
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します。
※2022年度についても判明次第公表いたします。

2,915名

①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、模試のみの
受験者、教材のみの購入者、ガイダンス・イベントのみの参加者等は一切含まれ
ておりません。
②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。
③他予備校や専門学校が合格実績として掲載している「一次合格率」「最終合格
率」は80％台～90％台と軒並み高いですが、2020年度近郊の各自治体一次試
験合格率は約30％～40％、最終合格率は約10％～20％程度です。一次試験合
格率や最終合格率が80％～90％台というのは非常に非現実的と考えます。
④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
いたしません。

※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。

合格表記について他社と比べてください合格表記について他社と比べてください

○国家総合職、国家一般職、国家一般
職（土木）、裁判所職員（総合職）、裁判
所職員（一般職）、国税専門官、財務専
門官、東京特別区、東京消防庁、国立
大学法人、法務省専門職員（法務教官）、
愛知県警、岐阜県警、三重県警、滋賀県警、
大分県警、大阪府警、警視庁　等

最 終 合 格 実 績最 終 合 格 実 績

 2021 年度

東京アカデミー全校の

2019 年～2021 年の
合 格 先

＜岐阜県＞
岐阜県庁、大垣市、各務原市、
瑞浪市（消防）、美濃加茂市、
御嵩町　等

＜三重県＞
志摩市、津市　等

＜その他地域＞
東京都庁、横浜市、横浜市（消
防）、静岡県御殿場市（消防）、
香川県観音寺市、北海道登
別市　等

＜愛知県＞
愛知県庁、名古屋市、名古屋市（消防）、
名古屋港管理組合、あま市、みよし市、
阿久比町、愛西市、安城市、尾張旭市（消
防）、田原市（消防）、稲沢市（消防）、
一宮市、岡崎市、春日井市、小牧市、
小牧市（消防）、瀬戸市、瀬戸市（消防）
常滑市、新城市、長久手市、豊橋市、
豊橋市（消防）、豊田市、豊田市（消防）、
犬山市、犬山市（消防）、刈谷市、江南市、
知立市、日進市、半田市、豊川市　等

土日教養（公安）コース

土日教養（行政）コ－ス

夜間土日総合コース

●東京アカデミーの講義を受けてみていかがでしたか？
　対面生講義なので、他の受講生の進度がわかることや他の受講生との交流のきっかけ
ができ友達ができたことはホントに良かったです。また、模擬試験の内容も充実してい
るため、授業の理解度がわかることも良かったです。

●入会を考えている方に伝えたいことはありますか？
　一人で対策するのには、限界があります。いろんな人に頼ったり、助け合ったりすること
が大切になります。また、筆記試験の対策も大切ですが、面接の対策も同じくらい大切
なので絶対に手を抜かないようにしてください。

●東京アカデミーの講義でためになった講義は何ですか？
　東京アカデミーの授業の中で、政経社が一番ためになりました。名古屋市の筆記試験で
は、出題数も多く、とても大事な科目ですが、覚えやすいような講義をしてくれたので得
意科目になりました。

●東京アカデミーに通って良かった点は何ですか？
　東京アカデミーに通ったことでたくさんの仲間ができ、同じ目標に向かって取り組めた
ことが無形の財産になりました。

●東京アカデミーを選んだ理由は何ですか？
　名古屋駅からすぐという立地の良さ、面接練習や面接カードの添削を無制限
で何度もやってもらえる点が良いと思い、選びました。

●東京アカデミーの教材のうち最も活用した教材は何ですか？
　最も活用した教材は、出たDETA問（問題集）です。私は必ず授業後に出た問
を使って復習するようにしていました。出た問で間違えた問題は、準拠テキスト
（参考書）や授業プリントを見て確認していました。問題を何周も解いていく中
で、わかりにくかったところは自分でノートにまとめたり、授業プリントに書き込
んだりしていました。

現役
合格

現役
合格

最終合格
名古屋市（消防）

吉森 海心さん　
9月生
大学：愛知東邦大学

●受講生フォローで最も助けられたことは何ですか？
　私は、東京アカデミーに入会したのが2月と遅かったですが、欠席フォローでもあるビデ
オ教材を活用して、多くの授業を受けることができました。また、面接カードの添削も回
数無制限なので良かったです。

●二次試験対策で良かった点は何ですか？
　集団討論の練習では、警察志望の人だけではなく、消防志望の人の意見も聞くことがで
き、試験当日でも活用することができました。また、先生からは1文を10秒程度で区切
り、6文程度にまとめるようにアドバイスされ意識したことで上手く伝えられるようになり
ました。

現役
合格

最終合格
岐阜県警察

遠藤 聖奈さん　
2月生
大学：名古屋学院大学

現役
合格

●東京アカデミーの講義でためになった講義は何ですか？
　一般知能と全ての専門科目の講義がためになりました。対面生講義だったの
で、1つひとつの講義を集中して受けることができました。専門科目は、全て初
学だったので不安でしたが、丁寧でわかりやすい講義を受け続けることで不安
が解消されました。

●東京アカデミーに通って良かった点は何ですか？
　面接対策を何度も受けられたことと切磋琢磨できる友人に出会えたことで
す。面接は経験がなく不安でしたが、回数無制限で満足いくまで練習ができた
ことが良かったです。また、グループワークで友人ができたことや情報交換が
できる友人ができたことも良かったです。

現役
合格

岩田 圭市さん　
9月生
大学：南山大学

最終合格先
名古屋市（行政B）、
国家一般職、国税専門官

田平 彩貴さん　
9月生
大学：南山大学

最終合格先
裁判所職員（総合職）、
国税専門官、刈谷市

山田 光祥さん　
9月生
大学：兵庫教育大学

最終合格先
愛知県庁（行政Ⅱ）

●東京アカデミーを選んだ理由は何ですか？
　現在、消防官として働いている友人に勧められたからです。様々な予備校を比較した中
で特に受講生フォローが充実していると感じたため、東京アカデミーを選びました。

●受講生フォローで最も助けられたことは何ですか？
　最も助けられた事は、面接カードを作成する際に教務スタッフの方に何度も添削しても
らったことと、精神的に辛い時期に支えてもらったことです。学力の向上だけではなく、
幅広い面でサポートしてくれた教務スタッフの対応は東京アカデミーの強みだと感じて
います。

現役
合格

最終合格
豊橋市消防本部、愛知県警

中間 俊輔さん　
4月生
大学：名古屋学院大学

●教務スタッフの対応やフォローで良かったことはありますか？
　定期的に模試の結果を踏まえた面談があり、スタッフの方の客観的なアドバイス
を受けられたことが良かったです。また、面接カードもかなり時間をかけてブラッ
シュアップしてくださり、これが合格という結果につながったと思っています。

●東京アカデミーに通って良かった点は何ですか？
　得られる情報の多さや通うためのアクセスの良さが特に良かったです。ほかに
も教務スタッフの方々の親切さや講義の面白さ、クラスメイトの多さもとても
良かったです。ホントに通って良かった！！！

現役
合格

永井 愛莉さん　
11月生
大学：南山大学

最終合格先
名古屋港管理組合（行政Ⅰ）
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名古屋校には過去の面接カード・出願書
類が保管してあります。事務局でコピー
を取って、実際に書いてみるところから
がスタートです。非公開の出願書類も過
去の受講生から入手し保管しているた
め、事前準備が可能です。

事務局（9:00 ～ 19:00）で
相談することもできるため、

「すぐにアドバイスが欲しい」
という方も安心です。

模試受験後には、必ず個
人面談を行います。模試
の結果を基に教務と 1
対 1 で話し合いをする
ことで「今」何をするべ
きなのか明確にすること
が可能です。

前半は仲間づくりを目的
としたチームビルディン
グをし、後半は集団討論
を実施します。仲間を作
る機会や人前で話すト
レーニングにもなる貴重
な時間になります。

グループ
ワーク面談面談

警察官・消防官志望者向けに体力測定会を行います。
各自治体のボーダーラインなどもお伝えするため、本
番を見据えた練習をすることができます。

Ex）腕立て伏せ　男子：12 回以上　女子：4 回以上
      【愛知県警】
※詳細は各自治体で異なります。

・反復横跳び　・腕立て
・長座体前屈　・握力
・立ち幅跳び　・懸垂
・上体起こし
・20mシャトルラン

原則翌日 18:00 以降

チューター制度

体力測定会

面接カード・
出願書類対策

吉田 和輝さん　
夜間土日総合コース6月生
大学：三重大学

最終合格先
愛知県（行政Ⅰ）、
国税専門官、
国家一般職

● チューター制度体験記 ●● チューター制度体験記 ●

宇留野 彩恵さん　
夜間土日総合コース11月生
大学：南山大学

最終合格先
名古屋市（行政B）、
国家一般職

翌日、教務が添削したものをご返却し
ます。添削は回数無制限で何度でも無
料です。提出・添削を繰り返し、納得
のいくものに仕上げます。5人の公務
員担当が順番に添削をしていくこと
で、内容から文法まで多角的な視点で
アドバイスします。

● 面接カード・出願書類対策体験記 ●● 面接カード・出願書類対策体験記 ●

濱口 翔太さん　
夜間土日総合コース9月生
大学：南山大学

最終合格先
国税専門官、
国家一般職

名古屋校では、チューター制度（合格した先輩）を導入しています。
行政職で合格された方 2 名・公安職で合格された方 1 名の計 3 名が
9 月頃～翌年 3 月頃まで勤務しています。対策を進めていく中で生じ
る不安や悩み、疑問などを気軽に相談することができます。『最終合格』
しているからこその正攻法を聞くことが可能！また、試験直前の 3 月
まで勤務し、受講生一人ひとりに寄り添ったフォローを行います。

チューターの方に勉強の仕方や計
画を相談できてとても助けられま
した。ガイダンス等でやるべきこと
ややるべき時期はわかっていまし
た が 、実 際 に 試 験 に 合 格した
チューターの方に相談し、自分の

考えに自信を持てたことでやる気に繋がりました。

どの時期にどのくらい問題集を進めてい
たかなど実際に合格したチューターの方
に聞けたことを参考にして自分の予定が
立てられて良かったです。また、不安にな
ることも多かったですが、その都度チュー
ターの方に相談をすることで解消するこ

とができました。チューターは3人いらっしゃるので、3人
の意見を聞けることも良かったです。

面接カードの作成は、ホントに大切
です。面接は、面接カードに沿って
進んでいくことが多いため、面接
カードの完成度が合否を左右する
と言っても過言ではありません。教
務スタッフの方に添削をしていた

だく中で、自分の知らない観点からアドバイスを
いただけたことで、より完成度の高いオリジナル
の面接カードを作成することができました。
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各種ガイダンス日程

面
接
対
策

東
ア
カ
の
！

録画面接は
  突破率94％！

※2021年度受験対策からの結果です。

添削

官庁自治体説明会

受験報告書

2024年
2月　二次試験対策ガイダンス
　筆記試験や論文試験以外で課される適性検査や適性試験について説明します。
　また、11月に実施した出願書類ガイダンスの復習をし、出願書類や面接カードの完成を目指
します。

2月　公務員に聞こう
　名古屋校の卒業生で現職公務員の方に来ていただき、仕事内容や仕事のやりがいについて聞
くことで志望先の“リアル”を感じていただくことができます。

2月　合格者に聞こう
　チューターとして在籍する合格者とは違う官庁・自治体に合格された先輩に来ていただき、
勉強のスケジュールややっておくべきことなどを聞くことができます。実際に合格した先輩か
ら正攻法を聞ける貴重な機会です。

3月以降　入退室指導
　知っているようで意外と知らない面接の基本の“キ”を指導します。服装や所作等のガイダ
ンスをし、実践形式で指導します。

5月以降　出願書類添削会
　裁判所職員、国家一般職、県・政令市職員の1次試験翌日に講師と1対1で面接カードの作成
の仕上げを行います。試験翌日から面接練習の準備を始めることが合格への第一歩です。

9月　学習スタートガイダンス
　“いつ”、“なにを”、“どのくらい”やらなくてはいけないか等、
試験当日までの流れを把握し、スケジュールを立てます。

11月　出願書類ガイダンス
　出願書類や面接カードで必ず聞かれる『志望動機』や『自己
PR』等を作成する際のテクニックをレクチャーします。

9月～
2023年

録画面接指導

● 面接体験記 ●● 面接体験記 ●

木森 玲雄さん　
大学：南山大学

最終合格先
長崎県（行政A）

木村 舞さん　
大学：南山大学

最終合格先
国家一般職（関東甲信越）、特別区

落合 圭斗さん　
大学：名城大学

最終合格先
名古屋市（消防）、愛知県警

面接対策は、回数無制限のため、多くの講師の方から意
見やアドバイスを貰うことができました。多くの講師と
対策を行うことで様々な意見を聞き、自身が最善だと思
うものやそれらの意見を組み合わせることができます。
私自身も自分の中で伝えたいことに一貫性が生まれ自
信に繋がりました。

私は、東京特別区や国家一般職（関東甲信越）など東海
地区以外の志望度が高かったため、少し不安でした。し
かし、講師の先生が8名もいることで地域（関東）に特化
した質問を入れたり、時事ネタを盛り込むようアドバイ
スをしてもらったりとそれぞれ違った質問をされたこと
で実践的な練習をすることができとても良かったです。

事務局の方から「次回予約とる？」などの声をかけてくだ
さるので、予約はとても取りやすいです。また、電話予約
もできるため、忙しい時でも安心して予約が取れます。
回数も無制限のため面接に強くなりました。

8名の面接対策講師

予約が取りやすい

回数無制限

面接指導

東海エリア外の
合格実績あり

☆二次元コードからビデオ面接の一部をご覧いただけます。

集団討論 集団面接
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名古屋校で行うガイダンスをご紹介します。日程についてはｐ5 ～ｐ6『面接対策』をご確認ください。

通学講座の授業は全て対面の『生』講義です。講師
は受講生の理解度を確認しながら授業をするため、
知識を着実に身に付けることができます。生講義だ
から、時事などの最新情報を反映することも可能で
す。講師に直接質問ができるのも対面講義ならでは
のメリットです。

ノートノート

\スケジュール管理から志望動機の作成までこの1冊で！/

質問に対する回答を考え、埋めるだけで職種研究や自己分析を進めることが可能です。 
面接カード・出願書類の作成に役立ちます！

・職種研究 ・自己分析

改訂 しました！

受講生からの『声』を反映し、さらに使いやすくなりました！
・A４サイズ→B5サイズに変更。持ち運びやすくなりました。
・使いやすいページはそのままに、改良を行いました。

使用教室は教室の空き状況により異なりますが、可
能な限り大きな教室を開放しています。事務局で教
え合いをすることもでき、学習に最適な環境です。

【平日】9:00～19:00／9:00～21:00
※利用時間は日によって異なります。事務局の掲示板をご確認く
ださい。

各種ガイダンス・イベント

対面講義 自習室

翌月のToDoリストを作成することで、計画的
に学習を進めることができます。
また、模擬面接で指導されたことを記入できる
ページもあります。
持ち運びがしやすいサイズ感で面接直前に見
返すのにもぴったりです！

出席で
“ポイ活” POINT CARD

弊社の公式 LINE アカウントに登録いただき、1 日出席するごとに
1 ポイントをショップカードに進呈します。20ポイント（20日）
溜まるごとにスターバックスのギフト券（500円）
をプレゼント！しっかり出席をし、ギフト券がもら
える、まさに一石二鳥！楽しく対策しましょう。

新設

☆二次元コードから時事の体験授業をご覧いただけます。

出願書類
ガイダンス

二次試験対策
ガイダンス

学習スタート
ガイダンス

公務員に
聞こう

入退室
指導

出願書類
添削会

合格者に
聞こう
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オリジナル教材
講師紹介 受講生の合格とヤル気を支えます！

自然科学の理科は何故そうなるか、どう
いう仕組みになっているかを考えてい
く科目です。
自信のない人は中学校入試用ドリル（小学
生用）をもう一度やってみましょう。

“いそがばまわれ”です。
理科の学習が楽になりますよ。
基本の知識が欠けていて理解できない
ことが多いですから小学校理科は大切
です。

有本  　実
★自然科学（生物・化学・物理・地学）

時間は言い訳を許してはくれませ
ん。たとえどんなに正当性があって
もです。言い訳を許さない姿勢は、
様々なリスクを考えて行動する呼
び水となり、あなたを成功に導くで
しょう。今日できないことは明日も
できない。だから今すぐ始めよう！
私たちが全力でサポートします。

衣斐　正信
★一般知能（空間把握） 

公務員試験は就職試験！勉強（一次）
と人間力（二次）が必要で最終合格
= 就職までは山あり谷もあり。主役

（あなた）の努力を脇役（講師）と
して力の限り応援します！ドラマの
結末ではやはり主役に輝いてほし
い。ファイト！

大園  　誠
★政治学・行政学
★社会科学（政治） 一般知能（数的推理・判断推理）は、

小学生の国語と算数をベースにし
たパズル問題です。パズルは、子
どものような「純粋な心」で楽し
く解けるはずです。プレッシャー
を感じることなく、気楽に講義を
受けてくださいね。

大塚  康司
★一般知能（判断推理）

自分で考えて、自分なりに行動する
こと。自分を大成させてくれるのは
自分しかいない！「信念を持って頑
張り続けることで道は開ける！」

織田  俊樹
★社会科学（社会・政治）

土橋  　茂
★一般知能（数的推理）
数的推理は、公務員試験では出題数が
多くて避けては通れない科目です。け
れども受講生の多くが苦手だと言って
きます。対策としては、頻出する定番の
問題がいくつかあるので、それをでき
るようにしていくことです。そのために
は（これは合格者に共通することです
が、）絶対合格するんだ！という強い思
いを持って努力し続けることです。

行政法は、受験科目として重要なだ
けでなく、公務員の仕事をする上で
も、その理解は必要となります。公
務員の仕事は行政法に基づいて行
なわれるので、行政法の理解を深
めることで公務員の仕事の理解を深
めることができ、面接等でも役に立
つと思います。

加藤　榮一
★行政法

“世界史は範囲が広くて覚えきれない
よー ”と思っているアナタ。安心し
てください。頻出分野、そのポイン
トなど分かり易く教えます。やってみ
ると意外におもしろい世界史、案外
ハマるかも。
さあ世界に向かって Let’s try!

川瀬  久美子
★人文科学（世界史）

これからの社会を生き抜くには、
英語は必須です。根気力と努力が
あれば、あなたも全ての英語の技
能を習得することができます。

坪内  えい子
★文章理解（英文）

法律系科目は難しくありません。や
れば得点源になります。一般教養で
すが、意外と皆さんはこれに苦戦す
るようです。ここで勉強し、効率よ
く合格してみませんか。

内藤  道生
★憲法★人文科学（地理）

長谷  理恵子
★経済学★社会科学（経済）

経済学はむずかしい？でも、むずか
しいことをやさしく、やさしいこと
をふかく、ふかいことをおもしろく、
一緒に理解していきましょう。

名古屋校

「シンプルな説明を積み重ねて、よ
り深い理解に導く」
そんな授業を目指して日々研鑽を
積んでいます。
君が真剣勝負なら、僕だって真剣
勝負。
教室で会いましょう！（^.^）

保手濱  茂樹
★民法★行政法
★文章理解（現代文） 課題に答えるために、知識を増や

し、書く練習を積み重ねていこう。
論文の上達には、書くことが大事
になります。後回しにせず、共に
頑張りましょう！

山本　純子
★小論文 

こんにちは！一般教養社会科学、人文
科学を担当しています。暗記科目と言
えばそうかもしれません。でも、結び
付き、流れ、現象を理解することによ
り記憶は深まります。私達講師陣は膨
大な過去問題研究と経験でそのお手伝
いができます。共に楽しく学びましょ
う。

廣村  法子
★人文科学（日本史）★社会科学 
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東京アカデミー試験研究部が総力をあげて作成した受講生限定の参考書です。欠席時には、要点を絞ったビデオ教材を視聴するこ
とで、取り残されることなく学習ができます。
※ビデオ教材は自習室でタブレットを貸し出し、視聴していただきます。（無料・要予約）

準拠テキスト

地方公務員（A・B・C日程）や警察官・消防官、国立大学法人などの非公表問題が多数掲載さ
れています。Amazon の人気ランキングでも上位を獲得する、受験生からの信頼が厚い問題集
です。

出たDATA問シリーズ

①　�苦手にする人が多い『論文』に特化した教材です。
　　�書き方や用語はもちろん、過去に出題されたテー

マについても自治体ごとにまとめてあります。
②　�出題範囲が広く対策が困難な時事もこの一冊で対

応していただけます。
　　※短期講習をお申込の方のみにお配りします。
③　�各自治体で実際に聞かれた質問を多数掲載してい

ます。
　　面接対策をする上で必需品です！

① ② ③

その他教材

通学部生特典として、通常￥3,100 ～￥4,100 かかる
模試を受講期間内に限り、全回無料で受験していただ
けます。
個人成績表には、順位のほかに正答率も記載されるた
め、苦手発見の材料としてもお使いいただけます。

※�万が一、模試当日に予定があって受けられない場合
でも自宅受験が可能です。提出は全国公開模試の実
施日までに限ります。

※上記は 2022年度のテキスト・模試です。

全国公開模試（全8回）

【ビデオ教材あり】

【全4,585問収録中2,421問非公表問題】

Amazon および Amazon.co.jp は、Amazon.com, Inc. またはその関連会社の商標です。

2023 国家公務員・地方上級公務員試験 
オープンセサミシリーズ   出たDATA問

Amazon ほしい物ランキング 書籍
資格・検定 ＞ 公務員試験 ＞警察官・消防官採用試験 部門（2022/8/22・23調べ）

第1位
出たDATA問(3)人文科学〈基礎編〉
2023年度版　大卒警察官・消防官・
市役所上級　国家公務員・地方上級

Amazon 人気ギフトランキング 書籍
資格・検定 ＞ 公務員試験 ＞警察官・消防官採用試験 部門（2022/2/26調べ）

第1位出たDATA問(3)人文科学〈基礎編〉
2023年度版　大卒警察官・消防官・
市役所上級　国家公務員・地方上級

第2位
出たDATA問(2)社会科学〈基礎編〉
2023年度版　大卒警察官・消防官・
市役所上級　国家公務員・地方上級

第3位
出たDATA問(4)自然科学〈基礎編〉
2023年度版　大卒警察官・消防官・
市役所上級　国家公務員・地方上級

第4位
出たDATA問(5)文章理解〈基礎編〉
2023年度版　大卒警察官・消防官・
市役所上級　国家公務員・地方上級

New
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東アカ Topics

2024年度 時事出題予想

受講生の
約 70％が

追加受講 !!

ザ・短期講習
特訓ゼミ時事

￥25,600
2024/3/ 中旬～ 4/ 下旬

※予定のため、
変更になる可能性がございます。

ザ・短期講習
時事ゼミ

￥25,600
2024/3/ 中旬～ 4/ 下旬

※予定のため、
変更になる可能性がございます。

時間外賃金

インボイス制度導入

アメリカ大統領選挙

2024年4月1日から自動車運転業務（運送業
ドライバー）に年間残業時間上限960時間の
規制が設けられます。労働時間等の出題がさ
れるかも？

2023年10月から『事業者の消費税に関
するルール変更』が行われます。消費税
を含む税制の出題がされるかも？

アメリカでは、2024年11月に大統領
選挙が行われます。
アメリカの選挙制度に関する出題が
されるかも？

水木 晴香さん　
夜間土日総合コース9月生
大学：南山大学

● 東アカＴｏｐｉｃｓ体験記 ●● 東アカＴｏｐｉｃｓ体験記 ●

最終合格先
名古屋港管理組合
（行政Ⅰ）

下里 啓弥さん　
昼間部総合コース11月生
大学：中京大学

最終合格先
国家一般職

特典
毎年的中実績のある時事対策教材
『時事蔵』をお渡しします。
特に名古屋市は時事の出題数が多
いため、時事対策は必須です。
人気の高い講師の授業とオリジナル
教材で時事対策はバッチリです！

特典

時事の勉強も手を抜いてはいけません！
時事は、他の科目（政経社など）にも関連す
ることがあるため、勉強することで理解を
深めることができます。私は、時事ゼミに
申し込むと貰える『時事蔵』を常に持ち歩
き、電車に乗っている時や時間が空いた時

に確認し、新しい知識を覚えるように活用していました。

時事は、他の科目（国際関係や財政学な
ど）と重なるところもあるので、より理解を
深めることができました。また、新聞を読ん
でいて内容が頭の中に入りやすくなったの
で新聞を読むことが楽しくなりました。こ
のように、筆記試験の対策だけでなく、面

接や討論などの対策にも活かすことができました。時事
ゼミを受講して良かったと思います。

的中
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人物試験対策
自主練習のみでは対策が困難な人物試験。
本講座ではプロ講師の目を通した客観的な対策
が可能です。
受講者の個性や受験先に合わせた
面接指導・論文添削を実施。
最終合格を目指します！ 論文対策をご自宅で！

原稿はメールにて返却

随時受付
(添削期限:2024年9月末日まで)

ザ･添削

論 文

人物試験対策受講生
申込不要

ベテラン講師による
マンツーマン指導！

2024年４月より随時受付

個別面接
対策講座

人物試験対策

受講生
申込不要

愛知県・名古屋市で出題
(名古屋市は選択式です)

2024年２月中旬 開講予定

社会政策

得点上積みゼミ受講生
申込不要

愛知県・名古屋市で出題
(名古屋市は選択式です)

2024年２月中旬 開講予定

国際関係

得点上積みゼミ受講生
申込不要

経済学との重複箇所多数
得点源となる科目です！

2024年２月中旬 開講予定

財 政 学

得点上積みゼミ得点上積みゼミ
得点源となる科目を
ピックアップ。
より多くの専門科目を
学習して、
他受験生と差を
つけましょう！

国家公務員を目指すなら
この講座！
併願必須科目をセレクト！

2024年２月上旬 開講予定

国税＋財務＋裁判

会計学･刑法･憲法記述

国家併願ゼミ

CHECK!

国家併願ゼミ
国家公務員併願必須
科目をセレクト。
短期間で得点のため
の武器を手に入れま
しょう。

国家・県政令試験向け
最新時事対策講座

2024年３月中旬 開講予定

時事

特訓ゼミ特訓ゼミ 時事
一般的なものから、
公務員に関するもの
まで、最新の時事を
一気に叩き込みます。

土日

教養科目対策通学講座
市町村試験を目指す方に！

2024年６月下旬 開講予定

市町村
ターム ゼミ

攻略ゼミ

土日

受講生
申込不要

教養科目対策通学講座
＋面接対策(無制限)

2024年４月中旬 開講予定

ラスト
スパートゼミ

攻略ゼミ

短期間で問題演習に取り組み、筆記試験突破を
目指します。
ラストスパートゼミでは、面接対策が付帯します。
回数無制限！

攻略ゼミ 短期通学講座

志望職種やあなたの都合に合わせて自由に受講ができます！

受講生
申込不要

・詳細な日程、カリキュラムについては
ＨＰにて決定次第、随時公表予定です。

・開講時期や内容は変更となる場合があります。
予めご了承ください。

・ 記載のある講座は通学講座受講生は
申込不要です。申込しないでください。

- 注意事項 -

短期講習

2024 公務員試験対策講座

予 告
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