
★

※予定ですので予めご了承ください

2回(4時間)

●一般知能

●社会科学

●人文科学

●自然科学

●人物対策

●時事対策

●文章理解

22回(44時間)

12回(24時間)

11回(22時間)

10回(20時間)

2回(4時間)

2回(4時間)

1回(2時間)

人物試験試験対策

1次試験前の人物試験対策から1次試験合格後は、事前予約制で個別指導を回数無制限で実施します。

職種別に、面接カードの添削から個別面接、集団討論まで指導します。

夏期総まとめ講座どのコースを選択しても必ずついてる！

●モデルカリキュラム

警察消防セミナー 講座内容／地方初級過去問題演習 時間帯／13:30～16:45 受講料／6,000円

●受講料（消費税・教材費込）

直前講座
時間帯／全日13:30～15:30

夜間18:30～20:30

各コース共通(全日制・夜間部】

●九州模試

●東京アカデミーの「土曜部」のポイント！

夏期総まとめ講座受講生は1次試験合格後の2・3次試験対策で安心。

◆土曜部 コーススケジュール

★11月生 11月26日(土)Start

★ ４月生 4月22日(土)Start

★

●受講料（消費税・教材費込）

★ ２月生 2月4日(土)Start

学校や部活動と両立しやすい

東京アカデミーオリジナルの基本書『オープンセサミ』を使用し、試験レベルに即した基本講座を4月から7月下旬まで

土曜日に講義を行います。7～8月の試験直前期に繋げられるよう、重要分野を徹底してインプットしていきます。

オリジナルテキスト『基礎力養成完成テキスト』を使用し、公務員試験の出題率約50％を占める一般知能と政治・経済・

社会を中心に基礎力養成から完成までを行います。※11月生と同じテキストを使用しますが、講義内容は異なります。

オリジナルテキスト「基礎力養成完成テキスト」を使用し、秋から、一般知能分野を学習する上で必要な数学から学び、

重要科目への足掛かりをつくります。

土曜夕方から講義スタートで、早い時期から受講可能！

最後まで安心サポート

2022年11月26日(土)～2023年1月21日(土)

ご希望の時期から始められます。また、期間ごとに受講も可能です。

●合格目標公務員試験●

国家一般職（高卒程度）／税務職員／裁判所一般職(高卒程度)／刑務官／海上保安学校／その他の国家公務員／鹿児島県庁

鹿児島市役所／鹿児島市消防／鹿児島県警／市町村／消防官／警察官／都道府県／政令指定都市などの地方公務員全般に対応

2023年2月4日(土)～2023年4月15日(土)

2023年4月22日(土)～2023年7月15日(土)

土曜部対面生講義

4月生モデルカリキュラム

※期間は予定です。消費税・教材費込

講座名 受講料 教材費 使用教材 講義時間数 講座期間

11月生 ¥15,000 ¥1,800 基礎力養成完成テキスト 10.5時間 2022年11月26日(土)～2023年1月21(土)

2月生 ¥20,000 ¥1,800 基礎力養成完成テキスト 15時間 2023年2月4日(土)～2023年4月15日(土)

4月生 ¥30,000 ¥3,400 オープンセサミ①・⑤ 25.5時間 2023年4月22日(土)～2023年7月15日(土)

時間 11/26(土) 12/3(土) 12/10(土) 12/17(土) 12/24(土) 1/14(土) 1/21(土)

17:30～19:00 数的推理 判断推理 数的推理 判断推理 数的推理 判断推理 数的推理

選べる！
受講スタイル

教室受講：東京アカデミーの教室で受講／オンライン受講：自宅等でZoom受講

※教室受講とオンライン受講は同一講義、同一価格になります。オンラインは鹿児島校の講義をリアルタイムでZoom配信いたします。

※オンライン受講は自宅のインターネット環境整備とZoomアプリ(無料)インストールが必要ですので、事前にご準備ください。

※教材等は鹿児島校で直接配布します。送付をご希望される方はには、送料をご負担いただきます。

※教室対面講義でも、感染症流行等で国や自治体から要請があった場合、教室定員を超えた場合、台風などの天候の状況に応じ、受講形式は変更になる場合がございます。

※2022年8月30日作成

土曜日

17:30～19: 0 0

●一般知能 7回（10.5時間）

●一般知能

●社会科学

5回（7.5時間）

5回（7.5時間）

土曜日

17:30～19: 0 0

時間 4/22(土) 5/6(土) 5/13(土) 5/20(土) 5/27(土) 6/3(土) 6/10(土) 6/17(土) 6/24(土) 7/1(土) 7/8(土) 7/15(土)

17:30～19:00 数的推理 政治 数的推理 経済 数的推理 政治 数的推理 経済 数的推理 政治 数的推理 経済

19:15～20:45 判断推理 － 判断推理 － 判断推理 － 判断推理 － 判断推理 － － －

時間 2/4(土) 2/18(土) 2/25(土) 3/4(土) 3/11(土) 3/18(土) 3/25(土) 4/1(土) 4/8(土) 4/15(土)

17:30～19:00 数的推理 政治 判断推理 経済 数的推理 政治 判断推理 経済 数的推理 政治

11月生モデルカリキュラム

2月生モデルカリキュラム

土曜日

17:30～19: 0 0 o r 2 0 : 4 5

●一般知能

●社会科学

11回（16.5時間）

6回（9時間）

★ 夏期総まとめ講座 7月22日(土)Start

7月下旬から全日制でボリュームのある夏期総まとめ講座が受講できます(詳細は右記参照)。STEP①では重要分野の頻出事項を

徹底してインプットし、STEP②では過去問題集の「出た問」で実践的な力を養成します。

2023年7月22日(土)～2023年8月30日(月)

※夏期総まとめ講座モデルカリキュラム等の講座詳細は右記ページ参照

※11月生と2月生の使用教材は同じです。重複購入の必要はありません。

夏期総まとめ講座

全日制

STEP① 基礎コース
●一般知能

●社会科学

●人文科学

●自然科学

●人物対策

●時事対策

●文章理解

12回(24時間)

6回(12時間)

6回(12時間)

5回(10時間)

1回(2時間)

2回(4時間)

1回(2時間)

公務員試験で出題される科目全般の要点を確認し、テキストを中

心に時間をかけて徹底学習します。

国家公務員から地方公務員試験まで、実際に出題された問題（過
去問）をもとに講義を行います。本試験問題の出題形式や傾向を
問題演習を通して学習してもらいます。

STEP UP（①→②）しながら基礎力から応用力まで効率よく無
理なく学力UPできるスペシャルコースです。約１ヶ月間の短期
集中講座で合格力を養成し、公務員試験の最終合格を目指します。

●コース内容 夜間部
11:0 0 ～18:0 0 1 8 : 4 0 ～ 2 0 : 4 5

2023年7月22日(土)～8月10日(木)

7回(14時間)

3回(6時間)

2回(4時間)

STEP② 実践コース
2023年8月16日(水)～8月30日(水)

●一般知能

●社会科学

●人文科学

●自然科学

●人物対策

10回(20時間)

6回(12時間)

5回(10時間)

5回(10時間)

1回(2時間)

4回(8時間)

3回(6時間)

2回(4時間)

STEP①＋② 総合コース
2023年7月22日(土)～8月30日(水)

11回(22時間)

6回(12時間)

4回(8時間)

使用教材写真は全て2022年度です

全日制・夜間部
対 面 生 講 義

全日制 月 火 水 木 金 土

11:00～13:00 政治 一般知能 日本史 理科 文章理解

13:45～15:45 経済 一般知能 世界史 理科 人物対策

16:00～18:00 社会 一般知能 地理 理解 時事対策

夜間部 月 火 水 木 金 土

18:40～20:45 一般知能 社会科学 人文科学 一般知能 社会科学 九州模試

九州模試

時間数 受講料 教材費 時間数 受講料 教材費

 STEP①基礎コース 66時間 ¥36,000 ¥1,200 24時間 ¥22,000 ¥1,200

 STEP②実践コース 54時間 ¥30,000 ¥6,000 18時間 ¥16,000 ¥6,000

 STEP①＋②総合コース 120時間 ¥63,000 ¥7,200 42時間 ¥33,000 ¥7,200

コース名
夜間部全日制

選べる！
受講スタイル

教室受講：東京アカデミーの教室で受講／オンライン受講：自宅等でZoom受講

※教室受講とオンライン受講は同一講義、同一価格になります。オンラインは鹿児島校の講義をリアルタイムでZoom配信いたします。

※オンライン受講は自宅のインターネット環境整備とZoomアプリ(無料)インストールが必要ですので、事前にご準備ください。

※教材等は鹿児島校で直接配布します。送付をご希望される方はには、送料をご負担いただきます。

※教室対面講義でも、感染症流行等で国や自治体から要請があった場合、教室定員を超えた場合、台風などの天候の状況に応じ、受講形式は変更になる場合がございます。

※2022年8月30日作成

●その他、短期講習

直前講座 ①市町村直前 ②警察消防直前 ③鹿児島県直前 ④鹿児島市直前

期間(2023年) 9/5(火)～9/7(木) 9/12(火)～9/14(木) 9/19(火)～9/21(木) 9/26(火)～9/28(木)

受講料(全日／夜間) 各5,000円 各5,000円 各5,000円 各5,000円

2023年8月19日(土)・26日(土)

講座申込方法
【インターネット受付】二次元コードを読み取りアクセス→
【窓口受付】二次元コードをタップして受講申込書をダウンロード→

https://www.tokyo-ac.jp/wp/wp-content/uploads/2022/08/kagoshima_kou2_mousikomisyo_2023_pdf.pdf

