
思います。面接の対策においては、何度も練習をしていただき、また集団討
論の練習も早い時期からしてくださっていたので、参加して場の雰囲気に
慣れるようにしていました。精神面においては、一緒に頑張れる仲間や家
族の応援を味方に自分を信じることです。今、頑張っているみなさんなら出
来ます！不安な気持ちは皆同じです。自分だけではない、大丈夫です。

長崎校

国家一般職（行政九州） 最終合格

藤田 一希さん ［西南学院大学］

私は、独学で公務員試験を受験していましたが最終試験で不合格
になったため、面接対策の充実している東京アカデミーに入会す
ることを決めました。私は、講義に一番重点を置いて勉強していま
した。また、過去問を解くことがとても重要なので、平均3周は行
い、苦手な科目は5周以上はしました。
東京アカデミーに通って一番良かったと思うのは、先生の講義で
す。独学の時は重要な点などが詳しく分からなかったのですが、講
義を受けてみると試験で頻出する問題や過去の傾向なども教え
てくださるので、要領よく学習することができると思います。また、
共に頑張る仲間ができたことで、向上心なども高まり最後までモ
チベーションを保つことができました。

福岡校

国家一般職（行政九州） 最終合格

山下 雄大さん ［岡山理科大学］

ほとんどの受験先で科される筆記や面接対策はもちろんのこと、論文や専
門記述、集団討論の対策もできるのが東京アカデミーの魅力です。私も、志
望先に最終合格するために必要な対策をすべて東京アカデミーで行うこ
とができました。その中でも特に力を入れたのが、志望先を分析すること
です。例えば、教材に載っている頻出度と志望先の出題数を考慮し、分野に
優先順位を付けて勉強していました。また、私の志望先は論文も軽視でき
ないことが分かったので、事務局に足を運び、過去問のコピーをとって論
文を何度も添削していただきました。結果的に、分析したことで対策が志
望先に直結すると思えたのでモチベーションに繋がり、非常に良かったと
思います。公務員試験は科目数が多く、面接等も重要であるため、分析をし
て効率良く取組んでみてください。皆様のご健闘をお祈りしています。

熊本校

労働基準監督官A 最終合格

瀬戸 美侑さん ［大分大学］

合格実績と立地場所が良かったため、東京アカデミーに入会しまし
た。過去問は自分で解けるまで何度も繰り返して解きました。また、
専門科目は自分でノートを作り、数的の問題は講師に直接質問する
ことで疑問を解消していました。東京アカデミーに入会してよかった
と思うことは、勉強の効率化や情報の豊富さなど独学では厳しかっ
たことがすべて補えていたこと。また、面接練習ではいつも的確な
アドバイスをもらい自信につながったことです。公務員試験はかな
り長丁場になるので、途中で心が折れてしまうこともあると思いま
す。でも、頑張った分だけ結果に直結するので自分を褒めたり息抜
きをしながら、最後まで頑張りましょう！息抜きに官庁研究や自己分
析をするとモチベーションも上がりオススメです。

大分校

福岡県庁 最終合格

上薗 可琳さん ［福岡女子大学］

講義は毎回必ず受講し、見返して分かるようなノートづくりを心掛けました。模試を
受けるごとに必ずやり直しをするようにし、定期的に自分の志望先の模試を解きな
おすようにしました。
少しでも不安に思うことがあれば、東京アカデミーのスタッフに聞くことができたの
で、安心感という面でとてもよかったと感じています。また、筆記だけでなく、面接や
論文・ＳＰＩなどの過去のデータを知ることができたのも非常に大きかったです。
公務員試験について何もわからないまま一人で入校し、初めは不安でしたが、自然
と一緒に頑張る友人ができ、なんでもすぐ質問できる環境が整っていたので、とても
心強く勉強に励むことができました。長期間の勉強になるので、精神的にきつくなる
時もあるかと思いますが、目標を見失わずに程よく休憩日を入れながら頑張ってく
ださい。

福岡校

大分県 最終合格

和田 祐輝さん ［大分大学］

オンラインでの受講でしたが、講座は充実しており勉強するのが楽しかったことが東
京アカデミーに入会して良かったと思う一番の点です。綿密な講義スケジュールが徹
底されており、そのスケジュールを見てやる気を出していました。講師もユニークな先
生や話の面白い先生がいるなど講義を受けるのが待ち遠しい日もありました。問題
が解けず嫌になることもありましたが、東京アカデミーに通っている仲間にわからな
い箇所を質問し助け合って壁を乗り越えました。仲間に出会えたことも今では私の中
の財産となっています。最終合格した日、どれだけ達成感があったか、今でも合格者名
簿の中に私の受験番号があったときの嬉しさを思い出します。公務員試験はいわばマ
ラソンです。ゆっくりで良いのでまずは前を向いて走りましょう。東京アカデミーには
手厚いサポートと良い教材、良い環境が整っています。あとは自分自身が頑張るだけ
です！皆さんの合格を陰ながら応援しています！　Never give up!!!  Fight!!!

大分校

熊本県 最終合格

志原 由夏さん ［熊本県立大学］

私は、最後の模試も第一志望の熊本県庁はD判定でした。とても不安で焦りましたが、模試の結
果を冷静に分析し、自分が取り組まなければならない科目や単元を書き出し、「○○日までに×
×の過去問を解く」と目標を決めていました。自分が現実的に達成できる目標を立てて毎日コ
ツコツと勉強することで、モチベーションも維持できていたと思います。しかし、どうしてもやる
気が出ない日や不安でどうしようもない日もあると思います。その際は、目標設定のハードルを
下げてこの5問だけ解いたら、家でゆっくりする！友達とごはんに行く！など息抜きの時間を設け
ることをおすすめします。1度休憩することで、スッキリして勉強も集中できたと私は思います。
大学の友達が、民間企業就職でどんどん内々定をもらう5月や6月は気持ちも焦ると思います。
しかし、東京アカデミーには同じように公務員を目指し頑張る仲間がたくさんいて、いつでも相
談にのってくださる先生方がそばにいます。第一志望合格に向かって、最後まで諦めず頑張って
ください！

熊本校

福岡市 最終合格

吉本 彩峰さん ［西南学院大学］

公務員試験は教科も多く、範囲も広かったためとても大変でした。
効率よく勉強することが必要となるので、授業はしっかり受けて、復
習をしたらいいと思います。どうしても難しい単元や問題は諦めて、
勘で5択選んで大丈夫です。その分、得意な教科や頻出を多く勉強す
れば点数がとれると思います。勉強で精一杯かもしれないですが、
説明会に参加して志望先を決めて、その試験に必要な教科を集中し
て勉強するといいと思います。問題集の頻出度ABCや模試を活用し
て、効率よく点を取れるといいです。私は困ったことがあったら先生
や友達に頼っていました。勉強もたくさんしましたが、睡眠や息抜き
の時間もしっかりとって、ムダ時間をなくすことを心がけていまし
た。大変ですが、あまり無理せず頑張ってください。

熊本校

諫早市 最終合格

岩永 麻実さん ［長崎大学］

私は大学の先輩の紹介で東京アカデミーに入会しました。学習面では
とにかく過去問を解いて、3回に1回、参考書で振り返ることを行えば
少しずつ結果が出てくると思います。東京アカデミーの過去問は実際
に地方公務員試験に出題された問題が掲載されているので、実践感
を味わいながら問題を解いていました。面接練習は、早い時期から予
約を入れて何度も練習しました。その時に、事務局の方が話す内容な
どを一緒に考えて下さるので納得がいくまで修正しながら内容を固
めていきました。面接は話す内容ももちろん大切ですが1番は「笑顔
に自信がある」という姿勢で挑むことが合格のポイントかなと思いま
す。公務員試験は長期戦なので、友人や事務局の方と話したり、勉強を
しない日もたまに設けたりして気分転換しながら頑張ってください。

長崎校

福岡市 最終合格

吉村 風薫さん ［北九州市立大学］

東京アカデミー含め4校ほど公務員講座の説明を受け、その中でも電話・窓口ともに
丁寧に対応して頂いたこと、コロナ禍でも対面授業の受講もでき、学習スタイルや職
場との距離など生活スタイルに合う部分も大きかったことから、受講を決めました。
夜間の授業に加え、休日は必ず土日のどちらかは朝から夕方まで自習室に通うよ
うにしていました。教養3割、専門7割でとにかく過去問題を解きました。
東京アカデミーに通って一番良かった点は、何より面接練習を思う存分できた点で
す。指導して頂く先生も複数名、教務のスタッフもおり、多様な対策ができました。
大学に通いながら、仕事をしながらの公務員試験に向けての勉強はつらいことも
あると思います。そんなつらい状況をタフに乗り越えられる力も、公務員には求め
られることだと思います。試験の後に少しでも後悔が残らないよう、身体に気をつ
けながら頑張ってください！

福岡校

北九州市上級消防士 最終合格

中野 元晴さん ［北九州市立大学］

主に東アカの問題集をひたすら何周も解くという勉強法を行いま
した。その中で分からない、苦手な分野が見つかるので、そこをテ
キストで確認したり、先生方に教えて頂くようにしていました。分
からない分野のまとめを付箋に書き、ノートに貼り付けて何度も
確認しました。特に力を入れたのは数的推理と判断推理です。論文
対策は過去出題されたテーマについて書いて添削してもらい、面
接対策はひたすら東アカの講師の方々にアドバイスをもらうよう
にしました。皆さんへのアドバイスは自分の許容範囲で良いので、
とにかく毎日勉強を行うことが重要です。

北九州校
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