
東京アカデミー松山校 2023年受験高卒・短大卒程度公務員講座

全日制オンライン講座 2月生・3月生・4月生

夜日部 4月生・5月生・6月生

日曜部オンライン講座 11月生・1月生・2月生・3月生・4月生

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

高校・短大卒業後公務員を目指す方、また平日昼間に時間が取れる方で公務員試験に専念される

方におすすめのコースです。

教養試験全科目について、基礎からじっくりと対策していきますので、初めて公務員試験の勉強をされ

る方や、高校卒業後ブランクのある方も、無理なく「最終合格するための力」を習得できます。

遠方の方やご自宅でじっくり対策したい方におすすめです。

・2月～7月中旬はオンライン受講、試験直前期の7月中旬～8月末は教室対面受講

・2月～8月末まで全期間オンライン受講

の2つからお選びいただけます。

松山校 通年講座募集コース

中予の現役高校生・短大生、社会人の方が公務員を目指すなら夜日部！

学校や仕事との両立を図るために最大効率を考えたコース

平日夜間と日曜日の受講ですので、現役高校生・短大生、社会人の方も通いやすい講座です。

教養試験全科目について、頻出分野を中心に効率よく対策することができます。

夜日部の通学が難しい方のための週1回コース！

東予や南予にお住いの方は週1回コンパクトに学んで合格を目指します！

週1回、日曜日のみの受講ですので、平日は部活動等で忙しい現役高校生・短大生、社会人

の方も受講しやすい講座です。

教養試験全科目について、最重要分野に絞った講義で効率よく対策することができます。

受講料一覧、受講生フォロー内容については、

おもて面をご確認ください。

講座の詳細は、東京アカデミー松山校公務員高卒のページをチェック！

【予告】夏期総まとめ講座 7月中旬スタート！
・全日制（教室対面／オンライン） ・夜日部（教室対面） ・日曜部（オンライン）

早期入会特典

日曜部オンライン講座は11月開講、全日制オンライン講座は2月開講、夜日部は4月開講ですが、開

講前からみなさんの自宅学習をサポートします。

初めて公務員試験を受験する方や学力に不安がある方は、開講まで基礎固めを行います。早めに試験傾向や自分

の弱点をつかみ、開講後講義の内容をスムーズに理解できるようサポートします。

①自宅学習フォローで、今やるべきことが分かる！

入会時に学力診断テストを行い、みなさんにあった自宅学習方法をお伝えします。自宅学習に取り組むことでつまずき

なく授業に参加していただけるようサポートします。また定期的な面談をおこなって学習面の不安を解消したり、志望先

の面接対策として今から取り組むべきことについてアドバイスしたりします。

②チューターの学習指導で、つまづきを解消できる！

2022年の大卒程度公務員試験に最終合格したチューターのみなさんに学習相談をしたり、最重要科目の一般知

能についてつまづいているところを質問したりすることができます。

※学習指導日は10月～各コース開講まで月2回程度設定します。

③1月22日(日)チャレンジスタート模試で、実力確認できる！
【対象】

・1月21日(土)までに、夜日部4月生に入会された方

・1月21日(土)までに、全日制オンライン講座2月生に入会し受講生フォローを追加申込された方

※日曜部オンライン講座11月生・1月生に入会し受講生フォローを追加申込された方は受験可能です。

時間を計って問題を解くことで、公務員試験の全体像をつかみましょう。

いち早く対策をスタートさせて、ライバルに差をつけましょう！

パンフレットのP.16-19 をご覧ください。

パンフレットのP.20-21 をご覧ください。

パンフレットのP.22-23 をご覧ください。

https://www.tokyo-ac.jp/school/chugoku/matsuyama/course-list/high/23-kou2-zennichionline/
https://www.tokyo-ac.jp/school/chugoku/matsuyama/course-list/high/23-kou2-yanichi/
https://www.tokyo-ac.jp/school/chugoku/matsuyama/course-list/high/23-kou2-nichiyouonline/
https://www.tokyo-ac.jp/school/chugoku/matsuyama/course-list/high/


面接試験に必要な振る舞いは試験直前に身に付くものではなく、日頃の生活の中での心がけが大切になります。
東京アカデミーでは全ての受講生の方へ以下の内容を徹底指導いたします。試験に合格し、目標とする立派な公務員になりましょう。

公務員講座受講生フォロー
&短期講習・イベント

中四国エリア版
松山校

志望先別ガイダンス

面接試験対策

校 舎受講生フォロー ●対象講座●　松山校
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京アカデミー  ７つの約束
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務員講座受講料一覧

期講習･イベント実施予定

ご入会時点以降の模擬試験 ( 最大 5 回 ) が受験で
きます。試験後には
作文の授業 (全 4回 )
を行います。

職種別、試験別、自治体別に、東京アカデミーだ
からこそ提供できる試験情報をタイムリーに提供、
指導していきます。

1　約束　講義に遅刻しない

2　連絡　欠席・遅刻時は必ず連絡する

3　伝達　質問・相談時は名前をハッキリ伝える

4　挨拶　校内ではお互いに挨拶する

5　集中　講義中の食事とスマホの禁止

6　挑戦　模試・確認テストは全て受験する

7　東京アカデミースタッフは受講生の顔と名前を憶えて、サポートします！

自己分析から受験申込書の記入、面接カード指導、
個別・集団面接指導、集団討論指導まで、受講生
の志望先に合わせた指導で最終合格に導きます。

講義に遅刻すると講義の遅れをとるだけでなく、他の受講生にも迷惑をか
けます。このことを試験当日に当てはめると試験時間も短くなり、30 分以
上遅刻の場合だと試験を受けることができない場合もあります。日頃から
遅刻をしない習慣を身に付けましょう。

講義に遅刻・欠席する場合は必ずスタッフに連絡しましょう。社会人になっ
ての無断の遅刻や欠勤は許されません。あなたへの信頼や評価も下がって
しまいます。常に連絡する意識を持ちましょう。

質問・相談の時は、名前や在籍コースをハッキリ伝えてください。公務員
として仕事が始まれば住民と接する際に必ず身分を名乗ることになります。

コミュニケーションの始まりは挨拶からと言われています。日頃から挨拶
をしっかりと身に付けていれば第一印象アップも間違いなし。社会人とし
ても挨拶は基本中の基本です。

講義中のスマホの操作、居眠り、間食をしていたら合格が遠のくばかり
ではなく、将来の仕事現場でも正しい習慣が身に付きません。

模試・確認テストは実力を確認する絶好の機会。
しっかりと現状を把握・修正して不得意分野を
無くしましょう。

※全日制オンライン講座、日曜部オンライン講座を受講される方で 1～３の校舎受講生フォローをご利用の場合は、追加受講料が必要です。
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その他 公務員になろう！フェア～保護者相談会～（岡山校・広島校・高松校・松山校）
10/1（土）～11/30（水）

オプション講座オプション講座 最重要科目である一般知能が苦手な方も着実にステップアップできる！
※オプション講座は夜日部受講生も有料です。日程は変更の可能性があります。

★基礎数学フォローアップ講座（全6回）
　受講期間：2/25(土) ～ 4/1(土)　15:00 ～ 17:00
連立方程式や速さ、割合など小学校算数や中学数学に苦手意識が
あるみなさん対象のオプション講座です。苦手をなくし、4 月か
らの講座に備えます。

★一般知能フォロー講座（全 7回）
　受講期間：5/20(土) ～ 7/22(土)　15:00 ～ 17:00
最重要科目である一般知能を苦手とするみなさんを対象に、講義で
解説した問題ができているか確認テストを行い、どこでつまづいて
いるかを把握した上で指導していきます。

岡山校
＜2022年＞
10/23（日）　教養試験過去問分析セミナー
12/27（火）　面接試験対策セミナー
＜2023年＞
  3/  5（日）　岡山県警察　試験内容対策セミナー
  3/  5 （日）　岡山市消防　試験内容対策セミナー
  6/ 25（日）　夏から始める公務員試験勉強法セミナー

無料イベント 公務員合格セミナー 広島校
＜2022年＞
10/1（土）～10/31（月）
 　一人ひとりに合わせて専門スタッフが一緒に考えます！
 　合格のための学習計画を立てよう！～学習スタートフェア～
12/26（月）　今年の広島市試験はこれが出た！2022年度試験速報セミナー
＜2023年＞
  3/ 12（日）　警察官・消防官・自衛隊合同説明会
  6/ 11（日）　部活動引退後からでも間に合う！現役合格必勝セミナー

無料イベント 公務員合格セミナー

高松校
＜2022年＞
10/29（土）　学習スタートセミナー
12/27（火）　香川県警察官試験対策セミナー
　　　　　　香川県内消防試験対策セミナー
＜2023年＞
  3/  7（火）　香川県内試験情報データ活用セミナー
  6/ 11（日）　夏から始める公務員試験勉強法セミナー

無料イベント 公務員合格セミナー 松山校
＜2022年＞
10/23（日）　学習スタートセミナー
12/28（水）　愛媛県警察官必勝セミナー
　　　　　　愛媛県内消防必勝セミナー
＜2023年＞
  3/  3（金）　事務職志望者必勝セミナー
  6/ 25（日）　夏から始める公務員試験勉強法セミナー

無料イベント 公務員合格セミナー

【全日制】2月～7月中旬 : オンライン受講、7月中旬～8月末 : 教室対面受講です。

日曜部 総講義時間数　　 入会金　　　 受講料　　　 教材費　　　   合計

11月生

1 月生

2 月生

3 月生

4 月生

夏期

162 時間 30,000円 121,500円 18,500円 170,000円

144 時間 30,000円 108,000円 18,500円 156,500円

126 時間 30,000円 94,500円 18,500円 143,000円

108 時間 30,000円 81,000円 18,500円 129,500円

90 時間 30,000円 67,500円 16,700円 114,200円

24 時間 － 40,000円 3,000円 43,000円

フォロー

※総講義時間数は、P16～P23記載の各コースの講義時間と受講期間内に行うフォロー対策(夜日部のみ)の合計になります。
※教材は窓口もしくはオリエンテーション時のお渡しとなります。送付を希望の場合、別途送料をいただく場合がございます。
※再入会される方は、入会金が免除となります。詳細はお問い合わせください。 

※全日制2月生、3月生、4月生で希望される方は8月末までオンライン受講可能です。

【日曜部】全期間オンライン受講です。

【夜日部】全期間教室対面受講です。
全日制
2 月生

総講義時間数　   入会金　　     受講料　　　教材費　　　   合計

570 時間 30,000円 427,500円 20,900円 478,400円

3 月生 526 時間 30,000円 394,500円 19,100円 443,600円

4 月生 462 時間 30,000円 346,500円 19,100円 395,600円

夏期基礎･実践 5,000円 120,000円 7,400円 132,400円

夏期実践のみ 54 時間 5,000円 70,500円 5,000円 80,500円

夏期基礎･実践 120 時間 － 90,000円 7,400円 97,400円

夏期実践のみ 54 時間 － 40,500円 5,000円 45,500円

120 時間

夜日部
4 月生

総講義時間数　   入会金　　     受講料　　　教材費　　　   合計

212 時間 30,000円 245,000円 19,100円 294,100円

5 月生 158 時間 30,000円 180,000円 19,100円 229,100円

6 月生 120 時間 30,000円 135,000円 19,100円 184,100円

夏期基礎･実践 5,000円 70,000円 6,400円 81,400円

夏期実践のみ 42 時間 5,000円 45,000円 4,000円 54,000円

66 時間

【受講生フォロー】
入会金　　　 受講料　　　 教材費　　　   合計

－ 50,000円 － 50,000円

－ 30,000円 － 30,000円
4 月生まで

夏期

※夜日部、全日制夏期(教室対面)には含まれていますので、申込みの必要はありません。

【オプション講座】
オプション
基礎数学フォロー

総講義時間数　   入会金　　     受講料　　　教材費　　　   合計

12 時間 － 20,000円 1,200円 21,200円

一般知能フォロー 14 時間 － 25,000円 － 25,000円
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公務員試験対策講座のほか、試験情報が盛り沢山！
東京アカデミーWEBサイトも要チェック！

【夜日部/日曜部オンライン講座受講生のみなさん】　夏休み期間中のみ全日制(夏期基礎・実践)の教室対面授業を追加受講する場合は、追加受講料60,000円が必要です。

( 消費税込)


