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面接カード添削指導

各種フォローガイダンス

作文添削指導
作文対策講義受講後に実際に書いた作文を添削します
★まずは講義を受講してから書くので安心！
★書きっぱなしにしない！講師からのコメント付きで分かりやすい添削を受けられる 
★複数回添削可能！改善点が見つかったらもう一度書こう！    
★添削内容で分からない点は講師に直接質問も可能！

小テストの実施
計5回、10～ 20問の小テストを実施します。
★講義で学んだ分野の再確認！まとめて定着度チェック！
★解説講義も受けられる！分からない所は講師へ質問もOK!
★時間制限を設けることで、常に本番を意識した学習ができる！
★得意・苦手分野の振返りが楽！テキストと合わせて自分の実力を知ろう！

面接指導

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！

受験先に提出する面接カードの添削指導を個別に実施します
★まずは講義を受講してから書くので安心！
★内容重視の添削指導！文章の校正で終わらず、しっかり話し合う！
★1人ひとりの特性や良さを表現できる内容になっているか確認！
★志望先の過去の面接カード情報も提供！事前に準備ができる！

面接カードの準備ができたら実際に面接練習を実施します
★回答に集中できるよう、入退室のマナーや声質など基本姿勢を確立！
★いきなり完璧は求めません！入門⇒基礎⇒応用とステップアップ！
★練習の様子を録画OK！後で自身の面接を振り返ることが可能！
★練習後は指導官と話し合い！ 1人ひとりの良さを最大限引き出す！
★回数無制限！ベテラン講師から中堅、若手まで様々な層から指導
★講義終了後の 9月以降も、2023 年度内は引き続き面接指導を受けられます！ 

★公務員試験合格に必要な最新試験情報を全て発信するから安心！
★一方的に話しません！ワークを交えて情報収集力も身に付く！
★グループワークを通してモチベーションUP！周囲からも刺激を受けよう！
★学習計画・併願・出願・自治体研究・人物対策等最新情報を提供！
ガイダンス内容
・学習計画　　・併願作戦　　・出願方法　　・職種研究　　自治体研究　　・模試活用法
・適性検査　・体力検査　　・人物対策　　・直前期の過ごし方　　・試験当日の注意事項

日曜部⇒全日制転科コース
2月日曜部スタート

4月全日制転科コース※1

総講義時間数　　     入会金　　  　       受講料　　　        教材費　　　         合    計

563 時間 30,000 円 648,000 円 20,900 円 698,900 円

541 時間 30,000 円 630,000 円 20,900 円 680,900 円3月日曜部スタート
4月全日制転科コース※2

全日制 総講義時間数　　     入会金　　  　       受講料　　　        教材費　　　         合    計

519 時間 30,000 円 616,000 円 19,100 円 665,100 円4月スタートコース

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

154 時間 30,000 円 250,000 円 18,500 円 298,500 円

132 時間 30,000 円 222,000 円 18,500 円 270,500 円

110 時間 30,000 円 187,000 円 16,700 円 233,700 円4月スタートコース

2月スタートコース

3月スタートコース

※1　2～4月は日曜部講義を受講し、4月から全日制講義を受講いただきます。　　　※2　3～4月は日曜部講義を受講し、4月から全日制講義を受講いただきます。

公務員試験は早期に学習を開始されることをおすすめします！！

入門レベルから
無理なく学習
できる

早期入会者の
最終合格率100％!
※2021年度試験対策受講生のうち
　2020年 11月 15日までに入会した方の実績

面接･作文対策にも
余裕を持てる

お申込日 日曜部開講
2/12

日曜部

全日制開講
4/6

全日制

〇日曜部 2月生 (3・4月生 )の通常講義でも効率的な対策ができます。

それにプラスして

〇早期申込の方に限り、左記のサポートが受けられます。

〇全日制 4月生の通常講義でも十分な対策ができます。

それにプラスして

〇早期申込の方に限り、左記のサポートが受けられます。

早期学習サポート特典①早期学習サポート特典① 早期学習サポート特典②早期学習サポート特典②全員対象！全員対象！2023年3月卒業の
高校3年生限定！

2023年3月卒業の
高校3年生限定！
高校3年生の方は、全日制4月生に早期申込で

最大44時間の講義が無料！
申込後～全日制開始日（4/6)までの日曜部講義を
無料で先行受講できる！
※日曜部講義は2/12開講となります。

①学習スタートゼミ（10/29)より前に申込み
　 ⇒　無料で受講できる！
※学習スタートゼミを先に申込手続完了された方への返金は行っておりません。

②冬期講習会（12/18～1/8の全9時間 )より前に申込み
　 ⇒　無料で受講できる！
※冬期講習会を先に申込手続完了された方への返金は行っておりません。

通学講座日曜部2月生
（2/15～4/5　36時間）

無料受講！

学習スタートゼミ＋勉強法セミナー
（10/29　4時間）

無料受講！

冬期講習会＆アクティブワーク
（12/18・25・1/8　12時間）

無料受講！

早期申込の方には　「開講日までの期間、無料で様々な早期学習サポートをご用意」

さらに2023年3月卒業の
高校３年生なら

その
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4自習室の利用と

学習・進路相談の利用OK

その
3

※自習室の利用可能時間は平日 11:00 ～ 18:00 のみ
　となりますが、必ず事前にご確認ください。

【講義時間】
日曜部：日曜日　　1 限目 10:00 ～ 12:05　　２限目 13:10 ～ 15:15　　3限目 15:25 ～ 17:30
全日制：月～金　　1 限目 11:00 ～ 13:05　　２限目 13:45 ～ 15:50　　3限目 16:00 ～ 18:05
※モデルカリキュラムはパンフレット P19および P23をご確認ください。
欠席フォロー　…　講義を欠席された場合は音声データフォローをご利用いただけます。



公 務員予備校の魅力 東京アカデミーでは時間も労力も無駄使いさせません！

たとえば
日本史の
講義だと…？

専門学校A　

▲

東京アカデミー　

▲

縄文時代から時代を追って学習がスタートします。

公務員試験の頻出度の高い範囲をポイントを絞って
学習がスタートします。
例 ) 江戸～大正時代、重要な乱や歴史的背景等　

【仙台市内専門学校出身　東京アカデミー仙台校受講生の声】
・東京アカデミーでは、解説本にも載っていない解き方を教えてくれたり、よく出る範囲を集中的
に解説してくれたり、無駄のない授業を受けられて良かったです。
・教養試験で高得点をとることができ、2次試験の面接に余裕を持って臨めました。

最短距離を全力疾走！専門学校の1/3の期間で合格できます。
開講～6月中旬まで 6月中旬～8月下旬まで 9月上旬～9月中旬まで 9月中旬以降

基礎期基礎期 応用･実践期応用･実践期 直前期直前期 2次試験対策2次試験対策

※通学講座年間スケジュールについては P10をご覧ください。

一般的な専門学校では、ビジネス資格・検定のための対策授業を行っており、検定合格が卒業資格となっている学校もあるよう
です。またクラブ活動やレクリエーション等を行っていますが、弊社はあくまで公務員試験に最終合格するための対策に集中
しています。

【東京アカデミー仙台校受講生の声】
勉強した期間が短かった（6～9月受講）ものの東京アカデミーに通ったことで国家公務員に合格
することができました。独学では厳しかったと思うので、本当に教務・講師の方々のおかげです。

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しております。最終合格を本気で目指すための約束になり
ますので、必ずご確認ください。

京アカデミー  ７つの約束

1　講義に遅刻しない

3　質問・相談時は名前を名乗る

5　講義中の飲食とスマホは禁止

2　遅刻・欠席は必ず連絡

4　校内ではお互い挨拶をする

6　模試・小テストは受ける

7　教務スタッフの受講生への声がけ

学校の授業に限らず、公務員試験、更には仕事に就いてからの始業時間に
遅刻は禁物です。諸事情により講義時間に間に合わない場合は、講義時間
前に必ず連絡をするよう指導しています。

面接試験でも初めに受験番号を名前を名乗ることが原則です。また、「誰が
何をどうしたいのか」を知るために、要件を適格に伝える力、受け取れる
公務員を目指しています。

少しのルール違反から信頼を失う可能性が有りますが、日頃から心掛けて
慣れてしまえば難しいことではありません。正しい習慣を身に付けるよう
指導しています。

普段から「報告・連絡・相談」が大切であり、「講義を欠席する＝重大な事」
と受け止め、欠席の場合は理由を添えて講義前に必ず連絡するよう指導し
ています。

講師・教務スタッフにだけでなく、受講生同士でも明るく元気よく挨拶
を行うよう伝えています。普段から自然と挨拶できることが、面接試験
の結果や、社会に出てからの全てに繋がっていきます。

実力を確認する絶好の機会を活かして、弱点や今後の学習指針を明確に
しましょう。結果をもとに復習・修正し、不得意分野をなくすことで合
格する力がつきます。

東

上記 6 つを実施してもらうにあたって、教務スタッフと受講生とのコミュ
ニケーションが大切になります。教務スタッフが親身にフォローし、入会
された受講生を合格まで導いていきます。

東京アカデミーは、校舎内の維持管理費や修学旅行、イベントや
各種検定料等の費用などは一切頂戴しません。
東京アカデミーでは公務員試験対策のみを集中して行っているの
で、余分な費用はかかりません。

東京アカデミーの講座費用総額に含まれるもの 
■全 5回の全国公開模試及び期間中全ての模試受験料
■1次試験合格後の個別面接指導 (回数無制限 )等の 2次対策
■模擬試験後の模試面談
■学習相談や進路相談

これ全部別途料金頂戴しません！通学生の特権です！

東京アカデミー仙台校 2年制専門学校A 2年制専門学校B

【東京アカデミー仙台校　受講生の声】
・教務と講師の皆さんがいつでも親身になって話を聴いてくれたので、モチベーションを維持するこ
とができました。
・消防士を目指し始めたのが試験の半年前で非常に不安があったのですが、東京アカデミー教務･講師
の皆さんの手厚い指導のおかげで合格することができました。東京アカデミーを選んでよかったです。

約70万円

約195万円約195万円

約220万円約220万円
約125～150万円の
差があります。

※宮城県内の一般的公務員専門学校の 2年制の学費総額との比較

“もっと早くから東京アカデミーを知っていればよかったな”

東アカ受講生の本音をご紹介

公務員専門学校に入学し、1～2年勉強をしたが最終合格できなかった方が、東京アカデミーへ乗り換えして、その年に最終合格を
勝ち取っています。教務に話してくれた声や合格体験記からの100％リアルな声をお届けいたします。

【合格先】
仙台市、富谷市、税務職員、東京都特別区

試験に出る範囲に絞った学習をしっかり、じっく
りできる環境がとても自分に合っていると思い、
通学を決意しました。東京アカデミーの生講義最
高でした！

M・Hさん

【合格先】
仙台市消防、東京消防庁

名取市消防、 東京都特別区

普段の講義、模擬試験、サポートフォローなど全
て良かった！東アカで努力して本当に良かった！

　　　　　　　　　　　　　　K・Eさん

▼▼▼最終合格の秘訣は下記をご覧ください。▼▼▼

公務員試験合格に特化した講義！公務員試験合格に特化した講義！

最短距離で最終合格！最短距離で最終合格！

専門学校の半額以下の受講料専門学校の半額以下の受講料


