
講座No. 講座名 日程 時間帯 時間数 講師 内容 受講料 教材費

東-1H
地方上級・国家一般職

直前過去問特訓
「数的推理」「資料解釈」

5/13（土） 10:00～17:00 6 山本

最新版の過去問題集「出たDATA問」を使用して、国家一般・地方上級試験において、頻出・重要な
分野の総仕上げを行ないます。国家一般・地方上級を第一志望にしている受験生はもちろんのこ
と、国家総合・東京都・特別区の受験を終了して、早急に頭を切り替えなければならない受験生に
は最適の講座です。
具体的な内容は、整数・確率・割合と比・対前年増加率を扱う予定です。
※東-2Hと同じ教材を使用します。両方の講座にお申込みの場合、重複して購入しないようにご注意
ください。

10,000円 1,400円

東-2H
地方上級・国家一般職

直前過去問特訓
「判断推理」「空間把握」

5/14（日） 10:00～17:00 6 山本

最新版の過去問題集「出たDATA問」を使用して、国家一般・地方上級試験において、頻出・重要な
分野の総仕上げを行ないます。国家一般・地方上級を第一志望にしている受験生はもちろんのこ
と、国家総合・東京都・特別区の受験を終了して、早急に頭を切り替えなければならない受験生に
は最適の講座です。
具体的な内容は、対応関係・数量・うそつき問題・展開図・立体の切断を扱う予定です。
※東-1Hと同じ教材を使用します。両方の講座にお申込みの場合、重複して購入しないようにご注意
ください。

10,000円 1,400円

東-3H
行政保健師

「専門・論作文試験対策」

3/11（土）
3/18（土）
3/25（土）
4/8（土）
4/15（土）
4/22（土）

17:10～19:10 12 水谷

特に東京都、横浜市、各県庁、市町村などの保健師職志望者の専門試験過去問題についての解法習
熟を目標とします。専門試験対策は「看護学」「社会保障制度」「保健活動」「関連法規」「公衆
衛生」を、論文対策は「生活習慣病」「大規模災害」に関連するテーマについて講義します。
※論作文添削2回付き。論文の提出・返却はメールで行います。

30,000円 無料

東-4H
衛生監視

「専門試験対策講座」
3/21（火） 10:00～17:00 6 水谷

「特に東京都、横浜市、各県庁、市町村などの衛生監視職志望者の専門試験過去問題についての解
法習熟を目標とします。
専門試験対策は特に「衛生監視・衛生」として「公衆衛生」を中心とした関連するテーマ(衛生監
視・化学については実施しません)について講義します。

15,000円 無料

東-5H
公務員試験論文
個別添削指導講座

3/1～5/31
事前予約制

11:00～18:00
1

水谷
斎藤（勝）

独学では対策が取り難い「論文」の個別添削指導講座です。ご自身が書いた答案（課題自由）を持
参いただき、ベテラン講師がその場で添削及び書き方に関する改善点などをレクチャーします。
※1回のご利用で添削可能な答案は最大2枚までとなります。
※事前予約制となる為、最初に東京校までお電話にて日時をご予約の上、お手続きください。
※経験者採用試験の職務経験論文は対象外となります。

10,000円 無料

東-6H
公務員試験ES・面接カード

個別添削指導講座
3/1～5/15

事前予約制
11:00～18:00

0.5 斎藤（勝）

ES・面接カードは、面接試験で内容について詳しく聞かれることを想定した上で書くことが重要で
す。当講座では持参いただいたES・面接カードの下書きをベテラン講師が個別に添削指導します。
※1回でご利用頂けるのは1つの試験のESまたは面接カードとなります。
※事前予約制となる為、最初に東京校までお電話にて日時をご予約の上、お手続きください。

5,000円 無料

　公務員試験において、過去問題の演習は試験直前期に必須の対策法です。しかし、国家公務員、特別区（東京23区）、東京都などは問題が公表されているものの、
　人気の地方上級試験の問題は一般に公開されていません。そのため、出題レベルや分野、ましてや実際に出された問題を目にする機会はなかなかないでしょう。
　そこで東京アカデミーでは、全国展開のスケールメリットを活かして、主に受講生からの調査をもとに、非公開の試験問題について聞き取り問題を作成しております※。
　それらの聞き取り問題・過去問題を分析し、様々な試験に特化した短期講習を実施いたします。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※　聞き取り調査による作成問題の為、実際の出題とは多少異なる場合があります。

試験直前期は、東京アカデミーの
短期講習でラストスパート！

東京校
※事情により日時が変更になる場合がございます。予めご了承ください。

これまで本試験に向けて対策をしてきた皆さん、準備は万全ですか？不安に陥りがちな試験直前期に、東京アカデミーの短期講習でラストスパートをかけましょう！！

試験傾向に合わせた講座や後回しにしがちな科目対策など、試験直前期に受講すべき講座を数多く取り揃えています。

東京アカデミーの情報力を駆使して作成した「聞き取り問題」を使用した講座や人気講師が教える特別講座など、弊社独自の講座で最後の試験対策を行ってください！！

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※　オンラインで実施する講座でプリントがある場合はデータでの配信となり、紙媒体での配付はございません。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※　お申し込みは、開講日1週間前までとなります。その時点で5名申込がなかった場合には未開講となりますので、ご了承ください。

東アカの短期講習、ここがポイント！

★東京アカデミーの情報力と分析力を活かした、豊富なラインナップ！

多彩な

講座ラインナップ！
経験豊富な

講師陣！

蓄積された

試験情報！

２０２３年１月４日午前０時より受付開始！

専門予備校の

分析力

ハイブリッド

教室・オンライン併用
教室での講義

オンライ

ン



講座No. 講座名 日程 時間帯 時間数 講師 内容 受講料 教材費

池-1Ｈ

東京消防庁Ⅰ類
志望者向け
自然科学

～数学・物理～
～生物・化学～

対策講座

  4/16
（日）
  4/23
（日）

12:50～17:00 8 上原

東京消防庁Ⅰ類の教養試験の中で得点源とすべき自然科学の頻出事項を攻略します。出題数が多
く落とせない数学は、過去9年中7年出題の「2次関数」、6年出題の「確率」を集中的に解説。苦
手な方が多い物理は、過去9年中5年出題の「速度・加速度」および3年出題の「熱とエネルギー」
など頻出事項に絞り込みます。

16,000円 無料

池-2Ｈ
特別区Ⅰ類

ミクロ・マクロ・財政学
苦手救済講座

4/23（日） 10:00～17:00 6 守富
「これまで経済学も一生懸命勉強したけど、どうしても苦手！」そんな方でも関連科目の財政学
も含めて15題中最低10題は得点できるように、絶対に得点したい頻出問題の解き方とそのために
必要な基礎知識を集中解説！

12,000円 無料

池-3Ｈ 論文・面接攻略のための時事 4/2（日） 10:00～12:00 2 守口

公務員試験の論文・面接では時事テーマが頻出で、2022年度は「カーボンニュートラル」、2021
年度は「DX」や「SDGs」などが出題・質問されました。時事の理解は教養試験対策にもなり、合
格には欠かせません。当講座では論文・面接講義を長年担当している守口講師が、2023年度試験
で出題が予想されるトピックを中心に最新時事の論点を整理し、論文の答案例も公開します。

4,000円 無料

池-4Ｈ
今年も当てます！特別区Ⅰ類
全試験区分対応！論文予想

テーマ対策&添削講座
4/2（日） 12:50～14:50 2 守口

特別区Ⅰ類（保健師を除く全試験区分）の論文は、日本社会の変化や問題点が出題されます。
2022年度は、新型コロナウイルスなど前例のない課題に対して限られた行政資源での区政運営を
特別区職員としてどのように取り組むかが課題として出題されました。本年度も論文対策のプロ
＝守口講師が出題テーマをズバリ予想して、特別区の施策を調べるツールも紹介しつつ、より評
価される論文作成能力の獲得を目指します。また、保健師志望の方には、過去の出題テーマなど
をご案内します。
※保健師区分を含む全区分の過去10年分（2013年度～2022年度）の課題一覧を進呈します。
※添削指導1回付。論文の提出・返却については講義実施後、メールで行います。
※定員60名

10,000円 無料

講座No. 講座名 日程 時間帯 時間数 講師 内容 受講料 教材費

立-1Z
警察官・消防官

「論文」対策＆添削講座
4/2（日） 15:30-17:30 2 齊藤

警察官・消防官試験では、特に東京消防庁など、論文の配点が高い試験が非常に多いです。テー
マは、防災や高齢化、DXなど、日本が今抱える問題と絡めた出題や、職業観・倫理観が問われる
テーマなどが多くあります。回答する際にはテーマを正しく捉えた内容で書くことはもちろん、
警察官／消防官としての適性を感じさせる内容でなければなりません。この講座では、公安系論
文の書き方やポイントをレクチャーします。※２枚の添削付。論文の提出・返却はメールで行い
ます。

8,000円 無料

立-2Z
市役所志望者必見！
SPI言語分野対策

4/9（日）
10:00～12:00
12:50～14:50
15:00～17:00

6 齋藤

多摩地域市役所では筆記試験としてSPIやSCOAを課す自治体が非常に多くなっています（2021年
度：町田市、西東京市、国分寺市、調布市等）。この講座では、SPIとSCOAの試験形式について解
説を行い、試験自体の理解を深めていただいたあと、SPIの問題集を使用して言語分野の問題演習
を行います。

12,000円 2,400円

立-3Z 憲法条文総まくり講座 4/22（土）
11:00～12:30
13:20～14:50

3 鴇田

公務員試験の憲法では、「論点」と言われるような難しい箇所のみ出題されるわけではありませ
ん。それどころか、思ってもいなかった単純な条文知識だけで得点できる問題も多くあるので
す。そういった問題への対策として、本講座では、専門の講師とともに全ての条文を一緒に読み
進めながら、要点を総ざらいすることで、「穴をつくらない」学習をしていきます。専門科目で
憲法を使う方はもちろん、教養科目の「政治」に含まれる法学分野の対策としてもご受講いただ
ける講座です。

4,000円
1,700円

（準拠テキ
スト憲法）

立-4Z

【添削無】特別区・地方上級
国家一般職対策

近年判例総ざらい講座
（憲法・民法編）

4/1（土）
4/8（土）

10:00～12:00
12:50～14:50

6 鴇田
憲法や、大改正のあった民法の判例について、テキストの解説のみで理解できますか？20年以上
にわたる講師作成データから出題が予想される判例を学ぶ、毎年人気の講座です。なお、この講
座を受けた上でさらに専門記述の添削を希望される方は、立-4Zをお申込みください。

7,000円 無料

立-5Z

【添削付】特別区・地方上級
国家一般職対策

近年判例総ざらい講座
（憲法・民法編）

4/1（土）
4/8（土）

10:00～12:00
12:50～14:50

6 鴇田

上記講座と「憲法」「民法」の専門記述添削チケット10枚がセットになった講座です。東京都ⅠB
一般方式、裁判所職員一般職、国税専門官、財務専門官等の専門記述試験を受ける方にお勧めで
す。
※返却希望日の14日前までご提出いただけます。それ以降に提出し、添削・返却が間に合わな
かったとしても、ご返金などの対応はできませんのでご了承ください。
※短期講習が無料になる全職種コースの方は、添削チケット代のみ有料となります。

7,000円
11,000円
（添削チ

ケット代）

立-6Z
Ａ日程・Ｂ日程向け

直前時事講座
5/13（土）

10:00～12:00
12:50～14:50

4 鴇田

この講座では、弊社の通学講座でも扱わない1月以降の国内外の注目すべき時事を取り扱います。
特に1月の通常国会での審議内容や、年末年始に発表される政府方針・統計の知識は、筆記試験で
役立つだけでなく、知らずに面接や論文を受けると大失敗してしまうかもしれません。ベテラン
講師と対策しましょう。

6,500円 無料

立-7Z
法務省専門職員専門・択一対

策「福祉」「社会学」
重要過去問マスター

3/11(土)
3/18(土)

12:50～14:50
15:00～17:00

8 佐藤

法務省専門職員の専門試験では「心理学」「教育学」「福祉」「社会学」が出題されます。その
うち「心理学」は、心理学部で専攻してきた方にとっては得点源で、ライバルと差がつかない状
態です。合否を決めるポイントは、複雑な「福祉」に関する制度、幅広い知識が求められる「社
会学」についてどれだけ得点に上積みできるか、です。社会福祉士で東京アカデミー社会福祉国
家試験対策講座ご担当の佐藤先生に過去問題を分析していただき、過去3年分の過去問題から傾向
と分析、解説を行います。

12,000円 無料

立-8Z
今から特別区に間に合う！
「学系科目」重点分野

暗記サポート
4/2（日）

10:00～12:00
12:50～14:50

4 高橋

「まずは法律と経済学……学系科目は暗記だから後回し……」そう考えている間に時間が経って
しまい、今からどうしようと悩んでいませんか？この講座では、今から政治学・行政学・社会学
を総復習する予定の方でも何とか間に合うよう、学習方法や試験傾向について説明し、特に重要
な分野は実際の解説を行っていきます。

6,500円

3,400円
（準拠テキス
ト政治学、行
政学の2冊）

池袋校
※事情により日時が変更になる場合がございます。予めご了承ください。

立川校
※事情により日時が変更になる場合がございます。予めご了承ください。

ハイブリッド

教室・オンライン併用
教室での講義

オンライ

ン

ハイブリッド

教室・オンライン併
教室での講義

オンライ

ン



講座No. 講座名 日程 時間帯 時間数 講師 内容 受講料 教材費

横-1H
市役所志望者必見！
SPI非言語分野対策

4/2(日) 13:00～16:10 3 松本（知）
近年、神川県内や東京都内の市町村では筆記試験としてSPIと実施する市町村が非常に多くなって
います（2022年実施；藤沢市、平塚市、横須賀市、町田市、調布市等）。
この講義では、苦手とする方が多いSPIの非言語分野を早く正確に解くための講義を行います。

4,500円 1,200円

横-2H

短時間で正答を
導く方法教えます！

【数的推理】

4/8(土)
4/15(土)

13:00～15:00
15:10～17:10

8 松本（知）

公務員試験は限られた時間の中で早く正確に正答を導くことが重要です！この講義では、「割
合」「速さ」のテキストに載っていない速攻の解法、「確率」のなるべく少ない公式で解答を導
く解き方をお教えします！また、本試験の頻出分野である「数と式の計算」「方程式・不等式」
も取り扱い、頻出問題をじっくりと講義します。

12,000円 無料

横-3H

短時間で正答を
導く方法教えます！

【判断推理】

4/16(日)
4/23(日)

13:00～15:00
15:10～17:10

8 大友

本試験の頻出分野である「対応関係」「順序関係」「位置関係」等を中心に取り扱います。条件
を上手く整理し、表などを有効に使ってできるだけ短時間で解けるよう講義します。
公務員試験では、4～6問出題される重要科目のため、しっかりと対策をしましょう。
また、横浜市では2020年に試験の出題科目が変更されて以降、判断推理は8～10問程度出題されて
いるため（当社調べ）、横浜市志望者には特に必須科目と言えます。

12,000円 無料

横-4H 1月以降の最新時事 4/22(土) 10:00～12:00 2 松本（東）

この講座では特に１月以降の国内外の政治・経済・社会における時事の注目すべき事柄につい
て、わかりやすく解説していきます。本講座を通じて点数アップにつなげましょう！
筆記試験の対策だけではなく、論文や面接でも活用できる時事対策として、ぜひ受講してみてく
ださい。

3,000円 無料

横-5H

ポイントを押さえて
得点源にしよう！
【空間把握】

4/22(土)
13:00～15:00
15:10～17:10

4 松本（知）
苦手とする方が多い空間把握ですが、解き方のポイントを確認し得点につなげましょう！この講
義では、無駄な絵を書かずに時間短縮で解ける解法をお教えします！
学習の総復習をしたい方や、空間把握を得点源にしたい方はぜひご受講ください。

6,000円 無料

講座No. 講座名 日程 時間帯 時間数 講師 内容 受講料 教材費

津-1H
専門試験対策

重要判例解説～憲法～
4/16㈰ 12:50～14:50 2 鬼澤

この講座では憲法における重要判例の確認をわかりやすく解説していきます。
憲法は専門試験における重要科目となりますので本講座を通じて点数アップにつなげましょう！
※2022年12月9日発売「有斐閣判例六法 令和5年版」（定価3,410円）を書店にて事前にご購入く
ださい。なお「有斐閣判例六法Professional 令和5年版」ではありませんので、ご注意くださ
い。
※教室定員20名

4,000円

無料
（有斐閣判例
六法を各自ご
用意くださ

い）

津-2H
専門試験対策

重要判例解説～行政法～
4/16㈰ 15:00～17:00 2 鬼澤

この講座では行政法における重要判例の確認をわかりやすく解説していきます。
行政法は専門試験における重要科目となりますので本講座を通じて点数アップにつなげましょ
う！
※判例六法(有斐閣)を用いて講義を実施します。必ず各自でご用意の上ご受講ください。
※教室定員20名

4,000円

無料
（有斐閣判例
六法を各自ご
用意くださ

い）

津-3H
専門試験対策

重要判例解説～民法～
4/9㈰ 15:00～17:00 2 嶋崎

この講座では民法における重要判例の確認をわかりやすく解説していきます。
民法は専門試験における重要科目となりますので本講座を通じて点数アップにつなげましょう！
※判例六法(有斐閣)を用いて講義を実施します。必ず各自でご用意の上ご受講ください。
※教室定員20名

4,000円

無料
（有斐閣判例
六法を各自ご
用意くださ

い）

津-4
千葉県（全職種共通）
千葉市（行政Ａ）
「論文」対策ゼミ

5/21㈰ 15:00～17:00 2 嶋崎

千葉県・千葉市の論文はいずれも社会問題に対する具体的な対策・提供すべきサービス等の施策
にかかわる問題が出題される傾向にあります。これらを論ずるためには、理由付けとなる具体的
な根拠が必要となります。本講座では過去問を参考に、どのような対策が必要かわかりやすく説
明いたします。
※添削１回付。添削はメールにて返却いたします。
※定員20名

3,000円 無料

講座No. 講座名 日程 時間帯 時間数 講師 内容 受講料 教材費

大-1H
論文・面接にも活用できる！

「1月以降の最新時事」
5/21（日） 12:50～17:00 4 吉本

この講座では特に１月以降の国内外の政治・経済・社会における時事の注目すべき事柄につい
て、わかりやすく解説していきます。埼玉県やさいたま市の面接では、「最近気になったニュー
ス」などを深堀されたケースが報告されています。本講座を通じて点数アップにつなげましょ
う！
筆記試験の対策だけではなく、論文や面接でも活用できる時事対策として、ぜひ受講してみてく
ださい。
※教室定員20名

5,000円 無料

大-2H
「論作文」
対面添削

5/21（日） 10:00～12:00 2 吉本

事前に課題を出しますので論文を準備して頂きます。
論文の書き方のポイント等の講義を受講後、実際に論文を作成して頂きます。
事前準備の論文と講義内で記入いただいた論文の２つを対面にて添削致します。
※最大定員：10人

9,000円 無料

講座No. 講座名 日程 時間帯 時間数 講師 内容 受講料 教材費

新-1Z
地方上級・政令市対策
数的推理・判断推理
オンライン過去問演習

4/20（木）
4/27（木）
5/11（木）
5/18（木）

18:50～20:50 8 中本
数的推理と判断推理の頻出分野を中心とした過去問演習を行います。Zoomを使用したオンライン
講座で、画面共有を活用してテンポよく問題演習と解説を行います。数的推理は方程式・不等
式、整数、判断推理は対応関係、論理など地方上級の頻出分野を扱います。

13,000円 無料

新-2Z

地方上級・政令市対策
ミクロ経済学
マクロ経済学

オンライン過去問演習

4/17（月）
4/24（月）
5/8（月）
5/15（月）

18:50～20:50 8 八町

ミクロ経済学とマクロ経済学の頻出分野を中心とした過去問演習を行います。Zoomを使用したオ
ンライン講座で、画面共有を活用してテンポよく問題演習と解説を行います。ミクロ経済学で
は、市場の失敗・貿易政策など、マクロ経済学では、国民所得の諸概念・IS-LM分析など地方上級
の頻出分野を扱います。

13,000円 無料

新-3Z
新潟県・新潟県内市町村
論文試験対策　添削講座

4/25（火） 18:50～20:50 2 福原

新潟県を含む新潟県内市町村の論文はいずれも自治体が抱えている課題とその解決策を問われる
問題が出題される傾向にあります。各自治体の課題とそれに対する取り組みを理解したうえで論
文を書かなければなりません。本講座では過去に出題された論文テーマを参考に、論文を書く時
のポイントを分かりやすく解説します。
※添削１回付。添削はメールにて返却いたします。
※教室定員：20人

9,000円 無料

新潟校
※事情により日時が変更になる場合がございます。予めご了承ください。

横浜校
※事情により日時が変更になる場合がございます。予めご了承ください。

津田沼校
※事情により日時が変更になる場合がございます。予めご了承ください。

大宮校
※事情により日時が変更になる場合がございます。予めご了承ください。

ハイブリッド

教室・オンライン併用
教室での講義

オンライ

ン

ハイブリッド

教室・オンライン併用
教室での講義

オンライ

ン

ハイブリッド

教室・オンライン併用
教室での講義

オンライ

ン

ハイブリッド

教室・オンライン併
教室での講義

オンライ

ン



①一般申込の方

■お支払い各校指定口座

校舎名 口座名

池袋校 三井住友銀行 梅田支店 （普）9434319 (株)東京アカデミー池袋校

東京校 三井住友銀行 梅田支店 （普）9433793 (株)東京アカデミー東京校

立川校 梅田支店 (株)東京アカデミー立川校

横浜校 三井住友銀行 梅田支店 （普）9434254 (株)東京アカデミー横浜校

大宮校 三井住友銀行 梅田支店 （普）9433781 (株)東京アカデミー大宮校

津田沼校 梅田支店 (株)東京アカデミー津田沼校

新潟校 梅田支店 (株)東京アカデミー新潟校

≪解約手数料に関する規定≫

①講座開講前の解約→解約手数料として、受講料の10％

※教材を既にお受け取りになっている場合は、ご返却ください。使用状況によっては実費を申し受けます。

②講座開講後の解約→解約手数料として、未消化受講料の30％

※上記①、②について消化受講料、未消化受講料は、解約の申請受理日を基準に、原則としてコマ割りにて処理させていただきます。一部科目・講座の
解約、コース変更の場合も適用されます。なお、解約申請書受理日時点で、すでに開講済みの講座については、実際のご受講の有無にかかわらず「受講
済」となりますのでご注意ください。

短期講習を全て無料で受講できます。所属校以外の講座も対象となります。ただし、追
加願のご提出は必要になります。教材をお持ちでない場合は別途ご購入ください。
またマイページからは申し込みしないでください。

銀行口座

三井住友銀行

三井住友銀行

申込方法は、一般申込の方と東京アカデミー講座受講生の方で異なります。
また、東京アカデミー通学講座受講生の中でも所属コースによって異なりますので、
以下をご確認ください。なお、受講料・教材費には消費税が含まれています。
※　お申込みは、各講座開講日の1週間前までとなります。
　　その時点で5名申込がなかった場合には未開講となりますので、ご了承ください。

②東京アカデミー受講生の方　　　在籍コースによって受講料のお支払いの有無が異なります。

2023年春受験対策講座 全職種コース以外（※）の方
※国家一般・地方上級コース ／ 教養・消防コース ／
 国税・財務専門官コース ／ 東京消防庁Ⅰ類コース ／

 人物試験対策講座 ／2023年速攻講座 ／
 2023年9月試験対策講座 ／ 通信講座

受講料算出について・受講申込手続のご案内

※2023年春受験対策講座　全職種コースの受講生の方は受講料のお支払いは発生しませんので、窓口にてお手続きください。

東京アカデミーWEBサイトより申込ページへアクセスし、必要事項を入力してお申込みください。

　　URL；www.tokyo-ac.jp
　

お申込み後、受付完了メールを自動送信します。ドメイン指定受信拒否を設定されている場合には、弊社からのメール（tokyo-ac.co.jp）を受信できる
ように、あらかじめ設定をお願いします。

申込手続完了後の解約は、講座開講前、開講後に関わらず書面にて解約申請を行ってください。弊社の債務不履行に基づく契約の解除・解約は、消費者契約法に基づく弊社規
定に則り、次の①または②の金額を控除して返金を実施いたします。返金は、金融機関からの振込にて行い、振込手数料はご負担いただきます。

お申込みは有料となります。マイページにアクセスしていただき、申込情報
よりお手続きください。所属校舎以外の講座もマイページより申し込みが
可能です。教材をお持ちでない場合は別途ご購入ください。

三井住友銀行

（普）9434266

（普）9434292

（普）9433743

2023年春受験対策講座　全職種コースの方

スマホで簡単にお申込みできます！

右記二次元コードを読み込んで「希望講

座」と「希望校舎」を選択してください。

▼講座申込ページ


