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●国家一般職（事務）
　北海道・東北
　関東甲信越
　東海北陸
　近畿・中国
　四国・九州

●国家一般職（技術）
　北海道・東北
　関東甲信越
　東海北陸
　中国・四国・九州
●国家一般職（農業土木）
●国家一般職（林業）
●国家一般職（氷河期：事務）
●税務職員
　北海道・東北
　関東甲信越
　東海北陸
　近畿・中国
　四国・九州

●裁判所職員一般職
　札幌高等裁判所
　仙台高等裁判所
　名古屋高等裁判所
　広島高等裁判所
　高松高等裁判所
　福岡高等裁判所

●入国警備官
●皇宮護衛官
●航空保安大学校学生
●海上保安大学校学生
●海上保安学校学生
●衆議院事務局
　一般職
　衛視
●刑務官
　北海道・東北
　近畿・中国
　四国・九州
●自衛隊一般曹候補生

●北海道　事務・技術

●青森県　事務・技術

●宮城県　事務・技術

●秋田県　事務・技術

●茨城県　事務

●埼玉県　事務

●千葉県　事務

●東京都　事務・技術

●東京消防庁　事務

●神奈川県　事務

●富山県　事務

●石川県　事務

●長野県　障がい者枠：事務

●岐阜県　事務

●静岡県　事務

●大阪府　事務

●奈良県　資格職

●岡山県　障がい者枠：事務・技術

●広島県　事務

●山口県　事務・技術

●香川県　事務・技術

●愛媛県　事務

●福岡県　事務

●長崎県　事務

●熊本県　事務

●大分県　事務・技術

●宮崎県　事務

●鹿児島県　事務・技術

●沖縄県　事務

●高知県
　土佐清水市
●福岡県
　福岡市
　粕屋南部消防本部
　飯塚地区消防本部
●長崎県
　長崎市
　県央地域広域市町村圏組合
●熊本県
　有明広域行政事務組合
　人吉下球磨消防組合
　水俣芦北広域行政事務組合
　八代広域行政事務組合
●大分県
　国東市
　佐伯市
　竹田市
　豊後大野市
　杵築速見消防組合
　日田玖珠広域消防組合
●鹿児島県
　鹿児島市
　霧島市
　薩摩川内市
　日置市
　南さつま市
　中種子町
　熊毛地区消防組合
　伊佐湧水消防組合

●愛知県
　大府市
　岡崎市
　春日井市
　蒲郡市
　小牧市
　豊田市
　豊橋市
　西春日井広域事務組合
　名古屋市
●三重県
　志摩市
●滋賀県
　甲賀広域行政組合
●京都府
　京都市
　京都中部広域消防組合
●大阪府
　大阪市
　忠岡町
　守口市門真市消防組合
●兵庫県
　明石市
　尼崎市
　猪名川町
　神戸市
　姫路市
●島根県
　松江市
●岡山県
　赤磐市
　岡山市
　笠岡市
　高梁市
●広島県
　江田島市
　東広島市
　広島市
　北広島町

●香川県
　坂出市
　高松市
　丸亀市
　大川広域行政組合
　三観広域行政組合
　小豆広域行政組合
●愛媛県
　今治市
　西条市
　松山市
　伊予消防等事務組合
　宇和島地区広域事務組合
　大洲地区広域消防事務組合

●北海道
　札幌市
　美深町
　北竜町
　渡島西部広域事務組合
　深川地区消防組合
●青森県
　青森市
　五所川原地区消防事務組合
　つがる市
　八戸地域広域市町村圏事務組合
　平内町
　弘前地区消防事務組合
　三沢市
●岩手県
　盛岡地区消防
●宮城県
　仙台市
　登米市
　亘理地区広域行政事務組合
　名取市
●秋田県
　秋田市
　男鹿市
　北秋田市
　能代市
●山形県
　山形市
　西村山広域行政事務組合
●千葉県
　千葉市
　八千代市
●東京都
　東京消防庁
●神奈川県
　横浜市
　二宮町
●新潟県
　魚沼市
●石川県
　金沢市
　奥能登広域圏事務消防本部
　白山野々市広域消防本部
●福井県
　福井市
●長野県
　中野市
　松本広域連合
●静岡県
　菊川市
　湖西市
　静岡市
　駿東伊豆消防組合

●鹿児島県
　姶良市　事務
　奄美市　事務
　指宿市　事務
　鹿児島市　事務・技術
　鹿屋市　事務
　霧島市　事務
　薩摩川内市　事務
　志布志市　事務
　垂水市　事務
　西之表市　事務
　日置市　事務
　枕崎市　事務
　南九州市　事務
　南さつま市　事務
　さつま町　事務
　中種子町　事務
　屋久島町　事務

●北海道
　旭川市　事務・技術
　恵庭市　事務
　小樽市　事務
　札幌市　事務・技術・資格職
　札幌市交通局
　滝川市　事務
　名寄市　事務
　愛別町　事務
　雄武町　事務
　上川町　事務
　上富良野町　事務
　下川町　事務
　白老町　事務
　新十津川町　事務
　豊頃町　事務
　美瑛町　事務
　美深町　事務
　福島町　事務
●青森県
　青森市　事務
　弘前市　事務・技術
　黒石市　事務・技術
　つがる市　事務
　平川市　事務
　三沢市　技術
　板柳町　事務
　大間町　事務
　大鰐町　技術
　鶴田町　事務
　野辺地町　事務
　藤崎町　事務
●宮城県
　仙台市　事務・技術・資格職
　大崎市　技術
　川崎町　資格職
　白石市　技術
　名取市　技術
　塩竃市　事務
　登米市　事務
　富谷市　事務
　石巻市　事務
●秋田県
　秋田市　事務・技術・資格職
　にかほ市　事務
　横手市　事務
　能代市　事務・技術
　由利本荘市　事務
　潟上市　事務
　湯沢市　事務
●福島県
　金山町　事務
●千葉県
　千葉市　事務

●埼玉県
　川口市　事務・資格職
　久喜市　事務
　さいたま市　事務
　深谷市　事務
●東京都
　特別区　事務・資格職
●神奈川県
　川崎市　事務
　相模原市　資格職
　座間市　事務
　大和市　資格職
　横須賀市　事務
　横浜市　事務・技術・資格職
●富山県
　射水市 事務
●石川県
　金沢市　技術
　志賀町　事務
　津幡町　事務
●長野県
　木曽町　事務
●静岡県
　静岡市　事務
　焼津市　事務
　藤枝市　事務
●愛知県
　安城市　事務
　岡﨑市　事務
　春日井市　資格職
●滋賀県
　大津市　資格職
●京都府
　京田辺市　資格職
　京都市　事務・資格職
●大阪府
　和泉市　事務
　大阪市　事務・資格職
　貝塚市　事務
　岸和田市　事務
　堺市　事務・資格職
　大東市　資格職
　高槻市　資格職
　東大阪市　事務
●兵庫県
　神戸市　資格職
　西宮市　事務

●岡山県
　岡山市　技術
　倉敷市　技術
　総社市　事務
　高梁市　技術
　津山市　技術
　備前市　事務 ・技術
　吉備中央町　 技術
●広島県
　広島市　事務 ・技術・資格職
●山口県
　下関市　事務
●香川県
　観音寺市　事 務
　さぬき市　事 務
　三豊市　資格 職
　香川県広域水 道企業団
●愛媛県
　松山市　資格 職
　内子町　事務
　松前町　資格 職
　松野町　事務 職
●高知県
　高知市　事務
●福岡県　
　うきは市　事 務
　北九州市　事 務
　久留米市　資 格職
　古賀市　事務
　福岡市　事務 ・技術
　宇美町　事務
　上毛町　事務
●長崎県　
　壱岐市　事務
　長崎市　技術
●熊本県　
　荒尾市　事務
　阿蘇市　技術
　宇土市　事務
　熊本市　事務
　水俣市　事務
　八代市　事務
　和水町　事務
　甲佐町　事務
　嘉島町　資格 職
　玉東町　事務
　益城町　事務
　美里町　事務
　山都町　事務
●大分県
　宇佐市　事務
　臼杵市　事務
　大分市　事務 ・技術
　杵築市　事務
　国東市　事務
　竹田市　事務
　津久見市　事 務
　中津市　事務 ・技術
　日田市　事務
　豊後高田市　 事務・技術
　由布市　事務
　玖珠町　事務

国家も！地方も！日本全国、北から南まで！

本気で 合格 めざすなら、東京アカデミー！ 2021年度高卒・短大卒程度

最終合格 実績一覧

国家公務員 市町村職員
（事務・技術・資格職）

●北海道警
●青森県警
●岩手県警
●宮城県警
●秋田県警
●埼玉県警
●千葉県警
●警視庁
●神奈川県警
●石川県警
●岐阜県警
●静岡県警
●愛知県警
●京都府警
●大阪府警
●兵庫県警
●奈良県警
●岡山県警
●広島県警
●香川県警
●愛媛県警
●福岡県警
●佐賀県警
●長崎県警
●熊本県警
●大分県警
●宮崎県警
●鹿児島県警

警 察 官

消 防 官

都道府県職員
（事務・技術・資格職）

※�一覧の職種の表記は、事務・行政職系は「事務」、
土木・電気・林業等は「技術」、看護師・栄養士・
保育士などは「資格職」で表記を統一しております。

国家一般職
事務東北

※試験地：青森市

最終合格
16名中15名が
東アカ受講生！

最終合格占有率

93.8％

税務職員
北海道

※試験地：旭川市

最終合格占有率
最終合格
11名中８名が
東アカ受講生！

72.7％

裁判所職員
仙台高等
裁判所

※試験地：青森市

最終合格
３名中３名が
東アカ受講生！

最終合格占有率

100％

青森県
一般事務

最終合格
５名中３名が
東アカ受講生！

最終合格占有率

60.0％

鹿児島県　
事務

最終合格
43名中27名が
東アカ受講生！

最終合格占有率

62.8％

秋田市
事務

最終合格
11名中６名が
東アカ受講生！

最終合格占有率

55.0％

札幌市
電気

最終合格
３名中３名が
東アカ受講生！

最終合格占有率

100％

青森市
事務

最終合格
13名中10名が
東アカ受講生！

最終合格占有率

76.9％

鹿児島市
事務

最終合格
16名中12名が
東アカ受講生！

最終合格占有率

75.0％

青森市
消防

最終合格
８名中５名が
東アカ受講生！

最終合格占有率

62.5％

鹿児島市
消防

最終合格
５名中５名が
東アカ受講生！

最終合格占有率

100％

★合格表記について★
・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。
・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2020年以前
の過年度受講生の合格者は一切含まれており
ません。
・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。
・他予備校や専門学校が掲載している合格実
績の中には、合格者数と合格先の数が一致し
ないなどの矛盾点がございますので、ご確認
することをお勧めします。
※�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。

岡山市
消防

最終合格
４名中３名が
東アカ受講生！

最終合格占有率

75.0％

合格祝いに
ゴディバのチョコ
貰いました！
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僕たち、私たち、
東京アカデミーで　　　　 しました！

まだまだ沢山の体験記があります！
その中の一部をご紹介っ！

合格者の声
東京アカデミー2021年度最終合格者

札幌市一般事務　最終合格

並河　美歩さん（札幌新川高校）

東京アカデミーで掴み取った合格
　東京アカデミーで使用しているテキストは要点がま
とめられており、何度も解き直す事で自然と実力がつ
いていきました。また、模試で自身の実力を測る事で
勉強のモチベーションアップにも繋がっていました。
　そして、独学での対策が難しい面接対策に特に力を
入れている点も東京アカデミーの強みだと思います。
私も、面接シートの添削から面接練習まで何度も付き
合っていただきました。
　私が自信を持って面接に臨めたのも、東京アカデ
ミーでの綿密な面接対策の賜物です。講師、スタッフ
の方々へこの場をお借りしてお礼申し上げます。

国家公務員 （就職氷河期世代）　最終合格

小山内　麻衣子さん（日本大学卒業）

一念発起しての挑戦
　私は長らく民間企業などで社会人経験を積んだ後、
一念発起、公務員採用試験に挑戦しました。　
　社会人採用試験で重要視されるのは面接です。官庁
が求めている人材に、自分の長所や職歴を上手く落と
し込んでいく準備が必要となるため、何度もアカデ
ミーの方にお願いし、たくさんのアドバイスを頂いて
面接カードを練り直しました。
　おかげで、実際の面接では何を聞かれてもスムーズ
に回答することができました。根気強くお付き合い頂
いたスタッフの皆様、ありがとうございました。

弘前地区消防事務組合　最終合格

山下　大輔さん（弘前学院聖愛高校卒業）

公務員目指すなら東京アカデミー！
　東京アカデミーに通って良かったと思う点は、自分
の課題としっかり向き合うことができるという点で
す。私はわからない問題などを講師の方々や友人に質
問し、苦手なままにしておかないということを意識し
て取り組んできました。その結果が最終合格に繋がっ
たと思っています。
�これから公務員試験を受験しようと考えている人は、
是非東京アカデミーに入り、素晴らしい先生方の下で
公務員試験合格を勝ち取ってください。応援していま
す！！

秋田県警　最終合格

菅原　実希也さん（秋田商業高校）

何事も諦めずにコツコツと！
　東京アカデミーに通って良かったことは、難しい問
題などの攻略をしっかり分かるまで教えてくれるとこ
ろです。筆記試験に自信の無かった私は先生の言う語
呂合わせや裏技をしっかりとノートにメモし、家での
復習にしっかりと活用していました。
�公務員試験は期間がとても長く、焦りだったり、友
達からの誘いであったり自分自身とても精神面で苦し
められました。しかし、自分は絶対に合格するという
強い気持ちを忘れずに取り組むこと、全ての誘惑に打
ち勝つこと、支えてくれた方々に恩返しをすることが
できたため、私は合格を掴み取れました。

合格

現役
合格 合格

現役
合格

税務職員（関東甲信越）　最終合格

添野　結加里さん（常総学院高校卒業）

リベンジからの合格
　私は東京アカデミーに入校する前に独学で勉強し、
一度公務員試験を受験していました。文章理解と数的
推理を特に苦手としており、次の年には合格したいと
思い東京アカデミーに入校しました。
　苦手だった科目も講師が教えてくれたことを繰り返
すうちに、段々とですが点数が取れるようになりまし
た。講師の方々は試験に出やすいポイントを重点的に
教えてくれますし、教材の『出たDATA問』は他に
はない、とてもよい教材だと思います。また、面接の
練習もとてもよい環境で行えました。

静岡市事務　最終合格

小山　大地さん（科学技術高校）

部活動と試験対策の両立
�私は６月から東京アカデミーに入校させていただき
ました。私はサッカー部に11月まで所属していたの
で、夏期補講には参加出来ず、焦りもありましたが，
東アカでいただいたテキストや、わかりやすい授業の
復習をすることで合格を勝ち取ることができました。
　私は、授業が入っていない日でも面接練習の予約や
充実した自習室を使用することで、周りの人に遅れを
取ることなく勉強できることが東アカの魅力の一つで
あると思います。公務員をこれから目指す方にはぜひ
お勧めしたいです。

合格 現役
合格

名古屋市消防　最終合格

竹内　瞳さん（津島東高校）

自分にあった学習計画
　５月まで部活に励み、試験までの時間がないことが
不安でしたが、自分の生活リズムに合ったコースが
あったため東京アカデミーを選びました。
　スタッフの方は、学習計画について具体的にアドバ
イスをしてくださり、勉強を始めるのが遅かった私に
合う学習計画を提案してくれ、最後までなまけずに勉
強することができました！

京都市行政　最終合格

上原　雪奈さん（朱雀高校）

公務員対策ゼロから合格への道のり
　受講した感想については、非常に丁寧だな、という
のが１番の感想です。本当に基礎の基礎から教えてい
ただくことができ、知識の全くなかった私でも理解の
できる講義だったと思います。
　私自身、公務員試験の勉強が全然うまくいかず、悩
んだ時期がたくさんありました。ですが、努力したこ
とは絶対に裏切らないと思います！ですので、目の前
の結果に左右されず、先の未来を見据えて頑張ってく
ださい！

京都府警　最終合格

溝口　拓実さん（桜宮高校卒業）

夢を叶える近道
　公務員になる夢をかなえるため、東京アカデミーに
入会しました。全講義に出席し、講義後は復習し、苦
手科目も力を入れて取り組みました。どの先生も出題
分野を分かりやすく教えてくれるので、どんどん実力
がつき過去問が解けるようになりました。
　面接対策では何度も練習をしていただいたおかげ
で、喋るのが苦手でも格段に話せるようになり、その
結果複数合格をもらうこともできました。不安になる
こともあると思いますが、コツコツと頑張れば必ず結
果が出ると思うので頑張ってください！

岡山県土木技術職　最終合格

片山　隼汰さん（岡山工業高校）

わかりやすいテキスト！先生の丁寧な対応！
　東京アカデミーは１次試験の対策がとても充実し
ていると感じました！特にテキストが分かりやすく、
そのテキストを使っての授業が良かったです。先生
の教え方も良く、質問にもしっかり対応してもらえ
たので１次試験の対策で困ったことはありませんで
した。
　２次試験の対策も、面接練習や作文の内容を見て
的確に指導をしてもらうことができたのが良かった
です。

合格

現役
合格

現役
合格

大分市事務　最終合格

本田　琴さん（大分西高校卒業）

楽は苦の種、苦は楽の種
　東京アカデミーは他の学校と比べ、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。講師の講義が
本当に分かりやすく、スタッフともお話がしやすくて、通っ
て良かったです。
　また、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。
講師やスタッフの皆様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。諦めなければ必ず合格できます。

鹿児島県一般事務　最終合格

池田　真哉さん（鹿児島高校卒業）

実績の東京アカデミー！
　公務員試験を受けるにあたって独学では厳しいと感じ、実
績のある東京アカデミーを選んで入校しました。集中して講
義を受けて、その後はとにかく出たDATA問を何回も解き
ました。模試が毎週実施されるので、実力の確認と弱点の
把握に役立ちました。また、面接練習は可能な限り予約を
入れて、練習に取り組み自信をつけることができました。
　講義をしっかり受けることが前提ですが、ポイントは「自習」
です。東京アカデミーの自習室などを利用して１日８時間以
上は勉強しました。毎日の講義と自習によって、できるだけ
苦手科目（捨て科目）を減らすことが大事だと思います。

合格

現役
合格

合格

最終合格

国家一般職事務（北海道）
最終合格

川崎　莉生さん
（富良野高校）

現役合格

石川県行政
最終合格

三浦　あいさん
（七尾高校卒業）

青森県教育事務
最終合格

松居　愛佳さん
（青森北高校卒業）

仙台市消防
最終合格

菅野　翔平さん
（名取北高校）

現役合格

東京消防庁Ⅲ類
最終合格

岡村　励さん
（横須賀大津高校）

現役合格

衆議院衛視
最終合格

廣沢　絢太郎さん
（横浜商業高校）

現役合格

大阪府行政
最終合格

新田　開さん
（浪速高校）

現役合格

鹿児島市消防
最終合格

野上　歓和さん
（鹿児島南高校）

現役合格

愛媛県警
最終合格

藤本　小迪さん
（東温高校）

広島市行政事務
最終合格

髙山　栞さん
（広島観音高校）

現役合格

福岡市技術
最終合格

福山　陽介さん
（八女工業高校）

現役合格

大分市事務
最終合格

藤原　桃子さん
（大分商業高校卒業）

現役合格

東アカ
　最高！ 仲間と一緒に

合格しました！！
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講師力

教材力

模試力

情報力

コース受講生の強い味方
公務員の指導を続けている
プロの集まり
★説明がとにかくうまい！
★試験傾向に詳しい！
★合格してほしいという熱意がスゴイ！
★親身で丁寧、気合も十分！

模試をフル活用しよう！
学習の進捗チェックに模擬試験は超重要!
★受験者多数！36,711人（2021年度高卒・大卒合計実績）
★成績表の分析が分かりやすい
★本番と同時間、同形式（貴重な本番経験）
★豊富な実施回数（最大５回）
★模試問題から本試験問題へ的中多数

コース受講生しか入手できない情報
創立以来55年の蓄積データからの分析
★筆記試験の科目別出題傾向
★面接質問例集
★先輩受講生の受験レポート
★全国各地区のリアルタイム情報

情報を分かりやすくまとめた
人物試験対策
パーフェクトガイド
過去の面接質問例、ポイントなどを
一冊にまとめた超お宝データ。

全国29校のネットワーク
東京アカデミーイントラネットから
全国の試験情報をいつでも提供できます！

教材の心配なし！
どこも真似のできない教材の力（質と量）
★30年以上改訂を重ねる参考書
★本試験に的中問題が続出
★非公開の過去問題も掲載
★最新時事、人物対策もすべて専用教材

★本試験過去問題を収録
★非公開の地方初級過去問も多数掲載
★頻出度ランク掲載
★本シリーズ掲載問題数なんと2,016問（内非公表問題657問）

★出題傾向、職種情報、時事・作文・面接など
　豊富な補助教材（データ提供含む）

★30年以上の改訂を重ねたベストセラー参考書
★基礎から本試験レベルまで無理なくステップアップ
★分野ごとに重要度を表記
★レベル別問題掲載

問題集　出たDATA問

補助教材
情報データ

イントラネット

手書き報告書

参考書
オープンセサミシリーズ

伊藤 智明
【担当科目】
 一般知能
 自然科学

毛利 慰佐久
【担当科目】
 一般知能
 自然科学

池田 睦
【担当科目】
 一般知能

森口 秀子
【担当科目】
 人文科学

言葉をかけてくださり気合いが入りま
した。授業後でも質問すれば親身に対
応してくれたため、分からない問題を
すぐに解決することができました。
（衆議院衛視採用：廣沢　絢太郎さん）

Analysis
模擬試験の問題から
たくさんの的中問題が、本試験で出題されています。

Variation
事務系から警察・消防まで
問題数・レベルともに幅広い種類
★１月 チャレンジスタート模試（40問）
★４月 第１回模試（50問）
★５月 第２回模試（40問）
★６月 第３回模試（警察官型50問）
★７月 第４回模試（50問）

Quick
成績表は、PC、スマホ、タブレットで
閲覧。成績の配信も会場実施日から
２週間程度ですぐに確認できます

本試験さながらの会場受験
本試験で気後れしない貴重な経験

Follow
模試解説で、わからなかった箇所も解決！
※解説講義の実施の有無は校舎によって異なります。

Real

コース
受講生
限定

これまでの先輩受講生が手書きで
残してくれた報告書、体験記から
先輩方のリアルな手書き報告書は
お役立ちレア情報も満載です！

第１回　教養50問型模試　政治
【No. ３】�　アメリカの政治制度に関する次の記述Ａ～Ｄのうち，妥当なも

ののみを全て挙げているのはどれか。

Ａ�　国家元首であり行政府の長である大統領は，有権者が選んだ大統領選
挙人により選出され，任期は４年で，三選は禁止となっている。

Ｂ�　大統領は，連邦議会に対して法案提出権を有していないが，議会に対
して教書を送り，立法の勧告を行うことができる。また，議会が可決し
た法案に対して拒否権を有している。

Ｃ�　連邦議会は，上院と下院で構成され，大統領に対する不信任決議権を
有している。大統領は，連邦議会で不信任決議案が可決されると，任期
の途中であっても必ず辞職しなければならない。

Ｄ�　連邦最高裁判所は，議会が制定した法律や政府の発した命令などが憲
法に違反していないかを審査する違憲立法審査権を有していない。

１　Ａ，Ｂ　　　２　Ａ，Ｃ　　　３　Ａ，Ｄ　　　４　Ｂ，Ｃ

５　Ｂ，Ｄ

� 正答　１

地方初級（2021年9月26日実施）　政治
〔No.３〕�　アメリカの政治制度に関する次の記述のうち妥当なのはどれか。

１�　大統領選挙に立候補できるのは連邦議会議員のみであり，大統領に就任した
後は，大統領と連邦議会議員を兼職する。

２�　連邦議会は上院と下院から構成される。下院議員は国民からの選挙によって
選出され，上院議員は各州の州知事によって任命される。

３�　連邦議会は大統領に対して不信任決議をする権限を持ち，大統領は連邦議会
を解散する権限を持つことで，立法府と行政府が互いを抑制し合っている。

４�　大統領の所属政党が連邦議会の多数派になるとは限らず，大統領が連邦議会
と対立することもある。

５�　立法権は連邦議会に属するため，大統領は連邦議会で可決された法案を拒
否することができない。

� 正答　４

※聞き取り調査による問題での的中となり，実際の出題とは多少異なる場合があります。

他にも多
数の

的中問題
が

あります！

一次試験を全て突破できたのは間違いな
く東アカの質の高い講義のおかげです。
（鹿児島県一般事務採用：當房　香凜さん）

教え方が上手い！分かりやすい！授業中
の先生のお話が面白く、授業を飽きずに
しっかりと聞いて受けることができた。
（青森県教育事務採用：松田　瑠菜さん）

先生や職員の方との距離が近く、いつ
でも相談できる環境がモチベーション
の維持につながった。
（京都府警採用：吉川　幸輝さん）

※教材は2022年度のものを掲載しております。

思いは一緒！

公務員試験

最終合格一直線！！

定期的にある模試では勉強の進捗状況
を把握でき、弱点を見つけ出せるので、
さらに効率よく勉強に打ち込むことが
できます。
（上富良野町事務採用：工藤　雄介さん）

試験後に解説をすることで、答えを導き
出した過程を忘れないうちに誤りを見つ
け出すことができ、効率的な学習に繋が
りました。
（税務職員採用：髙見　尚也さん）

模試の結果をもとにした面談を通してい
ろいろなアドバイスをしてくださったの
で、とても助かりました。
（石川県行政採用：三浦　あいさん）

定期的に本番に近い形で模試があるた
め、本番の時に全く困りませんでした！
（丸亀市消防採用：和田　海成さん）

効率よく勉強に打ち込むことができます。一次試験
を受ける前から過去に聞かれた質問をまとめた冊子
を頂けたため、何を聞かれるかという不安もなく、質
問に対する自分なりの答えをもつことができました。
（北海道警採用：半田　歩鈴さん）

試験日や試験内容などの試験情報のサポートもして
いただけたのがとても助かりました。過去の合格者
の体験談や受験報告書などの情報がとても豊富で、
東京アカデミーにしかない良さだと思いました。
（岡山市消防採用：原田　竜汰さん）

入会校舎以外の自治体を受験する
場合でも、他校舎に問い合わせて
いただき、情報をすぐに入手でき
る点がよかった。
（鹿児島市採用：上枡　厚廣さん）

※５月に公立保育所試験対策模試を実施する校舎もございます。
※オンライン受講生は有料で受験できます。
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面接試験の対策はもちろ
ん、姿勢や話し方、返事
の仕方など自分でも気づ
きにくいところまで細か
く指摘してくれる！
（弘前地区消防採用：
� 石川　奏宇さん）

みっちり指導をしていただきま
した。礼儀作法まで教えてもら
いました。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！
（税務職員採用：
� 徳丸　結愛さん）

話し方、目標、スピードなど自分に
足りないことはすべてアドバイスを
してくれました。二次試験対策にか
なり力を入れて取り組めたので、
通ってよかったと満足しています！
（西春日井広域事務組合消防本部
� 採用：伊藤　翼さん）

面接準備力 作文・適性試験・必勝ガイダンス

≪担当スタッフより≫

ゼロから実践練習まで
すべてお任せください。

�・全コース作文の書き方やテーマ別解説講義あり！
�・文章を書く力はもちろん、時事等の知識も身につけられる！
�・模試の際に記入した作文は添削指導！

�・国家公務員や多数の地方自治体で課せられる！
�・様々なパターンの適性試験練習帳（全20回）を提供！
�・とにかく慣れる！が肝心。反復練習で得点力をあげよう！

国家および全国主要自治体（事務）で
� 適性試験が課せられる自治体（一例）

≪担当スタッフより≫

1人ひとりに合わせて
しっかり対策します！

入退室のマナーも
繰り返し練習！
第一印象が肝心！

表情！
イキイキ

笑顔！
さわやか

動作！
キビキビ

印象！
さわやか

服装！
ビシッ

熱意！
いっぱい

口調！
ハキハキ

答え方！
メリハリ

背筋！
ピーン

回数無制限の
面接実践練習

次は、回答を短く！を
目標にやろう

回答シナリオに
合わせた表情の練習

そこで笑って、
ここは真剣に

面接練習を
スマホで動画撮影

ここの表情が
まだ固いね

評価のポイントや配点比率は？
どんな質問があるの？
回答のコツは?!などなど…

背筋はピンと！
手は揃えて伸ばそう！

なぜ〇〇になりたい？
どんな活躍をしたい？
などなど…

どんな職種があるの？仕事の魅
力は何？具体的な仕事内容は？
実際に勤務されている方からの
説明会も実施！

なぜ公務員になりたい？
何が強み？何が苦手？
誇れる経験？苦手克服法？など。
自分のことを深く知ることが
できる50項目！

①面接対策を知ろう ②公務員の仕事を知ろう

③着席姿勢や礼の仕方、
　良い声の出し方も対策！

国家一般職 千葉県銚子市 兵庫県姫路市 愛媛県新居浜市
税務職員 岐阜県岐阜市 奈良県桜井市 福岡県北九州市

北海道北斗市 愛知県一宮市 奈良県五條市 福岡県久留米市
青森県青森市 愛知県春日井市 和歌山県和歌山市 福岡県朝倉市
青森県弘前市 三重県津市 和歌山県橋本市 熊本県天草市
青森県つがる市 三重県四日市市 広島県三原市 大分県別府市
青森県十和田市 滋賀県大津市 山口県山口市 大分県臼杵市
青森県三沢市 京都府福知山市 山口県宇部市 大分県日田市
秋田県潟上市 兵庫県南あわじ市 香川県三豊市 鹿児島県姶良市
秋田県横手市 兵庫県赤穂市 愛媛県松山市 （2021年度）

⑤50項目の面接準備シート作成

④面接カード作成
　アドバイス

確
か
な
準
備

豊
か
な

 

表
現
力

面接試験情報・面接カード作成アドバイス、
基本姿勢や動作などもしっかりフォロー！
※教室対面講義生のフォローとなります。
※オンライン受講生でご希望の方は申込校舎にお問合せください（有料）。

もちろん
オンラインでも実施

!

面接試験のポイントを伝授！

　志望自治体の
　　　出題科目、傾

向、そして採点基準
は？

併願作戦！
試験スケジュールを

上手に組み立てよう
!

効果的に
　学習しよう！

一次試験から最終試験までお任せくださいっ！

公務員試験指導のプロがあなたを最終合格まで導く!!

作 文試験対策！～ほとんどの試験で実施～ 適 性試験対策！～試験によっては足切りもあり～

必 勝ガイダンス！

その他対策も充実！

どんどん
自信が深まる！

実践面接対策もスゴイ！
個別面接はモチロン、集団面接・集団討論・
グループワーク…一次試験合格先にあわせて
徹底対策！

※個別面接練習は1試験あたり2～3回を目安にしています。
※教室対面講義生のフォローとなりますが、校舎や合格先によって内容が異なる場合がございます。
※オンライン受講生でご希望の方は申込校舎にお問合せください（有料）。

面接指導力

知れば知るほど

やる気MAX!

資料も
充実 !
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全日制 夜間部/夜土部/夜日部 日曜部 模試/トピック

合格のカギは早期開始！
公務員試験って何？から
無理なく本講座を迎えよう!

各科目の
頻出分野を
要チェック!!

学習ペースに慣れるまで、公務員
試験のパンフレットや先輩の体験
談（受験レポート等）を見ていき
ましょう。
2023年1月
チャレンジスタート模試

全国模試で学力チェック！
得点が伸び悩む時期は経験豊富
な教務への相談も解決への近道
です。

※テキスト写真は全て2022年度のものを掲載

重要事項を凝縮した
　オープンセサミで知識と
　　解法パターンをマスター

4月
第１回教養50問型模試
５月
第２回教養40問型模試
６月
第３回警察官型模試本講座で差がつく!!

ここからの学習によって合
格をグッと引き寄せます。

過去問題を制する者は、
本試験も制する！
繰り返し出題される過去問
題を何百問も演習します！

合格への秘訣は
　出たDATA問にあり
　　合格へラストスパート!!

７月
第４回教養50問型模試
９月
国家一般職・税務職員
WEB採点会

週1～2回のペースから学習スタート！

中学や高校で履修しない(少ない)
　数的推理・判断推理は出題数も多い
　　ため早期学習をおススメいたします◎

合格の土台はオープンセサミ
使用の本講座にあり

� （2021年度データ）

科　目

試　験

一　般　知　識 小

計

一 般 知 能 小

計

合

計

時

間

政
治･

経
済･

社
会

世

界

史

日

本

史

地

理

思

想

文
学
・
芸
術

国

語

英

語

数

学

物

理

化

学

生

物

地

学

文
章
理
解

数
的
推
理

判
断
推
理

空
間
把
握

資
料
解
釈

国家一般職（高卒者）
税務職員 5 2 1 2 1 0 2 2 1 1 1 1 1 20 7 4 5 2 2 20 40 90分

地方公務員
全国パターン（9/19） 9 2 2 1 0 0 0 0 1 1 1 2 1 20 6 4 4 4 2 20 40 120分

地方公務員
全国パターン（9/26） 8 2 2 3 0 0 3 0 1 1 2 2 1 25 8 6 5 4 2 25 50 120分

受講生の皆さんの努力を称え、合格を喜び合う瞬間試験結果判明時期：2023.11～12月

2023.9～10月 １次試験実施時期

2023.10～12月 ２次試験実施時期

基礎力養成完成講座 　本格的な講座に入る前に公務員試験の科目に慣れよう

 本講座　試験傾向を徹底分析、各科目バランスよく、知識の定着を図ろう

夏期総まとめ講座　過去問・予想問を解いて内容を理解し、実践力を養成しよう

要点整理講座

面接練習
※P8参照

３月

11月

４月

７月

９月

11月

●コースバリエーション

全日制 主に平日の日中で受講

夜間部
夜日部
夜土部

主に平日の夜間で受講
平日夜間と日曜の日中で受講
平日夜間と土曜の日中で受講

日曜部 日曜の日中で受講
※オンライン講義はZoomを使用します♪

校 舎 名 コース
2022年 2023年

11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9

旭 川 校

全日制 ― 教室対面

夜間部 教室対面

日曜部 オンライン ―

札 幌 校

全日制 ― 教室対面

夜間部 教室対面

日曜部 オンライン ―

函 館 校
全日制 ― オンライン ―

日曜部 オンライン 教室対面 ―

青 森 校

全日制 教室対面
夜日合同

教室対面

夜日部 教室対面

日曜部 （通信講座で学習） 教室対面 ―

仙 台 校
全日制 ― 教室対面

日曜合同
教室対面

日曜部 ― 教室対面 ―

秋 田 校

全日制 教室対面
夜日合同

教室対面

夜日部 教室対面

日曜部 オンライン ―

津田沼校
全日制 ― オンライン ―

日曜部 オンライン ―

大 宮 校 全日制 ― オンライン ―

東 京 校 全日制 ― オンライン ―

池 袋 校 日曜部 オンライン ―

立 川 校
全日制 ― オンライン ―

日曜部 オンライン ―

横 浜 校 日曜部 オンライン ―

新 潟 校
全日制 ― オンライン ―

日曜部 オンライン ―

静 岡 校

全日制 ― オンライン 教室対面

夜日部 教室対面

日曜部 オンライン ―

金 沢 校
全日制 ― オンライン 教室対面

日曜部 オンライン 教室対面

名古屋校

全日制
教室対面夜日合同

教室対面

夜日部 教室対面

日曜部 オンライン ―

校 舎 名 コース
2022年 2023年

11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9

京 都 校
全日制 ― オンライン ―

日曜部 オンライン 教室対面 ―

大 阪 校
全日制

教室対面日曜合同
教室対面 ―

日曜部 教室対面 ―

難 波 校

全日制 ― オンライン ―

夜間部 ― 教室対面 ―

日曜部 オンライン ―

神 戸 校

全日制 ― オンライン ―

夜間部 ― 教室対面 ―

日曜部 オンライン ―

岡 山 校

全日制 ― オンライン 教室対面 ―

夜間部 教室対面

日曜部 オンライン ―

高 松 校

全日制 ― オンライン 教室対面 ―

夜土部 ― 教室対面

日曜部 オンライン 教室対面 ―

松 山 校

全日制 ― オンライン 教室対面 ―

夜日部 ― 教室対面

日曜部 オンライン ―

広 島 校
全日制 ― 教室対面

日曜合同
教室対面 ―

日曜部 オンライン 教室対面 ―

大 分 校
全日制

教室対面日曜合同
教室対面

日曜部 教室対面 ―

福 岡 校
全日制

教室対面日曜合同
教室対面

日曜部 教室対面 ―

長 崎 校
全日制 ― 教室対面

日曜合同
教室対面

日曜部 オンライン 教室対面 ―

熊 本 校
全日制

教室対面日曜合同
教室対面

日曜部 教室対面 ―

鹿児島校

全日制 教室対面
夜間合同

教室対面

夜間部 教室対面

日曜部 オンライン ―

市町村・消防試験では時事の出
題が増えています。
話題のトピックを整理しよう!

公務員試験に必要な対策を
100％組み込んだ
年間スケジュール

ご希望の校舎をチェック♪
教室対面講義・オンライン講義
公務員必勝講座 一覧表

目標はひとつ、公務員試験最終合格！

※�教室対面講義でも、感染症流行等で国や自治体から要請があった場合、教室定員を超えた場合、大雪や台風などの天候、県外講師の講義や全コース合同講義やイベントなどの状況に応
じ、オンラインもしくはハイフレックス（教室・オンライン選択）での受講となる場合がございます。
※オンライン講義にはZooｍを使用いたしますので、視聴端末にZoomアプリのインストールとネット接続環境を整えた上で受講をお願いします。※全国パターン（９/19）はstandardⅡを掲載しています。

公務員試験科目別出題数一覧受験科目が共通だから
併願しやすい！

東アカの必勝スケジュールで

公務員試験合格の夢を掴もう!

最寄りの校舎で受講！
ご自宅で受講！

教室対面講義！ オンライン講義！
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目で（講義を見る）！ 耳で（講義を聴く）！ 手で（板書を取る）！ 口で（発言をする）！
　　　　　そして…　周りにライバルがいる、仲間がいる、その熱気を　 肌で感じるから頑張れる！！

教室対 面LIVE講義五感をフル活用！迫力の

※写真はコロナウィルス感染拡大前に撮影したものも含まれます。当面の間、講義の際はマスクの着用をお願いします。
※�教室対面講義でも、感染症流行等で国や自治体から要請やそれに準ずる場合・教室定員を超えた場合・台風や大雪などの天候状況・県外講師の講義・全コース合同講義やイベントなどの
状況に応じ、オンラインもしくはハイフレックス（教室対面・オンラインから選択）での受講となる場合がございます。

最 終合格まで導く教室対面講義ならではのフォロー！

例えば、台風・大雪などの日も安心！
交通機関の運休や遅延の恐れなどがある日はハ
イフレックス講義（教室・オンラインから選択）
を実施！

面接試験の対策もバッチリ！
面接カードのチェック、受験先にあわせて
個人・グループなど多様な面接練習を実施！

だから合格する！できる！ 教 室対面講義のココがいい！！

直接、目で肌で受講生の理解度を把握しながら講義を
しています。質問があれば、講義終了後すぐにフォロー
できます。（講師）

教室での対面講義だからこそ、いち早く、困っていること�
不安なことをキャッチして解決いたします！（スタッフ）

日頃のあいさつや表情など「7つの約束 ( 挟み込み参照）」
が実行できているかスタッフがチェックできる♥�（スタッフ）

先生の個性やインパクトなどで授業で学んだ内容を
覚えやすい！( 鹿児島市役所採用：上枡　厚廣さん）

講師の個性を肌で感じられたので、授業が楽しい！そして
わかりやすい！( 青森市役所採用：織田　刻さん）

講師も教務も親身になって話を聞いてくれる 学習のモチベー
ションを維持できました！(山形市消防採用：鷹觜　未香子さん）

周りには自分と同じく公務員を目指す仲間がたくさん
いて、教室に入る度に気合いが入り、集中して取り組む
ことができました。( 国家一般職採用：出町　龍成さん）

東京アカデミーに通うことで同じ目標をもつ仲間と共に成
長できて良かったです。(静岡県警採用：井上　芽唯さん）

グループワークは特に本番と近いシチュエーションで練習出来
たので有り難かったです。また一緒にグループワークをした仲
間達とアドバイスを出し合うことで、自分の長所や短所を再発
見することも出来ました。(青森県庁採用：花田　咲希さん）

目標はひと
つ、

公務員試験
最終合格！

ライバル＝最高の
仲間と

� 切磋琢磨しよう！

選択
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グループでの対策や質問タイムで講師や仲間の存在が身近！
 東アカのオンライン講義はスゴイ！オンデマンドや WEB 動画と　 の違いを体感しよう！！

オンライ ンLIVE講義視聴するだけじゃない！納得の

目標はひと
つ、

　公務員試
験最終合格

！

使　　　いやすく、

学校の授業などでも
なじみのある 　　　 で配信！

だから合格する！できる！

最 終合格まで導くオンラインならではのフォロー！

LIVE講義を当日受講できなくても
安心の録画視聴フォロー付き！
講義日の３日後から、各タームの終了日の２週間後以内で
あれば、いつでも好きな時に視聴できます！

※視聴期間についての詳細は、オリエンテーションにてご案内いたします。

※�上記以外の受講生フォロー（面接練習や模試および解説ほか）は有料となります。ラインナップや受講料などの詳細は申込校にご確認ください。

LIVE 講義だから
� モチロン質問もできる！
分からなかったところは講義後に
チャットや音声オンで直接講師に�
質問できます！

急な仕事が入って、
講義に間に合わないっ

見逃した講義は、
次の休みの日に視聴♥

東 アカのオンライン講義のココがいい！

チャット機能・反応ボタンを利用し、一方的に
講義を受講するのではなく、視聴者に配慮した
講義を提供しています。（スタッフ）

LIVE 講義のメリットである他の受講生と対話や質問でき
る時間をとることで、オンデマンドの独学感とは違う緊張
感・一体感をもった講義を提供します！（講師）

北海道から沖縄まで！
全国の受講生に画面を通してでも、熱気が伝わってくる
講義を届けます！（スタッフ）

質問お待ちしています！
講義後、リアルタイムでお答え
します！（講師）

オンラインだけど

 一人じゃない！

仕事との両立ができました！(大分県庁採用：澤　優太さん）

家からZoomを通して受講することができ、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。(熊本市役所採用：服田　航輝さん）

家でゆっくり集中できたり、どこでも受講できたりするの
が良かったです。(尼崎市消防採用：中渡瀬　翼さん）

先生が資料を用いて講義を進めていく際にも、
画面で資料を映していただき助かりました！
(京都市消防採用：白岩　伶央さん）

問題を解いた後に、進度についてこれているかをその都
度確認いただけたので安心して講義を受けられました。
(京都市役所採用：上原　雪奈さん）

※録画のためチャットには 
　対応しておりません。 ヨカッタ！

Zoom
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目標はひとつ、
公務員試験最終合格！ 全 日 制

講義の熱意や仲間の
存在を肌で感じたい方！
最寄りの校舎で
教室対面講義がオススメ！

選べる
受講形式

公務員筆記試験突破に
必要な対策をしっかり盛り込んだ
絶対に合格したい方のためのスペシャルコース

遠方にお住まいの方、
通学が難しい方、

自宅で学習したい方など
オンライン講義がオススメ！

教室対面講義でも、感染症流行等で国や自治体から要請があった場合、教室定員を超えた場合、大雪や台風などの天候、県外講師の講義や全コース合同講義
やイベントなどの状況に応じ、オンラインもしくはハイフレックス（教室・オンライン選択）での受講となる場合がございます。

校舎
開講日（オリエンテーション実施日） 講義終了

予定
講義曜日と時間帯

11月生 １月生 ２月生 ３月生 ４月生

旭川校 ― ― ― ― ４月６日（木） ９月中旬 ４／６以降 教室対面
月～土の週４～５回
13：00-17：15

札幌校 ― ― ― ― ４月６日（木） ９月中旬 ４／６以降 教室対面
平日の週４～５回
11：00-18：00

青森校 11月27日（日） １月15日（日） ２月12日（日） ３月11日（土） ４月８日（土） ９月中旬

２／11まで
教室対面
夜日合同

平日の週１～２回
18：20-20：25

２／12以降 教室対面
平日の週３～５回
11：00-18：05

仙台校 ― ― ２月12日（日） ３月12日（日） ４月６日（木） ９月中旬

４／５まで
教室対面
日曜合同

月１～３回程度の日曜
10：00-17：30

４／６以降 教室対面
平日の週４～５回
11：00-18：05

秋田校 11月27日（日） １月15日（日） ２月12日（日） ３月11日（土） ４月８日（土） ９月中旬

３／10まで
教室対面
夜日合同

月１～３回程度の日曜
10：00～17：30

３／11以降 教室対面
月～土の週４～５回
11：00-18：05

静岡校 ― ―
７月中旬までオンライン講座を受講します。
開講日についてはオンライン講座の欄を�
ご覧ください。

９月中旬

７月中旬まで オンライン
平日の週３～５回
11：00-18：00

夏期以降 教室対面
平日の週４～５回
11：00-18：00

金沢校 ― ―
７月中旬までオンライン講座を受講します。
開講日についてはオンライン講座の欄を�
ご覧ください。

９月中旬

７月中旬まで オンライン
平日の週３～５回
11：00-18：00

夏期以降 教室対面
平日の週４～５回
11：00-18：00

名古屋校 11月27日（日） １月15日（日） ２月12日（日） ３月10日（金） ４月９日（日） ９月中旬

４／５まで
教室対面
夜日合同

平日の週１～３回�18：50-20：50
月１～３回の日曜�９：30-16：40

４／６以降 教室対面
平日の週４～５回
11：00-18：10

大阪校 11月27日（日） １月８日（日） ２月12日（日） ３月12日（日） ４月６日（木） ８月下旬

４／５まで
教室対面
日曜合同

月１～３回程度の日曜
10：00-17：20

４／６以降 教室対面
平日の週３～５回
11：00-18：00

岡山校 ― ―
７月中旬までオンライン講座を受講します。
開講日についてはオンライン講座の欄を�
ご覧ください。

８月下旬

７月中旬まで オンライン
平日の週３～５回
11：00-18：00

夏期以降 教室対面
平日の週４～５回
11：00-18：00

全日制ならではの対策のご紹介や合格者コメントは次のページに掲載しています！

※�オンライン講座は、津田沼校からの配信となりますので、オンライン講座についてのご質問は津田沼校（P30参照）にお問合せください。また、教材は原則として、津田沼校からの配送と
なります。お申込み完了からお届けまで３～４日程度かかる場合がございます。

※�開講日にはオリエンテーションを実施しますので、詳細はお申込後にご案内いたします（校舎によって引き続き講義を実施する場合もございます）。
※�教室対面でのフォロー対策実施の際の終了時間は、対策内容によって異なる場合がございます。
※�オンライン講座は、開講日以降でもお申込が可能です。実施済の講義は、見逃し配信フォロー（P14参照）にて、ご視聴いただけます。
※�６月以降や夏期総まとめ講座からお申込みできる校もございます。詳細は挟み込みのご案内をご覧ください。

校舎
開講日（オリエンテーション実施日） 講義終了

予定
講義曜日と時間帯

11月生 １月生 ２月生 ３月生 ４月生

高松校 ― ―
７月中旬までオンライン講座を受講します。
開講日についてはオンライン講座の欄を�
ご覧ください。

８月下旬

７月中旬まで オンライン
平日の週３～５回
11：00-18：00

夏期以降 教室対面
平日の週４～５回
11：00-18：00

松山校 ― ―
７月中旬までオンライン講座を受講します。
開講日についてはオンライン講座の欄を�
ご覧ください。

８月下旬

７月中旬まで オンライン
平日の週３～５回
11：00-18：00

夏期以降 教室対面
平日の週４～５回
11：00-18：00

広島校 ― ― ２月12日（日） ３月12日（日） ４月６日（木） ８月下旬

４／５まで
教室対面
日曜合同

月１～３回程度の日曜
10：00-17：15

４／６以降 教室対面
平日の週３～５回
11：00-18：00

大分校 11月27日（日） １月８日（日） ２月12日（日） ３月12日（日） ４月６日（木） ９月中旬

４／５まで
教室対面
日曜合同

月２～４回程度の日曜
10：00-17：00

４／６以降 教室対面
平日の週４～５回
11：00-18：00

福岡校 11月27日（日） １月８日（日） ２月12日（日） ３月12日（日） ４月６日（木） ９月中旬

４／５まで
教室対面
日曜合同

月２～４回程度の日曜
10：00-17：00

４／６以降 教室対面
平日の週４～５回
11：00-18：00

長崎校 ― ― ２月12日（日） ３月12日（日） ４月６日（木） ９月中旬

４／５まで
教室対面
日曜合同

月２～４回程度の日曜
10：00-17：00

４／６以降 教室対面
平日の週４～５回
11：00-18：00

熊本校 11月27日（日） １月８日（日） ２月12日（日） ３月12日（日） ４月６日（木） ９月中旬

４／５まで
教室対面
日曜合同

月２～４回程度の日曜
10：00-17：00

４／６以降 教室対面
平日の週４～５回
11：00-18：00

鹿児島校 11月29日（火） １月13日（金） ２月10日（金） ３月10日（金） ４月６日（木） ９月下旬

２／９まで
教室対面
夜間合同

平日の週１～２回
18：40-20：45

２／10以降 教室対面
平日の週３～５回
11：00-18：00

オンライン
講座

― ― ２月10日（金） ３月10日（金） ４月６日（木） ８月下旬 ２／10以降 オンライン
平日の週３～５回
11：00-18：00

実施校 全国29校（P11の一覧をご覧ください）でお申込みを受付しております。

●講義曜日と形式・時間帯・各開講日・講義終了予定　※ P11 の一覧もご覧ください。

教室対面講義の校舎でも、状況に応じ、

ハイフレックス講義（教室・オンライン選択）

を実施しています！

だから安心っ！ 教室での受講は臨場感が違う！
講師の熱意が伝わる！

電車が運休で今日は教室に行けない…
そんな日はオンラインで受講！

選択
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だから　　　する！できる！ 「全日制だからできる」 さまざまな対策で、
初めて公務員試験の勉強をする方やブランクのある方も、
無理なく 「最終合格するための力」 を習得していきます！

東アカ全日制のポイント！
※オンライン講義時はZoomを使用いたします。Zoomアプリのインストールおよび視聴環境をご準備ください。

●全日制の各校で実施しているフォロー対策を一部ご紹介♪

合格

※�オンライン講座のフォローはP14をご覧ください。
※�教室対面講座のフォロー対策の内容は校舎によって異なります。
　詳細は挟み込みのご案内またはお申込校にお問合せください。

これを行うか行わないかで一気にコミュニケーション能力
に差が出ると感じました。（青森市役所採用：織田�刻さん）

グループ勉強会！

仲間と問題を解き

あって理解度＆親

睦度アップ！

コミュニケーショ

ン能力も向上でき

るから面接試験の

準備ができる！

同じ質問に対する他の人の
異なる見地に触れ、日々の
勉学にアクセントを加える
ことができました。（税務
職員採用：髙見�尚也さん）

多くの人と関わりを持ち、その後
もたくさんの話題を吸収できる！
（青森県庁採用：松田�瑠菜さん）

各種フォローガイダンス

全コース最大の時間数で、 

学習計画の立て方、出願・

併願方法、官庁自治体説明

会など各種ガイダンスで受

験を徹底サポート！

受講生・講師・教務の

　 三者面談

受講生が抱える学習の悩み

を講師と教務が一緒に解決

に導く！
三位一体となって公務員試験

の合格を目指す！

1 次試験前からの早期面接試験対策

1 次試験前から、

自己分析や職種研究の進

め方を伝授し、面接カー

ドの作成もアドバイス！

また、集団討論やグルー

プワークの練習を通し

て、同じ目標の仲間と面

接力を向上させよう！

1 次試験合格後の面接練習

個別面接練習はもちろ

ん、集団面接、グループ

ワークなど合格先に合わ

せた対策を実施！

（オンライン受講生は別

途受講料が必要）

不安があったが前から練習するこ
とで不安がやわらいだ。（弘前地
区消防採用：佐々木�晃侑さん）

オンライン受講生も、
人物試験対策講義で、自
己紹介などをオンライン
でチェックしながら指導。
面接力を向上させよう！

面接練習を撮影して、
入室動作や姿勢をチェッ
クすることもできる！

面接練習ではマンツーマンでの
指導でアドバイスをたくさんも
らえたので、本番ではリラック
スして臨めた。（海上保安大学
校学生採用：田代�航大さん）

こういう質問の場合はこのよう
に返せば良いということをつか
むことができ、不安を解消する
ことができた。（東京消防庁採
用：手塚�音舞さん）

●各ターム講義時間数　※下記一覧は時間数（1＝1時間）で表記

●モデルカリキュラム一例　※2023年4月以降の一例となり、校や週によって異なります。

11月生～2月上旬
2月生～
3月上旬

3月生～
4月上旬

4月生～
7月中旬

夏期総まとめ
7月下旬
～8月上旬

夏期総まとめ
8月中旬
～8月下旬

直前期※
9月

一般知能

全日制の時間帯での
開講までの期間は、

夜間部 /夜土部 /夜日部
日曜部

と合同講義を実施する
校がございます。
講義時間数は

P20-23の該当期間を
ご参照ください。

16 16 120 24 20 8

文章理解 0 0 4 2 0 0

社会科学 10 18 72 12 12 4

人文科学 10 18 72 12 10 4

自然科学 8 12 60 10 10 8

作文・時事・人物対策 0 0 14 6 2 0

各校フォロー お申込校オリジナルのフォロー対策（ガイダンス含）については、挟み込みのご案内をご覧ください。

昼休みを活用
して

相談もできる
♪

※直前期 (9月 ) の実施の有無は、上記一覧またはP11をご覧ください。
※上記内訳は予定となり、試験内容の変更等や各地域の夏休み期間に伴い、調整する場合があります。

※時間帯やフォロー対策曜日は校舎によって異なります（P16～ 17の一覧を参照）。
※教室対面でのフォロー対策実施の際の終了時間は、対策内容によって異なる場合がございます。
※平日定休日がある校は土曜日に講義を行います。また、土曜日にイベントや全コース生対象のガイダンスを実施する場合がございます。
※全日制の時間帯を開講するまでの期間、夜間部 /夜土部 /夜日部 /日曜部と合同で講義を行う校もございます。

月 火 水 木 金 土※

社会科学 社会科学 一般知能 一般知能 自然科学 (ガイダンス）

（昼食）

自然科学 一般知能 人文科学 社会科学 一般知能 (イベント）

人文科学 フォロー対策 その他対策 フォロー対策 一般知能 ―

公務員試験の
ためのカリキ

ュラムで

�
合格するぞっ

！

サポートする
ワン！

●全日制で最終合格した先輩たちのコメント♪

エントリーシートからサポー
トいただき何度も面接練習
することで苦手でも話せる
ようになりました。（京都府
警採用：溝口�拓実さん）

講義で出やすいところや解き
方を知り、がむしゃらの勉強
ではなく、重要項目に絞った
直線的な努力をすることがで
きた。（航空保安大学校学生
採用：大橋�七海さん）

全日制ならではの対策があっ
たからこそ、仲良くしてくれ
る人が出来て切磋琢磨する
ことが出来ました。（青森県
庁採用：三上�星奈さん）

講義では独学ではわからな
い裏ワザを知ることができ
て良かったです！（国家一
般職採用：藤丸�萌さん）

質問しやすい先生がたくさ
んいたことがとても良かっ
た。悩みや受験先も相談
することができて助かった。
（一宮市消防採用：山内�
将矢さん）

合格しに

東アカへGO
！
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目標はひとつ、
公務員試験最終合格！ 現役高校生や社会人、臨時職員など、

平日の昼間に通学できない方のために！

夜間部・夜土部・夜日部
※オンライン配信時はZoomを使用いたします。Zoomアプリのインストールおよび視聴環境をご準備ください。

●講義曜日（全て教室対面講義）・時間帯・各開講日・講義終了予定　※P11の一覧もご覧ください。

教室対面講義でも、感染症流行等で国や自治体から要請があった場合、教室定員を超えた場合、大雪や台風などの天候、県外講師の講義や全コース合同講義
やイベントなどの状況に応じ、オンラインまたはハイフレックス（教室・オンライン選択）での受講となる場合がございます。

校舎
開講日（オリエンテーション実施日） 講義終了

予定
講義曜日（全て教室対面講義） 時間帯

11月生 １月生 ２月生 ３月生 ４月生

旭川校 11月29日（火） １月13日（金） ２月10日（金） ３月10日（金） ４月６日（木） ９月中旬 夜間部
11～３月生：平日の週１～４回
４月生：平日の週４～５回

19：00-21：00

札幌校 11月29日（火） １月13日（金） ２月10日（金） ３月10日（金） ４月６日（木） ９月中旬 夜間部
11～３月生：平日の週１～４回
４月生：月～金の週４～５回

19：00-21：00

青森校 11月27日（日） １月15日（日） ２月12日（日） ３月11日（土） ４月８日（土） ９月中旬 夜日部
夜間：月～木の週１～３回

日曜：２月以降、月１～３回程度
18：20-20：25
10：00-17：30

秋田校 11月27日（日） １月15日（日） ２月12日（日） ３月11日（土） ４月８日（土） ９月中旬 夜日部
夜間：３月以降、平日の週１～３回

日曜：月２～３回程度
18：20-20：25
10：00-17：30

静岡校 11月29日（火） １月13日（金） ２月13日（月） ３月13日（月） ４月９日（日） ９月中旬 夜日部
夜間：月～金の週１～３回

日曜：３月以降、月２～３回程度
19：00-21：00
10：00-17：10

名古屋校 11月27日（日） １月15日（日） ２月12日（日） ３月10日（金） ４月９日（日） ９月中旬 夜日部
夜間：月～金の週１～３回
日曜：月２～３回程度

18：50-20：50
� ９：30-16：40

難波校 ― ― ― ― ４月６日（木） ８月下旬 夜間部 夜間：月～金の週４～５回 18：30-20：30

神戸校 ― ― ― ― ４月６日（木） ８月下旬 夜間部 夜間：月～金の週４～５回 18：30-20：30

高松校 ― ― ２月13日（月） ３月13日（月） ４月10日（月） ９月中旬 夜土部
夜間：平日の週２～３回程度

土曜：月２～３回程度
18：30-20：30
10：00-17：00

松山校 ― ― ― ― ４月10日（月） ９月下旬 夜日部
夜間：平日週２～３回程度

日曜：月３回程度
18：50-20：50
10：00-17：00

鹿児島校 11月29日（火） １月13日（金） ２月10日（金） ３月10日（金） ４月６日（木） ９月下旬 夜間部
11～３月生：平日の週１～４回
４月生：平日の週４～５回

18：40-20：45

※夜間部・夜土部・夜日部は、原則として、教室対面講義となります。講義前後に各校フォロー対策を実施する日もあります。
※開講日にはオリエンテーションを実施いたします。詳細はお申込校よりご案内いたします（校によっては引き続き講義を実施する場合もあります）。
※高校総体後や地区予選後から学習を開始するコースや開講日の設定のある校もございます。詳細は挟み込みのご案内をご覧ください。

●各ターム講義時間数　※下記一覧は時間数（1＝1時間）で表記

11月生～�
1月上旬

1月生～�
2月上旬

2月生～�
3月上旬

3月生～�
4月上旬

4月生～�
7月中旬

夏期総まとめ�
7月下旬�
～ 8月上旬

夏期総まとめ�
8月中旬�
～ 8月下旬

直前期※�
9月

一般知能 6 4 8 8 52 14 8 8

文章理解 0 0 0 0 2 0 0 0

社会科学 6 0 10 0 30 6 6 4

人文科学 0 10 0 10 24 4 4 4

自然科学 6 0 0 8 20 0 0 8

作文対策 0 0 0 0 2 0 0 0

各校フォロー お申込校オリジナルのフォロー対策（ガイダンス含）については、挟み込みのご案内をご覧ください。

※直前期 (9月 ) の実施の有無は、上記一覧またはP11をご覧ください。
※上記内訳は予定となり、試験内容の変更等に伴い、調整する場合があります。
※夏期・直前期をはじめ、全日制への変更が可能です。追加受講料につきましては、お申込校にお問合せください。

毎年、友だち同士で

通学して切磋琢磨して、

現役合格している

受講生が多数います！

よろこびも２倍！

●モデルカリキュラム一例　※一例となり、校舎によって異なります。また、下記は2023年4月生以降の例になります。

【夜間部】
月 火 水 木 金

― ― フォロー対策 ― ―

一般知能 一般知能 社会科学 人文科学 その他対策

※時間帯やフォロー対策曜日は校舎によって異なります。
※講義後に、フォロー対策を行う場合もございます。
※11月～3月は、週1～3回程度の講義となります。

【夜土部・夜日部】
平日　週2～3回

社会科学 一般知能 一般知能

※時間帯は校舎によって異なります。左の一覧をご覧ください。
※11月～3月は平日のみまたは土・日のみの場合もございます。
※土・日は2時間目までの場合もございます。

土 or 日

人文科学

（昼食）

その他対策

フォロー対策

●夜間部・夜土部・夜日部で最終合格した先輩たちのコメント♪

+

受講生の悩みを解決！ 面接試験突破のためにアドバイス！

学校・お仕事後でも安心！
受験相談や面接練習も
親身に行います！

夜間講義の実施日は21時までOK。

講義のない日もメールでの

相談も受付しています。

（19時までの日もあります）

掲載のポイントは

ほんの一例です。

皆を合格に導くフォローは

まだまだあります！

※�フォロー対策の内容は校
舎によって異なります。

　�詳細は挟込みのご案内
またはお申込校にお問
合せください。

教室での受講は臨場感が違う！
講師の熱意が伝わる！

電車が運休で今日は教室に行けない…
そんな日はオンラインで受講！

状況に応じ、ハイフレックス講義（教室・オンライン選択）を
実施しています！

夏休み期間など、
全日制で受講することもできます！

試験まであと少し！

昼の時間帯での受講も

できます。
（別途、追加受講料が必要）

●夜間部・夜土部・夜日部の主なポイント♪

11月生として早期に入校し
ました。合格のために、誰
よりも早く学習を始めると
よいと思います。（青森市役
所採用：奥川�恋寧さん）

公務員試験の科目は最初全
く分からなかったけれど、
その場で解決できるので、
次第に理解することができ
ました。（愛知県警採用：築
山�大聖さん）

授業では試験に出るところを中心に詳
しく教えてくれたので、知らなかった
こともその場で理解して覚えることが
できました。映像ではなく対面の授
業なので毎回しっかりと集中して聞く
ことができました。（横浜市役所採用：
坂井�友果さん）

講義後、親身になって質問に対応い
ただいたので、基礎の部分を理解し
学習を進めることができました！（京都
市役所採用：上原�雪奈さん）

選択
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目標はひとつ、
公務員試験最終合格！

遠方にお住まいの方や社会人、現役の学生など
平日の対策が難しい方のための週1回コース

※オンライン講義はZoomを使用いたします。Zoomアプリのインストールおよび視聴環境をご準備ください。

●講義曜日と形式・時間帯・各開講日・講義終了予定　※P11の一覧もご覧ください。

校舎
開講日（オリエンテーション実施日） 講義終了

予定
講義曜日と形式 時間帯

11月生 １月生 ２月生 ３月生 ４月生

函館校
オンライン講座と合同講義に

なりますので、下記をご覧ください。
４月９日（日）

8月下旬

日曜部
オンライン講義→

４／９より教室対面講義
10：00-17：00

青森校 通信講座での対策となります（申込後、随時開始） ４月８日（土） 日曜部
通信講座→

４／８より教室対面講義
10：00-17：30

仙台校 ― ― ２月12日（日） ３月12日（日） ４月９日（日） 日曜部 ２／12より教室対面講義 10：00-17：30

金沢校
オンライン講座と合同講義に

なりますので、下記をご覧ください。
２月12日（日） ３月12日（日） ４月９日（日） 日曜部

オンライン講義→
２／12より教室対面講義

10：00-17：10

京都校
オンライン講座と合同講義に

なりますので、下記をご覧ください。
４月９日（日） 日曜部

オンライン講義→
４／９より教室対面講義

10：00-17：20

大阪校 11月27日（日） １月８日（日） ２月12日（日） ３月12日（日） ４月９日（日） 日曜部
教室対面講義
（全期間）

10：00-17：20

高松校
オンライン講座と合同講義に

なりますので、下記をご覧ください。
４月９日（日） 日曜部

オンライン講義→
４／９より教室対面講義

10：00-17：00

広島校
オンライン講座と合同講義に

なりますので、下記をご覧ください。
２月12日（日） ３月12日（日） ４月９日（日） 日曜部

オンライン講義→
２／12より教室対面講義

10：00-17：15

大分校 11月27日（日） １月８日（日） ２月12日（日） ３月12日（日） ４月９日（日） 日曜部
教室対面講義
（全期間）

10：00-17：00

福岡校 11月27日（日） １月８日（日） ２月12日（日） ３月12日（日） ４月９日（日） 日曜部
教室対面講義
（全期間）

10：00-17：00

長崎校
オンライン講座と合同講義に

なりますので、下記をご覧ください。
２月12日（日） ３月12日（日） ４月９日（日） 日曜部

オンライン講義→
２／12より教室対面講義

10：00-17：00

熊本校 11月27日（日） １月８日（日） ２月12日（日） ３月12日（日） ４月９日（日） 日曜部
教室対面講義
（全期間）

10：00-17：00

オンライン
講座
※

11月27日（日） １月８日（日） ２月12日（日） ３月12日（日） ４月９日（日） 日曜部
オンライン講義
（全期間）

10：00-17：20

実施校舎 全国29校（P11の一覧をご覧ください）でお申込みを受付しております。

※�オンライン講座は、難波校からの配信となりますので、オンライン講座についてのご質問は難波校（P31参照）にお問合せください。また、教材は原則として、難波校からの配送となりま
す。お申込み完了からお届けまで３～４日程度かかる場合がございます。

※�開講日にはオリエンテーションを実施いたします。詳細はお申込校よりご案内いたします（校によっては引き続き講義を実施する場合もございます）。
※�オンライン講座は、開講日以降でもお申込が可能です。実施済の講義は、見逃し配信フォロー（P14参照）にて、ご視聴いただけます。
※�高校総体後や地区予選後から学習を開始するコース設定のある校もございます。詳細は挟み込みのご案内をご覧ください。

教室対面講義でも、感染症流行等で国や自治体から要請があった場合、教室定員を超えた場合、大雪や台風などの天候、県外講師の講義や全コース合同講義
やイベントなどの状況に応じ、オンラインまたはハイフレックス（教室・オンライン選択）での受講となる場合がございます。

講義の熱意や仲間の
存在を肌で感じたい方！
最寄りの校舎で
教室対面講義がオススメ！

選べる
受講形式

遠方にお住まいの方、
社会人の方、

自宅で学習したい方など
オンライン講義がオススメ！

●各ターム講義時間数　※下記一覧は時間数（1＝1時間）で表記

11月生～
12月下旬

1月生～
2月上旬

2月生～
3月上旬

3月生～
4月上旬

4月生～
7月中旬

夏期総まとめ
7月下旬
～8月下旬

一般知能 6 6 6 6 24 18

文章理解 0 0 0 0 2 0

社会科学 6 0 12 0 16 6

人文科学 0 12 0 12 16 0

自然科学 6 0 0 0 8 0

各校フォロー お申込校オリジナルのフォロー対策（ガイダンス含）については、挟み込みのご案内をご覧ください。

※直前期 (9月 ) の実施の有無は、上記一覧またはP11をご覧ください。
※上記内訳は予定となり、試験内容の変更等に伴い、調整する場合がございます。
※夏期・直前期をはじめ、全日制への変更が可能です。追加受講料につきましては、お申込校にお問合せください。

●モデルカリキュラム一例
※�土曜日にイベントや全コース生対象のガイダンス
を実施する場合もございます。

※�お申込校の実施曜日・時間帯はP22の一覧をご
確認ください。

日

一般知能 /
人文科学

（昼食）

社会科学 /
自然科学

その他対策 /
各校フォロー

※�教室対面でのフォロー対策実施の際、終了時間は
対策内容によって異なる場合がございます。また、
講義前後に行う場合もございます。

週１だから
受講しやすい！

面接試験突破のためにアドバイス！

オンライン講座受講生も
面接試験対策を受ける
ことができます！

土日祝、夜間の時間帯でも

面接練習が可能です！

（オンライン受講生は別途受講料が必要）

夏休み期間など、
全日制で受講する
こともできます！

試験まであと少し！

昼の時間帯での受講も

できます。
（別途、追加受講料が必要）

教室での受講は臨場感が違う！
講師の熱意が伝わる！

電車が運休で今日は教室に行けない…
そんな日はオンラインで受講！

教室対面講義の校舎でも、状況に応じハイフレックス講義（教室・
オンライン選択）を実施しています！

※オンライン講座のフォローはP14をご覧ください。
※教室対面講座のフォロー対策の内容は校によって異なります。
　詳細は挟み込みのご案内またはお申込校にお問合せください。

●日曜部で最終合格した先輩たちのコメント♪

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。（北
九州市役所採用：山澄�飛空さん）

オンラインだから不利
ということなく、自
宅で静かに集中して勉
強することができまし
た。（札幌市栄養士採
用：淺倉�美月さん）

スタッフの熱い言葉が
自分自身のモチベー
ション維持にもつなが
り、最後の試験までや
りきることができまし
た。（青森市消防採用：
津川�卓己さん）

試験に有利になる情報
をしっかり教えてくれ
る。（国家一般職採用：
放生�若奈さん）

東京アカデミーでは頻出問題や受験先の特徴な
どを友人やスタッフ、講師の方に教えてもらえ
ました！（豊橋市消防採用：澤谷�泰希さん）

●日曜部のポイント 一例♪

日 曜 部

選択
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その他の特典は
挟み込みの案内を
ご覧ください♪早

参加無料！
全国の東京アカデミー各校で実施！
イベントのご案内

配付教材一覧
特典のご案内

テキスト名 講座受講生
限定価格

全日制 夜間部/夜土部/夜日部 日曜部

11～２月生 ３月生以降 11～３月生 ４月生以降 11～３月生 ４月生以降

オ
ー
プ
ン
セ
サ
ミ

①政治・経済・社会 1,700円 ○ ○ ○ ○ ○ ○

②日本史・世界史・地理・思想 1,700円 ○ ○ ○ ○ ○ ○

③文章理解・国語・文学・芸術 1,700円 ○ ○ ○ ○ ○ ○

④数学・理科 1,700円 ○ ○ ○ ○ ○ ○

⑤一般知能 1,700円 ○ ○ ○ ○ ○ ○

出
た
Ｄ
Ａ
Ｔ
Ａ
問

①政治・経済・社会 1,000円 ○ ○ ○ ○ ○ ○

②日本史・世界史・地理・思想 1,000円 ○ ○ ○ ○ ○ ○

③文章理解・国語・文学・芸術 1,000円 ○ ○ ○ ○ ○ ○

④数学・理科 1,000円 ○ ○ ○ ○ ○ ○

⑤数的推理・資料解釈 1,000円 ○ ○ ○ ○ ○ ○

⑥判断推理・空間把握 1,000円 ○ ○ ○ ○ ○ ○

そ
の
他

基礎力養成・完成テキスト 1,800円 ○ ― ○ ― ○ ―

要点整理テキスト 1,200円 ○ ○ ○ ○ ― ―

予想問題演習テキスト 1,200円 ○ ○ ○ ○ ― ―

適性試験練習帳 2,200円 ○ ○ ○ ○ ○ ○

人物試験対策パーフェクトガイド
受講生
限定配付

○ ○ ○ ○ ○ ○

作文対策テキスト ○ ○ ○ ○ ○ ○

時事データブック ○ ○ ○ ○ ○ ○

教材費（税込） 20,900円 19,100円 20,900円 19,100円 18,500円 16,700円

※既にお持ちの教材など購入が不要な教材がございましたら、申込手続き前にお申し出ください。
※配付されない教材に関しましても、申込校にお申し出いただければ別途購入が可能です。
※一部テキストはデータでの提供となります。また、配付時期に関しましては、オリエンテーション時に講座の進め方と併せてご案内いたします。

通学・オンライン講座各コース（P16～23）配付教材一覧

卒業してからなんてもったいないっ！お申込み後、すぐに対策できる！

期学習サポート特典
全日制３月生（４月開始の校は４月生）入会の高校３年生が、１日
でも早く学習を開始できるよう、卒業までの期間（入会後～全日制
開始日）の夜間や週末の授業を無料で先行受講できる制度です。

期間中は通学講座実施校もハイフレックス講義（教室・オンライ
ンの選択可）を実施する校舎もございますので、遠方にお住まい
の方も、春まで待たなくてもすぐ対策できます！

※上記特典の有無および受講形式（教室対面・オンライン・ハイフレックス）は
　�申込校によって異なりますので、詳細は申込校舎にお問合せください。

過去のご相談例
●どうすれば公務員になれますか？
●公務員試験の勉強は何をすればいいですか？
●高卒・大卒程度のどちらで受験するか迷っています。
●部活動と試験勉強の両立はできますか？
●公務員になるメリットは何ですか？
●公務員にはどんな職種がありますか？
など、ご相談お待ちしています！

2023.3月卒業の高校3年生対象！全日制入会特典！

2023年度�国家公務員一般職・税務職員�採用試験

2023・2024年度公務員試験合格を目指してみませんか？

入力ページは
実施日に
弊社ＨＰへ
掲載予定

東京アカデミーＨＰの入力ページからご自身が解答された番号
を入力いただくと、基礎能力試験の正答番号や得点のほか、
参加者内での順位・平均点・選択肢ごとの選択率・各設問正
答率などのデータをＷＥＢ上で閲覧できます！

本試験問題の
一般知能解説会も
実施します。
詳細はコチラ！

本試験実施日の翌日、9月4日(月)18：00スタート（予定）
※本試験日翌日18時から翌々日17時まで、1次試験(基礎能力試験)の解答番号の入力が可能です。

WEB採点会＆解説講義

公務員になろう!フェア�～保護者相談会～

国家公務員一般職・税務職員を
受験した方はどなたでも

まずはご相談から
 お気軽にどうぞ！

参加
無料

参加
無料

予約
不要

事前
予約

1次試験の出来具合を早期にチェックして、次の2次試験に進みましょう！
一つひとつこなしていくことが最終合格への近道です！

東京アカデミーのスタッフが公務員試験の受験を考えている皆さまのご相談やご質問にお答えし
ます。保護者様のみ、ご本人様と一緒、どちらでもご都合のよい方でご参加ください。

各校の開催時期、

参加方法など詳細はコチラ！



★ その他・留意事項 
①全講座とも定員になるまで先着順に受付します（電話やメールでの予約は受付しておりません）。なお、最少開講人数は5名となり、満たない場合は閉講とし、
　ご納入いただいた受講料等は全額返金いたします。予めご了承ください。
②時間割・カリキュラムは試験内容の変更など都合により予定されていたものと異なる場合がございます。
③年末年始・ゴールデンウィーク・夏期休暇の営業に関しては各校にお問い合わせください。また、定休日を設定している校舎や週末のみの営業の校舎もござ

いますので、お申込手続きの際は、ご予約の上お越しください。
④通学に際しては、公共交通機関の学割は適用になりません。通勤定期・回数券等をご購入ください。
　※一部の交通機関は学割が適用になる場合がございますので、詳細は交通機関にお問い合わせください。
⑤駐車場・駐輪場はございませんので、必要な方はご自身でご用意ください。
⑥転校・転科・休学・復学は一定の条件のもとに許可します。詳細は各校にお問い合わせください。
⑦試験制度変更による一部科目の解約について
　弊社入会後、受験自治体の試験制度が急遽変更になり、一部受講科目を解約することになった場合は、弊社の通常通りの解約規定（P29東京アカデミー

申込規約参照、解約手数料は通常通りになります）に従って、返金いたします。予めご了承ください。
⑧講義および模試風景などを撮影した写真や動画を、募集要項やＨＰ、ブログ等に掲載させていただく場合がございますので、予めご了承ください。

★最終合格返金制度の特例（必ずお読みください）
  申込手続き完了前に受験した高校・短大卒業程度公務員試験に最終合格した場合、最終合格返金制度が適用されます。最終合格通知書を提示の上、返
金手続きをしてください。入会金を含む受講料全額を返金いたします。なお、講座開講後の提示による返金は、入会金と消化受講料を差し引いた金額のみとなり
ます。この返金は、手続き完了月の翌月末とし、銀行振込（振込手数料はご負担いただきます）で返金いたします。クレジット払いの方はクレジット精算となります。
　なお、ここでいう合格返金の対象となる公務員採用試験とは、受験資格が高校卒業程度の学力を有する者で、年齢17歳以上の者とする国家公務員法と地
方公務員法で定められた職員の採用試験に限られます。公共性の強いそれぞれの根拠法によって設立され、政府や主管省庁、地方公共団体の監督下にある
公団、事業団、公庫、金庫、特殊銀行、営団、特殊会社等の特殊法人の採用試験及び採用に際し一定の任期のある採用試験（自衛官候補生含む）は対象と
なりませんので、予めご了承ください。
※当特例は、お申込前に受験した正規公務員試験を対象とした制度です。講座受講期間中に受験した試験の合格により解約の場合は、合格返金制度の対象外となります。

発行日 2022 年 8 月 25 日／有効期限 2023 年 7 月末日

《講座申込方法》下記申込方法･注意事項を必ずお読みの上、お申込みください。

申込手続きのご案内（必ずご確認ください）

インターネットでお申込みの場合インターネットでお申込みの場合

◆銀行振込
お申込み後､５日以内に申込校指定の振込先口座へ必ず本人様名義で
お振込みください。
※振込手数料はご負担願います。お振込み先はP30-31をご確認ください。

◆コンビニ決済
お申込み後､５日以内に下記のコンビニにてご決済ください。
・セブンイレブン　　・ミニストップ　　　・ローソン　
・セイコーマート　　・ファミリーマート　・デイリーヤマザキ

お申込み後､５日以内に東京アカデミー窓口にお越しください。

＊期日以内にご決済･お支払いのない場合、お申込みは自動キャンセルとなりますのでご注意ください。
＊5日以内に開講日の到来する講座に関しましては、原則として、開講日の前日がお支払い期限となります。！

◆クレジットカード決済

◆現金でお支払い

お支払い方法のご案内お支払い方法のご案内

窓口受付でお申込みの場合窓口受付でお申込みの場合
申込書に必要事項をご記入の上、受講料を添えて東京アカデミー各校受付窓口
へお持ちください。

＊詳細は上記インターネット申込みの支払い方法をご覧ください。お支払い方法お支払い方法

①現金でお支払い ②クレジットカード決済 /電子マネーでお支払い

学校生協･書店でお申込みの場合学校生協･書店でお申込みの場合
申込書に必要事項をご記入の上、受講料を添えてパンフレット設置店(生協･書
店)の窓口へお持ちください。
※一部設置店では取扱いしていない場合もございます。ご了承ください。

お支払い方法お支払い方法 お申込みの生協･書店でご確認ください。

◆電子マネーでお支払い

下記表示のあるクレジットカードがご利用いただけます。
※支払いは一括となります。

お申込み後､５日以内に東京アカデミー窓口にお越しください。
下記の IC カード ( 交通系 ) がご利用いただけます。
※支払いは一括となります。

東京アカデミーWEBサイトトップページ
の「講座申込」へアクセス
URL　www.tokyo-ac.jp

」類分｢」舎校望希「」座講望希「☆
☆「申込可能講座検索」をタップ
☆表示された講座からご希望の講座を
　選択してお申込みください。

お申込み後、受付完了メールを自動送信します。
※模試の場合は、受付完了メールに受験番号が記載されています。
　模試受験に必要となりますので、大切に保管してください。
※ドメイン指定受信拒否を設定されている場合には、弊社からのメール
(tokyo-ac.co.jp)が受信できるようにあらかじめ設定をお願いします。スマホからのアクセスはコチラ

▲

※入会金・受講料・教材費は、講座開講前の申込み手続き時に全額ご納入ください。
（銀行振込の際は、P30-31より講座お申込み校舎の銀行口座番号をご確認ください）
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秘 2023年度　高卒・短大卒程度
公務員試験対策講座　受講申込書

受付日：　　　年　　月　　日

　 受講期間：21　　年　　月　　日～　2023年　　月末日

フリガナ

携帯　　　　－　　　　－
電話　　　　－　　　　－

Ｅメールアドレス：　　　　　　　　　　　　　＠ ※緊急時の連絡につきましては、メールにて
　案内いたしますので必ず記入してください。

〒　　　－

電話　　　　－　　　　－

現在の状況 □学生　　□社会人　　□臨時職員　　□アルバイト　　□無職　　□その他（　　　　　　　　　）　　　　　　　　　　
高等学校
短期大学
専門学校
大学・大学院

志望先 第一志望：　　　　　　　　　　　第二志望：　　　　　　　　　　　第三志望：

受験経験 無　／　有（　　　　　年）　受験先（　　　　　　　　　　　　　　　）

過去に弊社で利用された講座に○をしてください。
（　　　　）年度 ： 通学講座 ・ 通信講座・短期講習・学内講座（学校名：　　　　　　　）・その他（　　　　　　）

□新聞（　　　　　）　□テレビ・ＣＭ　　□弊社HP　　□バナー広告（　　　　　　　）　□フェイスブック・ツイッター
□ブログ　　□看板・広告（場所：　　　　　 　）　□弊社出版物（書店：　　　　　　）　□友人・知人　　□家族・親類
□先生　　□元受講生（　　　　　　　　　　）　□学内講座（　　　　　　　　　高校）
□パンフレットラック（書店：　　　　　）　□試験会場ビラ　　□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

取扱者 入力 局長 入金
　　受講生氏名

入会日：　　　年　　月　　日（WEB・窓口・郵送）　　　　申込書預り（　　／　　）　　
支払方法（現金・銀行振込・クレジット（窓口・WEB）・コンビニ払い・教育ローン）
会員証：渡済（　　／　　）　 　オリエンテーション案内：渡済（　　／　　）   　　時間割（マイページ案内）：（　　／　　）
配付教材：渡済（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　　　　　　　　

個人情報保護法に基づく告知
当公務員試験対策講座申込書に記入された事項は、本人の同意なく第三者に提供することはありません。
個人情報の取扱いに関する弊社の基本方針は、弊社ウェブサイト（http://www.tokyo-ac.jp）をご覧ください。

西暦　　　　 年　　　月　　　日
入会日現在（　　　　　　　　歳）

生年月日
年齢

備考

校 月生

コース　※受講校舎のコース設定はP11をご覧ください。

□ 全日制
□ 夜間部　　□ 夜土部　　□ 夜日部
□ 日曜部
□ その他（　　　　　　　　　　　  ）

主な志望先

西暦　　　　　　年　　　月　　　日

（複数回答可）
受講履歴

□事務職・技術職

追加講座
※有の場合はご記入ください

講義形式

□ 教室対面講義

□ オンライン講義
□社会人経験者枠
□警察職・消防職

一部入金領収印 全額入金領収印

台帳

学部

学科 年　

在学中
・

卒業

弊社を
知った
きっかけ

受講料等 受講料等
納入方法

□ 持参（現金・クレジット）　
□ コンビニ払い
□ クレジット（WEB）
□ 銀行振込（　　　月　　　日振込予定）
　 送金者名［カタカナ］：（　　　　　　　　　　）
□ 教育ローン（　　　月　　　日入金予定）

氏名

現住所
連絡先

〒　　　－

受　講
コース

通学講座　　　※該当する項目を□に✓を入れてください

保護者
連絡先

最　終
（在学）
学校名

必ず写真を
貼付して
ください

（縦４㎝×横３㎝）

受講校舎 会員
番号

スピード写真可

貴校に入会し、諸規則を守り、所定の公務員試験対策講座を受講致したく、募集要
項に記載された講座内容・受講料等及び教材・申込方法・「東京アカデミー申込規
約（29ページならびに裏面）」の説明事項等を了承の上、ここに入会金・受講料・
教材費を添え申し込みます。

　　保護者氏名
（受講者が18歳未満の場合、受講者、保護者の連名とする）

　円

　受講料 　円

　教材費 　円

　追加講座 　円

　合　計 　円

　入会金

Ｅメールアドレス：　　　　　　　　　　　　　＠ ※緊急時の連絡につきましては、メールにて
　案内いたしますので必ず記入してください。

　公務員になる！
夢を叶えたい皆様を
全力でサポートいた
します！ご入会を
お待ちしています。

キ
リ
ト
リ
線
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東京アカデミー申込規約
東京アカデミーの通学講座・通信講座・短期講習会・模擬試験・学内講座等の講座
にお申込みいただくに際し、下記規約内容を必ずご確認、ご理解をいただいた上で
お申込みくださいますようお願いいたします。
１．　適用講座
　　　�株式会社東京アカデミー（以下、弊社と記載）が実施する通学講座・通信講

座・短期講習会・模擬試験・学内講座等の講座において本申込規約を適用い
たします。本規約に定めがないものについては、各種募集要項等の定めによ
るものとします。

２．　お申込みについて
　　　⑴　�目指される試験の受験資格、試験科目をご確認ください。年齢制限、必

要な資格、要件等を満たしているかどうかを各自ご確認いただき、ご希
望の講座をお申込みください。

　　　⑵　�お申込予定のコースの受講時間帯、日数、期間、受講科目、教材等をご
確認ください。

　　　⑶　�お申込予定のコースの受講料総額（入会金、受講料、教材費などの受講
料等内訳）をご確認ください。受講料をお支払いただく場合には、弊社
窓口での現金納入・クレジット決済の他、銀行振込（振込手数料申込者
負担）・インターネット決済・コンビニ決済（30万円未満の決済に限り
ます）・大学生協等代理店（校舎によっては取り扱っていない場合があ
ります）を利用していただくことができます。

　　　⑷　�大学生協等代理店でお申込の場合は、「申込書控」を必ずお受け取りく
ださい。取扱店舗によりお申込方法が異なる場合がございます。また、
一部取扱していない講座、コースがございますので直接最寄りの弊社窓
口にお問い合わせください。

　　　⑸　�未成年者（18歳未満）が受講申込をする場合には、受講申込書に保護者
の方のお名前・ご連絡先が必要となります。

　　　⑹　�入会希望者であっても弊社の判断で受講に不適当と見做された場合には
入会をお断りすることがあります。

３．　お申込みの締め切りについて
　　　�受講校舎、受講コースによっては定員になり次第申込受付を締め切らせてい

ただく場合もございます。また、受講校舎以外での振替受講及び重複受講を
認めている講座がございますが、座席に余裕が無い場合は受講できないこと
があります。

４．　解約・返金等について
　　　⑴　�万一、当規約に違反する行為、その他社会通念上のルールを著しく逸脱

した行為等があったと弊社が判断した場合、弊社は何ら通知催告するこ
となしにお客様との受講契約を即時解約し、今後お客様との取引をお断
りし、各校舎への立ち入りを禁止する場合があります。

　　　⑵　�お客様が暴力団、暴力団関係企業、総会屋に所属されていることまたは
これらの関係者その他反社会的勢力であることが判明したときは、弊社
は何等の通知催告を要しないでお客様との受講契約を即時解除すること
ができます。

　　　⑶　�その他弊社のご利用に際し発生した諸問題については、「東京アカデ
ミー入会者規定」等弊社が定める諸規定に基づいて対処させていただき
ます。

　　　⑷　�入会手続き完了後に契約の解約を希望される場合は、受講講座開講前、
開講後にかかわらず書面もしくは電子媒体にて解約申請をしてくださ
い。

　　　⑸　�弊社からの返金は、原則、書面により解約申請が毎月20日までにご提出
の場合は当月末、毎月21日から末日までにご提出の場合は翌月末、とな
ります。

　　　⑹　�お申込時の決済に際しクレジットカードをご利用された場合、返金は解
約申請月以降のクレジットカード利用額を減額する形となる場合がござ
います。

　　　�弊社規定の「返金の特例」、弊社の債務不履行に基づく契約の解除・解約、
定員締切の場合を除き、消費者契約法に基づく弊社の解約規定に従い返金い
たします。

　　　�なお教育ローンをご利用の場合は、教育ローン解約にかかる手数料等をご負
担いただきます。

　　　�また、弊社からの返金は、原則として金融機関への振込にて行い、振込手数
料をご負担いただきます。

≪解約規定≫
　⑴通学講座（オンライン講座含む）
　　①　　�講座開講前の解約につきましては、入会金の全額と解約手数料（受講料

の10％）を控除した金額を返金いたします。
　　　　　�教材を既にお受け取りになっている場合はご返却ください。なお、使用

状況によっては実費を申し受けます。
　　②　　�講座開講後の解約につきましては、入会金・教材費・消化受講料の全額

と解約手数料（申込講座未消化期間にかかる受講料の30％）を控除した
金額を返金いたします。

　　�消化受講料、未消化受講料は、解約申請受理日を基準に原則として有料講座開
講期間の月割りにて計算いたします。

　　�一部科目・講座の解約、コース変更の場合も適用されます。
　　�通学講座の消化期間の算出は、講座開始日（該当コースの第一回目授業開始
日）の属する月より解約申請受理日の属する月までとします。未消化期間の算
出は、解約申請提出日の属する月の翌月から講座終了日（当該コースの最終回
授業日で面接指導、模擬試験等も含む）の属する月までとします。

　⑵通信講座
　　①　　�弊社からの教材発送前の解約につきましては、入会金の全額と解約手数

料（受講料の10％）を控除した金額を返金いたします。
　　②　　�弊社からの教材発送後の解約につきましては、入会金・消化受講料の全

額と解約手数料（申込講座未消化期間にかかる受講料の30％）を控除し
た金額を返金いたします。ただし、添削未消化期間がある場合でも全添
削課題を完了（添削済課題が全回分弊社より返却し、受領されているこ
と）された方は返金の対象とはなりません。

　　�消化受講料、未消化受講料は、実際の添削課題提出の有無にかかわらず、解約
申請受理日を基準に原則として月割りにて計算いたします。

　　�通信講座の消化期間の算出は、講座開始日（初回教材発送日）の属する月より
解約申請受理日の属する月までとします。未消化期間の算出は、解約申請提出
日の属する月の翌月から講座終了日（添削期間終了日、かつＳＯＳカード受付
終了日）の属する月までとします。

　⑶短期講習会
　　①　　�講座開講前の解約につきましては、入会金の全額と解約手数料（受講料

の10％）を控除した金額を返金いたします。教材を既にお受け取りに
なっている場合はご返却ください。なお、使用状況によっては実費を申
し受けます。

　　②　　�講座開講後の解約につきましては、入会金・教材費・消化受講料の全額
と解約手数料（未消化期間にかかる受講料の30％）を控除した金額を返
金いたします。

　　�消化受講料、未消化受講料は、解約申請受理日を基準に原則としてコマ割りに
て計算いたします。

　　一部科目・講座の解約、コース変更の場合も適用されます。
　　�講座実施後は実際の受講の有無にかかわらず、解約申請受理日以前の講座につ
いては「受講済」といたします。

　⑷模擬試験
　　　�模擬試験実施前の解約につきましては、解約手数料（受験料の10％）を控除

した金額を返金いたします。
　　　�模擬試験実施後は実際の受験の有無にかかわらず「受験済」といたします。

また、自宅受験のお申込みで既に模擬試験問題一式をお受け取りの方は「受
験済」となりますので予めご了承ください。

　⑸特定商取引法対象講座に係る返金について
　　　�弊社講座において、看護医療系学校受験対策講座の通学講座・通信講座に在

籍の受講生は「特定商取引法」の対象となる場合がございますので、別途「看
護・医療系学校受験対策講座の入会予定者・入会者の皆様へ」の説明文をご
確認ください。

５．　閉講について
　　　�お申込みいただいた講座、コースが開講日までに開講に必要な定員に達しな

い場合は、やむを得ず閉講といたします。その際は、他の講座、コースへの
変更についてのご相談をお受けいたします。他の講座、コースを受講されな
い場合は、入金いただいた入会金、受講料及び教材費の全額をお返しいたし
ます。教材を既にお受け取りになっている場合はご返却ください。なお、使
用状況によっては実費を申し受けます。

６．　教育ローンについて
　　　�弊社が案内する信販会社の教育ローン利用にあたっては、取扱信販会社の審

査がございます。審査の結果、教育ローンをご利用いただけない場合でこれ
により入会を断念される場合は、その間の講義の出席及びテキスト等の使用
につき相当額をご負担いただきます。

　　　�尚、教育ローンのお支払回数は講座終了月には完済できる回数をお選びいた
だくことになります。

７．　講座運営について
　　　⑴　�やむを得ない事情により、講座の担当講師、日程・時間帯等が変更にな

ることがあります。
　　　⑵　�現在実施中もしくは実施を予定している講座等の運営をやむを得ず中止

することがあります。
　　　⑶　�天候の影響及びストライキなどによって交通機関がストップした場合は

休講とする場合があります。その場合は各校にお問い合わせいただく
か、弊社入会者専用の情報確認用インターネットサイト「マイページの
情報」・弊社ホームページ・各校ブログにてご確認ください。

８．　休学について
　　　�都合により通学講座の休学を希望される場合は、休学を希望されてから１年

間を限度に許可しますので事務局にてご相談ください。通信講座における休
学はございません。

９．　会員証について
　　　⑴　�会員証は常に携帯してください。また、他人に貸与または譲渡すること

はできません。
　　　⑵　�会員証を紛失または盗難にあった時は、直ちに事務局へお申し出くださ

い。有料（200円）にて再発行いたします。
10．　証明書
　　　�在籍証明書・修了証明書の発行（無料）をご希望される場合は発行いたしま

すので弊社窓口へお申し出ください。ただし、通学定期購入に在籍証明書を
使用することはできません。

　　　�また、10年以上前の在籍を証明することは出来ませんのであらかじめご了承
ください。

11．　著作権について
　　　⑴　�弊社が提供する教材（受講に係る教材や講義録音データ等）は、著作権

法で定める個人の私的目的以外に使用することはできず、第三者に譲
渡、貸与または複製を頒布することはできません。

　　　⑵　�弊社が提供する教材の内容を記録、抜粋または要約した筆記ノートや文
書データ類も、１号と同様、個人の私的目的以外に使用することはでき
ず、第三者に譲渡、貸与または複製を領布することはできません。

　　　⑶　�教室等において受講内容等を収録（録画・録音・撮影等）することはで
きません。不正に収録された場合は直ちに収録データを完全に削除して
いただき，削除されたことを確認させていただきます。

　　　⑷　�教室等において実施された受講内容を記録し、抜粋または要約した筆記
ノートや文書データ類も、１号と同様、個人の私的目的以外に使用する
ことはできず、第三者に譲渡、貸与または複製を領布することはできま
せん。

　　　⑸　�１号及び２号で定める教材（記録・要約したものも含む）や、３号及び
４号で定める受講内容の収録物（記録・抜粋・要約したものも含む）を、
ブログやYouTube、FacebookやTwitter、Instagram、インターネット
上にアップロードして第三者の閲覧に供することも禁止します。

12．　教育訓練給付制度について
　　　�制度の詳細および対象講座については、弊社窓口にてお問い合わせくださ

い。
13．　自習室について
　　　�通学講座、短期講習会受講の方には各校が指定した教室を自習室としてご利

用いただくことができます。ただし、事情により自習室が使用できないこと
もありますので、あらかじめご了承ください。

14．　免責事項
　　　⑴　�弊社の講座等をご利用になり、その結果としてお客様の知識・技能等の

向上、入学、就職等の目的が達成できなかったとしても、弊社は一切の
責任を負いかねます。

　　　⑵　�本試験の申込みは講座申込みとは別に必要です。本試験の申込期間等は
年度によって異なる場合がありますので、各自の責任のもと本試験への
出願を行っていただきます。

　　　⑶　�オンライン講座におきましては、実際に視聴されたか否かにかかわら
ず、オンライン講座実施後は「消化済み」といたします。視聴環境はお
客様ご自身で整備いただき、視聴環境の不具合等により視聴できなかっ
たとしても、弊社は一切の責任を負いかねます。

15．　準拠法および合意管轄
　　　⑴　�当規約に関する準拠法は、すべて日本国の法令が適用されるものとしま

す。
　　　⑵　�お客様と弊社との間における一切の訴訟については、大阪地方裁判所も

しくは大阪簡易裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所としま
す。

16．　規約の変更
　　　⑴　当規約は、予告なく変更することがあります。
　　　⑵　�強行法規の改正等により、当規約の一部が同法規に抵触する場合には、

当該部分を同法規の定めに従い変更したものといたします。
17．　施行日
　　　2022年４月１日施行

対策講座をお申込みされます皆様には、お申込み前に、以下の内容をご確認いただき、
確認済欄にご署名をお願いいたします。

□１）�目指される試験の受験資格、試験科目をご確認ください。年齢制限、必要な受験資格等を満たしていますか。
　　　受験先によって、また、年度によって異なることがありますので、お申込み前に必ず各自でご確認ください。

□２）お申込み予定の講座の講義時間帯・講義日数・受講期間・受講科目をご確認ください。

□３）�お申込み予定の講座の受講料等をご確認ください。また、受講料割引の有無をご確認ください。入会手続後に遡っての
割引適用はできません。入会金・受講料・教材費などの受講料等内訳をご確認いただき、さらに、納入前に担当者へ再
度ご確認いただくことをお勧めいたします。金額を誤って然るべき金額より多くご納入された場合には振込にてご返金
いたしますが、振込手数料をご負担いただくことになりますので、金額に誤りのないようご確認の上、納入するように
してください。

□４）�すべての講座で分割納付はできません。ご入会時はお申込み予定の講座の入会金・受講料・教材費などの総額を一括で
お支払いください。

□５）�講座開講日数日前の時点で受講申込み人数が最少開講人数に満たない場合、講座の開講はいたしません。開講の判断日、
最少開講人数については、各校にお問い合わせください（オンライン講座は、全日制は津田沼校に、日曜部は難波校に
お問合せください）。すでに入金されていた方には、他の講座へ変更していただくか、もしくは入会金・受講料・教材
費を全額ご返金いたします。ご了承ください。なお他の講座へ変更いただいた際に受講料等の差額が生じた場合は、追
加受講料等をお支払いいただくか差額受講料等の返金をいたします。

□６）�弊社は、通学講座・オンライン講座ともに、「LIVE講義」を基本として講座を提供しております。
　　　�決められた時間割に沿って講義を提供いたします。また、講義以外での相談・質問を教務スタッフ、講師が協力して親

切・丁寧に伺うことで受講期間の最後までしっかりと継続できる環境を整えています。壁にあたっても一人で悩まず
に、乗り越えるための方法を一緒に考えてまいります。安易に講義を欠席したり、進路変更したり、受験をあきらめな
いようにお申込み時にしっかりと受験の意思、意欲、受講環境の確保などご自身でもご確認ください。また、通学講座
の体験講義をご希望の方は、お気軽にお申出ください。

□７）�2023年度実施選考試験の要項が発表された段階で、講座内容が変更される場合がございます。その際、追加で講義を
実施する場合には、追加受講料が発生する場合がございます。2023年度実施選考試験において、試験の内容に変更が
あった場合の返金等は、弊社の解約規定に則り対応いたします（規定通りの解約手数料が発生いたします）。返金する
際の振込手数料はご負担いただきます。

□8）短期講習は、通学講座・オンライン講座・通信講座の講座内容と一部重複する場合があります。

□9）ご入会に際し「東京アカデミー申込規約」をご確認いただき、解約規定についてもご理解ください。

〔確認済署名欄〕
　�申込にあたり、受講講座、受講料等、受験の意思、入会手続完了後の解約に関する諸規定を全て確認いたしましたので、説
明事項を了承の上、ここに受講料等を添えて申込みます。

� 西暦����　　　年　��　　月��　　　日　　

　受講者氏名　　　　　　　　　　　　　　　印 　　　　　保護者氏名　　　　　　　　　　　　　　　印 
� � � � � � � 　　　　（受講者が18歳未満の場合、受講者、保護者の連名とする）
販売業者

販売総責任者　　　　代表取締役　佐川泰宏（上記法人全て）

販売担当校　　　　　　　　　　　校　販売担当校 取扱者　　　　　　　　　　　　　

□にチェック（✓）を忘れずにお願いします。

株式会社東京アカデミー
東 京 校 〒160-0023 新宿区西新宿1-8-1 新宿ビルディング9F ☎03-3348-0731
池 袋 校 〒171-0021 豊島区西池袋1-11-1 メトロポリタンプラザビル13F ☎03-5954-0731
立 川 校 〒190-0023 立川市柴崎町3-5-2 ☎042-529-7530
名古屋校 〒450-6306 名古屋市中村区名駅1-1-1 JPタワー名古屋6F ☎052-563-2095
大 阪 校 〒530-0001 大阪市北区梅田1-3-1 大阪駅前第一ビル12F ☎06-6345-0731
難 波 校 〒556-0017 大阪市浪速区湊町1-2-3 マルイト難波ビル7F ☎06-6645-0731
神 戸 校 〒650-0034 神戸市中央区京町75-1 京町栄光ビルディング1F ☎078-391-0731

株式会社東京アカデミ―札幌
札 幌 校 〒060-0807 札幌市北区北7条西4-17-1 KDX札幌北口ビル ☎011-726-3050
旭 川 校 〒070-0034 旭川市4条8-1703-12 日本生命旭川四条通ビル8F ☎0166-26-6990
函 館 校 〒040-0011 函館市本町8-18 ベストアメニティ五稜郭ビル2F ☎0138-31-3412

株式会社東京アカデミー仙台
青 森 校 〒030-0862 青森市新町1-1-14 損保ジャパン青森ビル2F ☎017-774-1515
仙 台 校 〒980-6127 仙台市青葉区中央1-3-1 アエル27F ☎022-263-0731
秋 田 校 〒010-0001 秋田市中通2-2-7 トラストワンビル21 3F ☎018-837-5331
新 潟 校 〒950-0901 新潟市中央区弁天1-1-22 東信新潟ビル6F ☎025-247-7291

株式会社東京アカデミー千葉
津田沼校 〒274-0825 船橋市前原西2-14-2 津田沼駅前安田ビル9F ☎047-493-8370

株式会社東京アカデミー大宮
大 宮 校 〒330-0854 さいたま市大宮区桜木町2-380-1 ☎048-654-7501

株式会社東京アカデミー横浜
横 浜 校 〒220-0004 横浜市西区北幸1-4-1 横浜天理ビル11F ☎045-320-0731

株式会社東京アカデミー中部
静 岡 校 〒420-0857 静岡市葵区御幸町11-30 エクセルワード静岡ビル3F ☎054-273-6361
金 沢 校 〒920-0856 金沢市昭和町16-1 ヴィサージュ12F ☎076-263-3870

株式会社東京アカデミー京都
京 都 校 〒600-8006 京都市下京区四条通柳馬場西入ル立売中之町99 四条SETビル6F ☎075-252-0762

株式会社東京アカデミー広島
広 島 校 〒730-0031 広島市中区紙屋町2-2-6 紙屋町イワミビル7F ☎082-541-0731
岡 山 校 〒700-0024 岡山市北区駅元町15-1 リットシティビル3F ☎086-255-6244
高 松 校 〒760-0019 高松市サンポート2-1 高松シンボルタワー11F ☎087-821-1731
松 山 校 〒790-0005 松山市花園町1-3 日本生命松山市駅前ビル4F ☎089-947-6605

株式会社東京アカデミー北九州
福 岡 校 〒810-0001 福岡市中央区天神1-1-1 アクロス福岡5F ☎092-716-5533
長 崎 校 〒850-0032 長崎市興善町2-24 長崎第一生命ビル3F ☎095-818-5033
熊 本 校 〒860-0805 熊本市中央区桜町1-20 西嶋三井ビルディング2F ☎096-359-7611
大 分 校 〒870-0035 大分市中央町1-1-5 大分第一生命ビル2F ☎097-536-7588
鹿児島校 〒892-0842 鹿児島市東千石町14-10 天文館NNビル6F ☎099-227-3455
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