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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



22 23

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


