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講義力講義力東アカの強み
未来予測型(出題予測型)の講義を展開 ! !
東アカは、筆記対策も面接対策も、ここが出た！から ここが出る！へ

2023年.2024年試験は、「民法」のここ☟に
注目！民法頻出分野です！

合格に導く強い味方！

思いは一緒！
公務員試験最終合格一直線

！！思いは一緒！
公務員試験最終合格一直線

！！思いは一緒！
公務員試験最終合格一直線

！！

★ 説明がとにかくうまい！
★ 試験傾向に詳しい！
★ 合格してほしいという熱意がスゴイ！
★ 親身で丁寧、気合いも十分！

東アカの視点
Viewpoint

所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直しが
行われており、①不動産登記簿により所有者が直ちに判明
しない土地、②所有者が判明しても、その所在が不明で連
絡が付かない土地、について、民法の一部が改正され、
2023年4月に施行されることが決まりました。

☟
2021年4月改正民法(2023年4月施行)における変更点
　⑴ 共有物の使用（249条関連）
　⑵ 共有物の変更（251条関連）
　⑶ 共有物の管理（252条関連）
　⑷ 共有物の分割（258条関連）
 関連して、「相続登記の義務化」の施行日は、2024年4月
1日です。相続登記とは、土地や建物など不動産の所有者
が死亡したときに、相続人に名義を変更する手続きのこと
をいいます。これまでは任意だった相続登記ですが、
2024年4月1日から義務化がスタートします。｠

武田 吉広 講師
【担当科目】一般知能

松岡 慎治 講師
【担当科目】世界史・地理

笹川 貢 講師
【担当科目】憲法・行政法

小東 重智 講師
【担当科目】民法・刑法

鬼澤 昇 講師
【担当科目】社会科学・行政法
鬼澤 昇 講師
【担当科目】社会科学・行政法

竹野 康夫 講師

武田 吉広 講師
【担当科目】一般知能

松岡 慎治 講師
【担当科目】世界史・地理

笹川 貢 講師
【担当科目】憲法・行政法

小東 重智 講師
【担当科目】民法・刑法

竹野 康夫 講師
【担当科目】経済学【担当科目】経済学

2023年試験は、「憲法」のここ☟に注目！

「在外邦人最高裁判所国民審査違憲判決」
（最大判R.4.5.25)
2022年5月25日、最高裁大法廷は、最高裁裁判官の国民
審査について定めた最高裁判所裁判官国民審査法が在外
国民の審査権を認める規定を欠いていることを違憲とす
る判決を言い渡しました。

改正法、最新時事攻略は、合格への近道です。
東アカは、公務員試験に何が問われるか、どこが出題されるか、法改正や政治経済社会情勢の変化に
日々注目し、指導に反映しています。

相続登記を義務化
する法改正

（2024年4月から施行）

インボイス
制度の導入

（2023年10月から適用）

土地所有者の相続人
は取得を知ってから
３年以内の相続登記
が義務付けられる法
改正

複数税率に対応した
消費税の仕入れ税額
控除の方式として適
格請求書等保存方法
を開始する。

デジタル田園都市
国家構想
2021年に施策の
全体像を発表 ）（

）（

経済安全保障
推進法の成立
2023年から
段階的に施行

デジタルを通じて地
方の課題を解決し、
誰もがデジタル化の
メリットを享受できる
心豊かな暮らしを実
現する構想

半導体など戦略的に
重要性が増す物資で
供給網を強化し、基幹
インフラの防護に取り
組む推進法

公務員
の指導

を

続けて
いるプ

ロ集団！公務員
の指導

を

続けて
いるプ

ロ集団！



2,5162,516問2,516問問

8 9

模試・教材模試・教材
業界トップクラスの模擬試験

受験者総数

非公表の地方公務員の過去問掲載数

ライバルは全国の受験生！
無料  の全国公開模試

20,14920,149名

※2022年度公務員共通
　基礎～市役所模試までの
　のべ受験者数

※2023年度版

圧倒的な情報力

東アカの模擬試験は、30年以上に渡り公務
員試験受験者に選ばれ続けている模試です。
本試験の出題傾向分析を徹底して行うこと
で、採用試験で出題可能性の高い問題を厳選
して提供しています。
※受講期間内の公開実施日受験に限ります。

20,149名名
※

基礎事項を詰め込んだ21冊の基本書
【準拠テキストシリーズ】
必要最小限の努力で最大の効果を発揮できるよう、随所に工夫を盛り込ん
だ基本書です！本試験に出るところ(＝要点)を網羅しているから本試験に
ズバリ的中が、続出！

東アカ受講生のための最強過去問題集
【出たDATA問シリーズ】

地方公務員試験復元問題と、国家などの公表試験問題から
セレクトして編集した過去問題集です。地方上級志望者に
は、必要不可欠のスーパーアイテムと言えます。

※聞き取り調査による問題での的中となり、実
際の出題とは多少異なる場合があります。

学習進度・多彩な職種に対応した
10の模試ラインアップ

① 公務員共通基礎模試  
② 公務員共通確認模試
③ 警察官・消防官型
④ 裁判所職員一般職型
⑤ 国税専門官型 ※

⑥ 財務専門官型 ※
⑦ 労働基準監督官A型 ※
⑧ 国家一般職型
⑨ 地方上級型
⑩ 市役所型

・2024年度全国公開模擬試験LINE UP(予定)

判断空間

憲法 民法 行政法 ミクロ経済学 マクロ経済学 政治学 行政学

社会学 会計学 商法 財政学 国際関係 社会科学 人文科学 自然科学 文章理解数的資料 判断空間

労働法 刑法 経営学

2022年度
警察官A区分
（5月実施）にて

的中

難易度も
徐々に

ステップアップ！

単元ごとの学習が
終わるごとに
演習問題で

基礎知識の定着が
チェックできる！

東アカの強み

※国税専門官型/財務専門官型/労働基準監督官A型模試は同一日開催のため、
いずれか一種の受験となります。
※校舎により入門講座期間中に高卒程度の模試が受験可能です（全5回）。
　詳しくは各校舎へお問い合わせください。
※オンライン講座受講生は別途有料となります。詳細は申込校にご確認ください。



全国にある、東京アカデミー各校舎のネットワークを利用して、志望先に合わせた『過去の論作
文テーマ』や、『面接質問事項』、さらに『非公表の本試験問題』など、他社にはない情報力であ
なたを合格へとサポートします！
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受講生サポート受講生サポート東アカの強み

（実施時期：2023年4月～2024年秋まで、各校にて随時）

（受講期間中随時）

（受講期間中随時）

『公務員試験の概要』や『効率的な勉強方法』、『合格へ向
けた学習計画の立て方』、『各試験の特色』、『地元や県外
の様々な公務員試験の日程』など、時期に合わせて最終合
格までに必要な道筋を、一つひとつ解説していきます！

学習ガイダンス

(実施時期：2023年12月～2024年秋まで、各校にて随時)

最大全13回の模擬試験を実施！その結果をもとに、『成績
分析の方法』や『志望先に合わせた学習』など個別にあなた
に合わせたアドバイスを実施します！
※オンライン講座のみ実施校はZoomによるオンライン面談もしくは未実施となります。詳
しくは各校舎までお問い合わせください。
※校舎により入門講座期間中に高卒程度の模試が受験可能です（全5回）。詳しくは各校舎へ
お問い合わせください。

個別模試成績面談

（実施時期：2023年夏～2024年秋まで、各校にて随時）
※新型コロナウイルス感染症の影響により、オンラインで実施する場合があります。

※新型コロナウイルス感染症の影響により、オンラインで実施する場合があります。

※新型コロナウイルス感染症の影響により、オンラインで実施する場合があります。

※オンライン講座のみ実施校は、教室対面講座実施校からのオンライン配信もしくは未実施
　となります。詳しくは各校舎までお問い合わせください。

※オンライン講座のみ実施校は、教室対面講座実施校からのオンライン配信もしくは未実施となり
　ます。詳しくは各校舎までお問い合わせください。

※北海道エリア、東北エリア、関西エリア、静岡校、金沢校、大分校は本制度がございません。

※いずれも受講生への聞き取り調査の為、実際の本試験とは異なる場合がございます。

合格者座談会では、実際の合格者から『学習の進め方』や
『合格者勉強方法』、『合格までに苦労したこと』など、最終
合格の秘訣を合格者の生の声で学ぶことが出来ます！

合格者座談会

豊富な試験情報の提供

(実施時期：2023年夏～2024年秋まで、各校にて随時)
※新型コロナウイルス感染症の影響により、オンラインで実施する場合があります。

2021年度 全国のべ256官庁・自治体の説明会を開催！
総勢約1万名もの方が参加されました！
国家総合職、国家一般職、裁判所、国税専門官、労働
基準監督官、財務専門官、各都道府県庁、政令指定都市、
市町村、警察官・消防官、
国立大学法人グループなど
多種多様な官庁・自治体様にお越
しいただきます。

官庁・自治体説明会

合格者座談会のほか
に、合格者に直接質問
や相談ができるチュー
ター制度を設けており
ます！

その他にも、ご当地試験に合わせた、
様々なサポートを実施しております。
詳細は東京アカデミー各校まで、お問
い合わせください。

合格者チューター制度

学習ガイダンス

個別模試成績面談

合格者座談会

豊富な試験情報の提供

官庁・自治体説明会

合格者チューター制度

※オンライン講座のみ実施校は、教室対面講座実施校
からのオンライン配信もしくは未実施となります。詳
しくは各校舎までお問い合わせください。

※オンライン講座受講生は別途有料となります。詳細は申込校にご確認ください。



総勢180名の講師が、のべ22,215回練習実施！(全29校)
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人物試験対策人物試験対策東アカの強み

（実施時期：2023年9月～2024年秋、各校にて随時）
・公務員試験における面接試験の仕組みと注意点
・志望動機の作り方
・ご自身の何をウリにすればいいのか！？
・ご自身のどんな活動や考えが評価されるのか！？
など、面接に向けて何を取り組むべきかをアドバイ
スします。

面接対策ガイダンス

（実施時期：2023年9月～2024年度試験終了まで、各校にて随時）
志望先の出願書類をマンツーマンでしっか
りと対応！
一人ひとりに合わせて、あなたの経歴や魅
力などアピールできるポイントを最大限に
引き出します。
非公表の面接カード(履歴書)を事前に見る
ことができるのも東アカならではのポイン
トです！

出願書類・面接カード添削指導

1人では難しい集団形式での人物試験も、東京アカデミーなら同じ公務員志望の仲間と一緒に
切磋琢磨し対策できます！
過去の合格者の情報を基に、集団面接・討論で注意すべき点も実践指導！

面接実践練習（集団面接・集団討論）

（実施時期：2023年9月～2024年秋、各校にて随時）

過去にどんな人が求められて、どんな人が合格していったのか！？
毎年多くの合格者を輩出しているから、その情報を基に、志望先にあわせた面接指導ができるのが東京
アカデミーです。
しかも、全校舎で情報を共有しているので、全国の自治体の対策が可能です！！

東アカでは社会の動向や各校舎の面接傾向 データをもとに、出題予測型の面接指導を展開！
毎年全国の自治体の質問の傾向・変化を分 析し、ズバリ大胆予想！そして的中　させています！
1人では出来ない、録画では到達できない東 アカ式人物試験対策で、一緒に合格を目指しましょう！

面接実践練習（個別面接練習）

面接対策ガイダンス

出願書類・面接カード添削指導

面接実践練習（集団面接・集団討論）

面接実践練習（個別面接練習）

2021年度 公務員試験対策個別面接練習

経験豊富な講師陣と一緒に合格を目指しましょう！！

★ 受験先に合わせて対面形式にも、オンライン面接にも対応可能です！
★ 全国の試験を分析しているので、今年新しく聞かれやすい質問にもしっかりと対応！
★ マナーは勿論、マスク越しの表情や声のトーンのような、実技指導も実践します！

本試験を想定した様々な年齢や経歴の面接官が、それぞれの視点からアドバイスをします。
本番さながらの面接実践練習。それが、東京アカデミーの合格率の高さの秘訣です！！

※オンライン講座のみ実施校は、教室対面講座実施校からのオンライン配信もしくは未実施となります。詳しくは各校舎までお問い合わせください。

※校舎により開始時期等が異なります。
　詳しくは各校舎までお問い合わせください。

（実施時期：2023年9月～2024年秋、各校にて随時）※校舎により開始時期等が異なります。　詳しくは各校舎までお問い合わせください。

※オンライン講座のみ実施校は、教室対面講座実施校からのオンライン配信
　もしくは未実施となります。詳しくは各校舎までお問い合わせください。

※オンライン講座受講生は別途有料となります。詳細は申込校にご確認ください。


