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公務員初級科157名 公務員上級科129名

286名延べ人数では
ありません!!

東京アカデミー鹿児島校

2021年度

～最終合格の秘訣が満載～

東京アカデミー鹿児島校

実人数

286人が公務員になります!
最終合格

※写真掲載の許可はいただいております
※掲載は一部であり、その他にも多数の最終合格者を輩出しております。



2021度 鹿児島県庁(高卒程度一般事務) 最終合格

鹿児島校

『実績の東京アカデミー』

写真枠

2021度 鹿児島県庁(高卒程度一般事務) 最終合
格 園田 龍大さん ～鹿児島高校～鹿児島校

『継続は力なり』
高校の時に担任の先生から紹介されで東
京アカデミーに入会しました。
東京アカデミーでは，独学で学ぶことが
難しい空間把握などの一般知能の分野を
分かりやすく教えて下さったことや，文
系・理系の違いで学校では習わなかった
所を効率よく教えて下さったことがとて
も役に立ちました。
また，二次試験対策では2日に1回のペー
スで面接練習をしました。改善点をしっ
かり教えてくださるため，回数を重ねる
ごとに上達していき本番でも落ち着いて
答えることができました。
小さなことでもずっと続けていけば、い
つかは自分のもになるという強い気持ち
で、心が折れそうなときも、負けずに努
力したことで最終合格できたと思います。

写真枠

2021度 鹿児島県庁(高卒程度一般事務) 最終合格

嶽 隆大さん ～鹿児島南高校～鹿児島校

『楽しいことも辛いことも全て人生の糧となる』

高校２年のときから公務員になりたいと
思い，勉強に集中して取り組みたいと考
えたことがきっかけで東京アカデミーに
入会しました。試験に向けて，まずは授
業をしっかり受けること，そして授業後
に毎日必ず復習を行うことを心がけまし
た。講義が無い日はDATA問を使い苦手
分野を克服できるようにしました。
東京アカデミーの講義は内容がとても充
実していて分かりやすかったです。また，
毎週行われる模試も本番をイメージでき
る点や自分が今どのくらいの立ち位置に
いるのかを把握できる点が良かったです。
成績が伸び悩む時期もあるかもしれませ
んが，最後まで諦めなければ結果はつい
てきます。

写真枠

私は独学で公務員試験は厳しいと感じ，
実績のある東京アカデミーを選んで入
会しました。
勉強法としては，まず集中して講義を
受け，その後はとにかく出た問を解き
続けました。東京アカデミーでは模擬
試験も毎週実施されるので実力の確認
などに活用しました。また，面接練習
に関しては，毎日予約を入れて練習に
取り組み自信をつけました。数をこな
すことで思い通りに答えられるように
なります。
最終合格できたポイントは「自習」で
す。東京アカデミーの自習室はもちろ
ん、県の図書館を利用して1日8時間ほ
ど勉強しました。講義をしっかり受け
ることにプラスして，毎日自習をする
ことで自信がつきました。

池田 真哉さん ～鹿児島高校～

2021度 鹿児島県庁(高卒程度一般事務) 最終合格

鹿児島校

『努力』

写真枠

家族の勧めで東京アカデミーに入会し
ました。
勉強時間をしっかり決めて，その時間
は何があっても勉強するように徹底し
ました。基本に忠実に，基礎的な問題
を理解できるまで、何度も繰り返し取
り組み，出た問は試験までに5周は繰り
返しました。東京アカデミーのテキス
トは重要ポイントが分かりやすくまと
めてあり，自習の時にも役立ちました。
また，事務局の内村さんの的確なアド
バイスによって，進路決定のときなど
はとても助かりました。
公務員試験の勉強は決して楽ではない
ですが，まわりに流されず，自分が公
務員になった姿を想像して最後まで頑
張ることが重要だと思います。

尾川 満里奈さん ～鹿児島玉龍高校～

2021度 鹿児島県庁(高卒程度一般事務) 最終合格

鹿児島校

『人生一度きり』

写真枠

最終合格率の高さで東京アカデミーに
入会を決めました。
通って良かったと思う点は，第一に事
務局の肱岡さんや内村さんの対応がと
ても良かったところです。どんな些細
なことでも丁寧に一つ一つ教えてくだ
さいました。また，どの講義でも公務
員試験の頻出度の高いところを重点的
に教えて下さったので勉強しやすかっ
たです。そして，参考書や問題集も多
くの問題に対応できるようになってい
るので，様々な知識を身に付けたり，
解き方を学んだりすることができまし
た。また、二次試験対策やエントリー
シートの添削などもして頂けるので，
初めての方でも安心して自信をもって
受験に臨むことができます。「絶対に
合格する！」という強い気持ちがあれ
ば大丈夫だと思います。

小囿 優心さん ～川内高校～

2021度 鹿児島県庁(高卒程度一般事務) 最終合格

當房 香凜さん ～鹿児島県立短期大学～鹿児島校

『選んだ道を正解にする』

短大で「公務員試験に合格した先輩方と
語る会」に参加したときに，皆さんが東
京アカデミーに通っていて，県内での合
格実績が一番だという事を知って入校を
決めました。
東京アカデミーの授業はどの教科も無駄
がなく，頻出分野に重点を置いて学べま
した。一次試験を全て突破できたのは、
間違いなく質の高い授業のおかげです。
面接対策では，過去の質問をもとにした
対策がとても役に立ちました。
公務員試験は，結果が出るまでが長く精
神的にきつかったけれど，その分学ぶこ
とや達成感は大きかったです。一緒に
通っていた友人，支えてくれた両親，東
京アカデミーの講師や事務局の方々の存
在は無くてはならないものだと実感して
います。

写真枠

2021度 鹿児島県庁(高卒程度一般事務) 最終合格

西園 俊介さん ～鹿児島中央高校～鹿児島校

『勝って驕らず、負けて腐らず』

公務員の専門学校を探している中で、東
京アカデミーの合格率の高さを知って入
会を決めました。私は講義中に先生の話
を聞きもらさないようにメモを取ってい
ました。そして、講義の終わったその日
のうちにノートやメモを見返して、流れ
の復習を大事にしました。二次対策は、
面接練習を多くこなすことや、作文の過
去問を見て文の構成を考えることなどを
行いました。
東京アカデミーに通ってよかったと思う
点は、講義がとても分かりやすい点と、
過去問や志望(受験)先の情報が充実して
いる点です。東アカで教わったことを素
直に受け入れて毎日取り組めば、成績は
必ず伸びます。落ち着いて継続して勉強
することが大切です。

写真枠

2021度 鹿児島県庁(高卒程度一般事務) 最終合格

濱田 美優さん ～鹿児島純心女子短期大学～鹿児島校

『初心忘れるべからず』

高校3年生の時に東アカの夏期を受講し、
充実した講義であることを知っていたの
で、短大で公務員へ再挑戦するとき、迷
わず、通学することを決めました。
私はとにかく復習と解き直しに時間をか
けました。平日は講義で一杯一杯だった
ので、土日に一週間分を復習する流れで
勉強しました。
東京アカデミーには、周りに多くのライ
バルがいて、講義中はもちろん、自習室
でも、皆が頑張っているという環境でし
た。私も負けずに頑張らなければ！とい
う気持ちになれました。勉強はやっても
やっても不安で、分からないこともあり
ますが、やった分だけ絶対力になります。
一緒に勉強する友人、励ましてくれる家
族を大切に、感謝して受験に臨むことも
大事だと思います。

写真枠

2021度 鹿児島県庁(高卒程度警察事務) 最終合格

山下 莉乃さん ～鹿児島県立短期大学～鹿児島校

『因果応報』

親戚が東京アカデミーに通っており，ま
た過去の合格者数の実績が圧倒的に多
かったので東京アカデミーに入会を決め
ました。
講義中は板書以外に講師の先生が話す言
葉もメモを取り，分からないことは積極
的に質問して理解を深めることができま
した。面接対策では，可能な限り予約を
入れて様々な先生に指導していただくこ
とで，答え方のバリエーションを増やし
ました。東京アカデミーには，過去の先
輩が残してくれた受験体験報告書が多く
あるので，面接の内容や雰囲気などの情
報を知ることができ、とても役に立ちま
した。
公務員試験では，勉強すればするほど点
数に反映されるので努力することがとて
も大切だと感じました。

写真枠

2021度 鹿児島県庁(高卒程度一般事務) 最終合格

Ｆ・Ｈさん ～鹿児島県立短期大学～鹿児島校

『継続は力なり』

私の公務員受験は、周りの友人より遅れ
たスタートになりましたが、“努力は必
ず報われる”というように、努力すれば
それなりの結果が返ってくると思います。
教科書が使いやすく、講義の復習を最優
先に行い、過去問の出た問を主にすき間
時間も活用しながら勉強しました。分か
らない問題はすぐに質問することで効率
よく理解できたと思います。
友人の就職活動が終わり遊んでいる時期
に、自分は勉強しなければならないこと
は辛かったです。しかし、カフェで友人
と一日中頑張った思い出など沢山できま
した。これからは鹿児島県の地域振興に
尽力していきたいと思います。

写真枠

2021度 鹿児島県庁(高卒程度一般事務) 最終合格

Ｈ・Ｗさん鹿児島校

『塵も積もれば山となる』

東京アカデミー鹿児島校のHPで合格率
の高さをみて、ここで勉強したいと思い
入会しました。
講師の先生たちとの距離が近く、とても
質問しやすい環境でした。また、講義は
分かりやすく集中して公務員試験に臨め
ました。毎週ある模試は本試験のような
緊張感で受験でき、とても自分自身のた
めになりました。勉強をやればやるほど、
解ける問題が増えて、本試験で似たよ

うな問題が出たときは、東アカでやっ
て良かったなと実感できました。
後は体調管理に気を付けて過ごすこと
が一番です。試験日前日に特別なこと
はせず、普段通りの生活を送ることが
大事だと思います。

写真枠

2021度 鹿児島県庁(高卒程度一般事務) 最終合格

中間 総太さん ～指宿商業高校～鹿児島校

『希望に進むのが気持ちの良い人生ってもんだろう』

東京アカデミーは親の勧めで入会しまし
たが、実際に通学して感じたことは、
①毎週ある模試で自分の位置の把握
②学習環境の充実

③同じ目標を持った多くの仲間
④教材の質

これが全て揃っている学校は東アカだ
けだと思います。
過去問の出た問は解答の選択肢だけで
なく、誤答の内容まで確認するぐらい
何十週も繰り返す、反復学習が大切だ
と思います。また、知能分野は確かに
大事ですが、暗記系も同じく大事です。
合格するために勉強しているので落ち
た時のことは考えず、根気強く集中し
て取り組むことです。

写真枠



2021度 鹿児島県庁(短卒程度教育事務) 最終合格

鹿児島校

『努力したもの勝ち』

写真枠

東京アカデミーの講義・テキス
ト・模試など受験環境は非常に優
れていました。特に講義は公務員
試験に特化した内容が受講できた
のでとても良かったです。また、
二次試験対策は面接や作文はもち
ろん、集団討論では実践形式の指
導があるので心強かったです。合
格するためには苦手科目から逃げ
ずに、一つでも少なくすることだ
と思います。苦手な理系科目は苦
労し、行き詰まったこともありま
したが、趣味などで気持ちをリ
セットしながら勉強することも必
要だと思います。

Ｓ・Ｈさん ～鹿児島県立短期大学～

2021度 鹿児島県庁(短卒程度教育事務) 最終合格

鹿児島校

『辛いときこそ、成長するチャンス』

写真枠

鹿児島県の短卒程度は専門試験が
あるため諦めていたが、教務の内
村さんに相談した際に、一般事務
ではなく、教育事務であれば例年
採用人数が多く、受験しやすく、
教養試験で8割とれば合格する可能
性があると聞き、鹿児島県短卒程
度を受験しました。東アカは公務
員試験の情報やデータが沢山そ
ろっており、いろいろと丁寧に教
えてくれます。
公務員試験は勉強する範囲が広く、
大変ですが、暗記を先に予習し、
一般知能は講義の復習が大事だと
思います。時間がなく焦ることも
ありますが、最後まで諦めずに頑
張ることが一番です。

山元 睦美さん ～鹿児島純心女子短期大学～

2020度 地方公務員(一般事務) 最終合格

下川 真琴さん鹿児島校

『楽しいことも辛いことも全て人生の糧となる』

様々な専門学校を実際に見学や体験して、
東京アカデミー講義の質が最も高いと感
じたため入会をしました。
講義は限られた時間の中で情報量の多い
講義をしてくださります。問題集は東京
アカデミーで配布していたいただいた過
去問集の「出た問」のみに絞り勉強に励
みました。隙間時間を活用しながら何度
も解き進め、模擬試験は必ず解き直して、
自分だけの苦手ノートを作成し、本試験
直前にも最終確認しました。
東京アカデミーでは多くの職業ガイダン
スも実施されたので、目標が明確になる
と共にモチベーションにもつながりまし
た。自分を追い込みすぎず、楽しく学習
することが一番だと思います。分からな
い、できないと落ち込まずに先生へ相談
しながら楽しく学習しましょう。

写真枠

2021度 鹿児島市役所(初級一般事務) 最終合格

鹿児島校

『日進月歩』

写真枠

私は試験に向けて、平日は毎日講
義を受け，講義終了後は自習室で
習ったところの復習をしたり，毎
週ある模試や目指している職種の
試験に向けての対策をしました。
東京アカデミーには自分の分から
ないところなど、すぐに質問でき
る環境が整っており，また，同じ
目標に向けて頑張る友人がいて，
それに刺激を受けて、さらに自分
も頑張ることができました。
模試で前回の順位より上に行けた
り，得点が上がったりすると、勉
強するのが楽しくなります。勉強
に息がもそこで折れずに休息をと
りながら、毎日少しずつ続けるこ
とが大切だと感じました。

稲森 大晟さん ～池田高校～

2021度 鹿児島市役所(中級一般事務) 最終合格

鹿児島校

『塵も積もれば山になる』

写真枠

公務員試験に最終合格された大学
の先輩の話を聞き、東アカへの入
会を決意しました。講義では、試
験での出題頻度の高い箇所やひっ
かけ問題例等を教えてくださった
ので、効率よく学習を進めること
ができました。また、作文の添削
や模擬面接等のサポートもすごく
手厚く、東アカに通ってよかった
と思いました。公務員試験は範囲
も広く、精神的にきつい面もあり
ますが、自分の趣味に没頭しスト
レスを解消することも必要です。
公務員試験への合格に近道はあり
ません。最後まで自分を信じ、諦
めないことが何よりも大切なこと
だと思います。

濵田 真帆さん ～鹿児島県立短期大学～

2021度 宮崎県庁(高卒程度一般事務) 最終合格

鹿児島校

『努力は実る』

写真枠

ＨＰを見て合格実績がある専門予備校
と知り、東京アカデミーに入会を決め
ました。試験に向けて，東京アカデ
ミーの講義・テキスト・模試・個別面
接練習や様々な職種の業務説明会など
多くを活用しました。東アカの良さは，
独学で勉強するよりも分かりやすい講
義を聞くことで明らかに理解が深まっ
たことです。毎日の講義の復習をその
日のうちに欠かさず行い，毎週行われ
る模試で出来なかった問題を徹底的に
復習しました。
そして，1次試験対策だけでなく2次試
験対策も充実しており，最後まで合格
のサポートをして頂けてとても心強
かったです。
時にはストレスを解消し、最後まで諦
めずに努力することが大事だと思いま
す。

前田 和穂さん ～鹿児島純心女子短期大学～

2021度 鹿児島市役所(初級電気) 最終合格

鹿児島校

『可能性は無限大』

写真枠

鹿児島市で高校で学んだ電気の知
識を生かし、持続可能な街づくり
に携わる公務員になるために、友
人の勧めもあり、東京アカデミー
鹿児島校に入会しました。
公務員試験は学習する分野が幅広
く、早めに試験勉強に取りかかり，
点数が取れる分野を増やしていく
ことが重要だと思います。東京ア
カデミーでは高校で学べない問題
の解き方を理解することができ、
試験でとても役立ちました。また
模試の回数を重ねるごとに良い点
数が取れるようになったことも
日々のモチベーション向上に繋が
りました。試験は長期戦で最後の
最後まで粘り，諦めないことが大
事だと思います。

西野 礼央さん ～鹿児島工業高校～

2021度 鹿児島市役所(中級一般事務) 最終合格

鹿児島校

『十人十色』

写真枠

友人が東京アカデミーに通い、複
数の最終合格を勝ち取っていたこ
とをきっかけに入会しました。
ひたすらDATA問を繰り返し解いて、
できていない部分を重点的に取り
組むことに時間をかけました。ま
た、講師の先生方から問題を解く
テクニックを教わったり、面接指
導を何回も受けることで、失敗を
繰り返しながら成長することがで
きました。何事も、失敗すればす
るほど成長を感じられたので、今
失敗したら次はもっと成長できる
と思いながら対策していくと良い
と思います。勉強に疲れたら休む
ことも大事で，ON・OFFをしっか
り意識して取り組むことが大切だ
と感じました。

富山 桜子さん ～鹿児島県立短期大学～

2021度 鹿児島市役所(中級一般事務) 最終合格

鹿児島校

『雨垂れ石を穿つ』

写真枠

公務員として実際に働いている人
から東アカをオススメされ入会し
ました。講義は先生方の話をよく
聞き、自分で大切だと思うポイン
トをメモするようにしていました。
講義後は、忘れないうちに問題を
解き、反復学習を意識していまし
た。
民間に内定をもらった友人が遊ん
でいて、勉強するモチベーション
が落ちた時期もありました。しか
し、そんな中でも公務員試験に合
格し自分が働いている姿をイメー
ジして何とか奮い立たせて頑張る
ことで必ず報われる日が来ると思
います。

上薗 明莉さん ～鹿児島県立短期大学～

2021度 鹿児島市役所(保育士) 最終合格

鹿児島校

『できると思えば、できる』

写真枠

私は友人の誘いで東京アカデミー
へ入会しました。講義で学んだこ
とを、その日のうちにテキストを
用いて復習し、日々努力しました。
幾度もある模試や面接練習のおか
げで、本番でも今まで通り最大の
力を発揮できたのだと感じていま
す。勉強する中で不安や焦りもあ
りましたが、東京アカデミーに通
い、共に頑張る友人と励ましあう
ことで、モチベーションを維持す
ることができました。
多くの過去問題集がそろい、すぐ
質問できる環境、模試や面接練習
では実践的に学べる東京アカデ
ミーに通って良かったと感じてい
ます。努力を積み重ねることで必
ず結果に繋がると思います。

松田 鮎実さん ～鹿児島国際大学～ 鹿児島校

『雲の向こうは、いつも青空』

写真枠

事前にテキストを読んで予習し講
義を受け、講義後にそこを復習す
ることを繰り返しました。また、
東京アカデミーでは週末に模試が
実施されるので、今の実力を把握
するのにとても役立ちます。模試
で把握した苦手分野を中心に勉強
し、得意分野は息抜きや気分の切
り替えとして取り組みました。復
習を繰り返すことで、これまで解
けなかった問題が解けたときはと
てもやりがいを感じました。
どれだけ勉強しても試験に対する
不安はなくならず苦しい毎日でし
たが、周囲のサポートのおかげで
合格を勝ち取ることができました。

Ｈ・Ｍさん ～鹿児島県立短期大学～

2021度 鹿児島市役所(中級一般事務) 最終合格

鹿児島校

『受験対策は早めがおすすめ』

写真枠

東京アカデミーは合格実績がとて
も高く，公務員に合格していた人
の多くが通っていたので入会を決
めました。
私は模試の復習を必ず行うように
していました。模試の回数が多く、
実力を相対的に確認するのにとて
も役立ちます。また、面接練習は
予約枠が空いている時間があれば
積極的に予約し、様々な先生に指
導していただきました。苦手教科
の勉強は大変できつかったですが、
DATA問を使って、過去問演習を何
度も繰り返すことで、自信がつき
ました。過去問演習をやるのは早
ければ早いほど良いです。問題を
解くスピードも向上し、自信にな
ります。

東 さちのさん ～鹿児島県立短期大学～

2021度 鹿児島市役所(中級一般事務) 最終合格



2021度 鹿児島市役所(保育士) 最終合格

鹿児島校

『七転び八起き』

写真枠

2021度 薩摩川内市役所(保健師) 最終合格

Ｓ・Ｍさん ～宮崎県立看護大学～鹿児島校

『実るほど頭を垂れる稲穂かな』
東京アカデミーの夜間部に入会し
たのは、自己流の勉強では合格が
難しいと感じたからです。
昼間は自習室を利用して、テキス
トの復習と模試の解き直しを繰り
返しました。講義では解き方のポ
イントを教えて頂けるのでとても
役に立ちました。特に数的推理に
関しては目からウロコでした。ま
た、作文や面接も丁寧に見てもら
えるので、最後までしっかりサ
ポートしていただけました。
受験の際は、周りの意見に耳を傾
けながら、自分が決めたことに自
信を持って、挑戦することが大事
だと思います。

写真枠

2021度 霧島市役所(一般事務) 最終合格

伊福 実希子さん ～鹿児島県立短期大学～鹿児島校

『勝つことは偶然じゃない』
東京アカデミーでは二次試験対策
がとても充実しています。論作文
の添削や面接・討論の練習など何
度も行っていただき、自信に繋が
りました。また、模擬試験を通し
て自分の実力を知ることができる
点が良かったです。どこが分かっ
ていて、どこが理解できていない
のかを把握することはもちろんで
すが、受講生の中で自分の立ち位
置を知れたのは、モチベーション
に繋がり良かったと思います。
模試の結果などで一喜一憂せずに
継続して勉強していくことも大切
だと思います。

写真枠

2021度 霧島市役所(一般事務) 最終合格

森 果奈美さん ～鹿児島大学～鹿児島校

『できると思えばできる、できないと思えば出来ない』

合格実績が高く信頼できると思い
東京アカデミーに入会しました。
4月からは大学の研究が忙しかった
ため、毎日の講義を一番大切に勉
強していました。個別相談では筆
記試験の配点など、詳しく教えて
いただき、より重要な点が理解で
きました。二次試験対策、面接や
討論の練習に積極的に参加し、疑
問点は質問するようにしていまし
た。集団討論の練習ができること
は中々ないので、本当に役立ちま
した。東京アカデミーでは困った
ときに、なんでも相談できること
や、講義が分かりやすく的確だっ
たことが良かったです。
最後まで諦めずに、粘り続けるこ
とで、最終合格できると思います。

写真枠

2021度 霧島市(土木) 最終合格

日野 創夢さん ～加治木工業高校～鹿児島校

『あきらめない心』

高校の先生紹介で東京アカデミー
に入会しました。
工業高校に通っていたので、東京
アカデミーでは教養を学び、高校
で土木の専門を勉強しました。東
京アカデミーでは模擬試験が充実
しており、自分の今の立ち位置や
苦手分野などを把握できたのがと
ても良かったです。夏休み期間中
など、同級生が遊んでいる中で勉
強を続けることは苦しかったです
が、たまに部活に参加し、気分転
換したり、公務員を目指す友人と
励まし合いながら勉強しました。
合格できたポイントは、苦しい時
も最後まで諦めなかったことだと
思います。

写真枠

2021度 いちき串木野市(一般事務) 最終合格

小濵 昂輝さん ～鹿児島国際大学～鹿児島校

『止まりさえしなければ、どんなにゆっくりでも進めばよい』

大学で東京アカデミーの公務員講
座を受け、さらに学びたいと思い
入会しました。 教養試験はとにか
く東アカの講義や模試を最大限活
用すると効率が上がります。講義
は分かりやすく、充実したテキス
ト、毎週ある模試など、ゼロから
でも“合格できる環境”が整ってい
たと思います。友人の就職が決
まっていく中、焦る気持ちもあり
ましたが、今しかできないことを
最後までやりきることが大切だと
思います。

写真枠

2021度 垂水市(一般事務) 最終合格

Ｏ・Ｓさん鹿児島校

『明日は明日の風が吹く』
私は配られた出た問をひたすら解
き、模試で分かった自分の苦手な
分野の見直しを、繰り返し行いま
した。そして、毎日の講義では自
分の中の理解を、さらに深めるこ
とに活用しました。
東京アカデミーでは毎週模試があ
り、自分が今どれくらいの立ち位
置にいるのかを確認することは、
合格する上で一番大切だと思いま
す。模試を受けることで、問題の
出方や時間配分を把握することも
できました。
受験勉強はとても長く感じますが、
合格して新しい生活を始めている
姿や働いている姿を思い浮かべて、
本気でやれば絶対に受かります！

写真枠

2021度 日置市役所(一般事務) 最終合格

木元 百華さん ～鹿児島純心女子短期大学

～

鹿児島校

『七転び八起き』

公務員への転職を決めた際に、友
人が通っていたということを知り
入会を決めました。
講義は毎日集中して適宜メモを
取ったり、模試を受けたら必ず復
習してから、再度解き直しました。
また、二次試験対策は個別の面接
練習を3日に1回のペースで指導を
受けました。
東京アカデミーでは講師の先生方
が、講義も面接指導も分かりやす
く丁寧に教えてくれるので、理解
がとても深まり良かったと思って
います。そして、周りには一緒に
頑張っている仲間がいることで諦
めずに最後まで頑張り続けること
ができました。日々の積み重ねが
とても大切だと感じました。

写真枠

2021度 鹿屋市役所(一般事務) 最終合格

山下 茶里衣さん ～鹿児島女子短期大学～鹿児島校

『今を大切に』
友人や先輩からの勧めあり、事前に
個別説明会を受け入会しました。
短大に通いながらの試験勉強だった
ので、空きコマや講義後の時間を有
効に使っていました。「苦手分野を
集中して勉強する日」と「広く浅く
多くの分野に取り組む日」に分けて
学習しました。
二次対策は様々な講師の先生に面接
練習をしていただき、数もこなしま
した。公務員試験は最後まであきら
めないことが大切だと思います。最
後の方では不安や焦りが必ず強く
なっていきますが、そのプレッ
シャーから逃げずにコツコツと積み
重ねてが大事だと思います。

写真枠

2021度 南九州市役所(一般事務) 最終合格

三原 大和 さん ～鹿児島国際大学～鹿児島校

『日進月歩』
体験講義や先輩の体験談を通じて
東アカに入会しました。家での勉
強は集中できないと思い東アカの
自習室を利用していました。基礎
の部分をしっかりと固めた上で、
問題集を解き、完璧にできる問題
以外は何回も繰り返し解きました。
また、東アカの良い点として、模
試が定期的にあったことです。模
試を重ねるごとに、試験の雰囲気
に慣れることや時間配分ができる
ようになりました。
公務員試験は大変できついです。
しかし、解けない問題ができるよ
うになった、模試で上位の成績に
なったなど、何か自分の成長を実
感することできつい試験も乗り越
えていけたと思います。

写真枠

東京アカデミーでは、独学で知る
ことのできない、数多くの幅広い
出題範囲から、出題の多い問題を
解きやすい解法と共に、効率良く
勉強することができました。時に
は同じ夢を持つ仲間と励まし合い、
体を動かしたり、映画を見たりす
るなど、気分転換を行うことでモ
チベーション向上へとつなげてい
ました。また、面接練習を何ども
行い、的確なアドバイスを頂けた
おかげで本番でも自信を持って臨
むことができました。
模試の成績が思うように伸びず、
不安になることもありますが、努
力を怠らず、努力を積み重ねるこ
とで必ず合格を掴み取ることがで
きると思います

日髙 冴さん ～鹿児島国際大学～

2021度 薩摩川内市役所(一般事務) 最終合格

鹿児島校

『やった分だけ自信になる』

写真枠

友人からのおすすめで東京アカデ
ミーを知り、合格率の高さを決め
手に入会しました。
私は講義と模試は休むことなく全
て参加しました。また、分からな
いところはテキストを読み込み、
それでも分からない時は質問に行
きました。そして、過去問は最低3
回は通りました。
最終合格に向けて2次試験が重要な
ので、面接練習はほぼ毎日行い、
たくさんアドバイスをいただきま
した。やることが多く、不安な方
も多いと思いますが、毎日の学習
を怠らなければ必ず合格できます。
東京アカデミーの教材や先生方を
最大限に頼っていれば大丈夫です。

平田 朋恵さん ～鹿児島県立短期大学～

2021度 薩摩川内市役所(一般事務) 最終合格

鹿児島校

『蒔かぬ種は生えぬ』

写真枠

公務員を目指し、いろいろな公務
員専門学校を探していた中で，講
義内容や二次試験対策が一番充実
していると感じ、東京アカデミー
に入会しました。
毎日集中して講義を聞き、自宅で
出た問を使って復習を行いました。
模試の受験後は、その日のうちに
やり直し、知識を定着させること
を心がけました。東京アカデミー
では同じ目標を持つ、多くの人た
ちと一緒に勉強できたところが良
かったです。合格に向けて、短時
間でも大丈夫なので、早い時期か
ら毎日勉強する習慣を身に付ける
と良いと思います。

川﨑 志歩さん



2021度 裁判所一般職 最終合格

加納 遼裕さん ～鹿児島中央高校～鹿児島校

『塵も積もれば山となる』
私は講義が７割、自主学習が３割の
比率を意識して勉強しました。公務
員試験では、独学で気づかない効率
的な解き方がよくあるので、一番は
講義を大切にして、自主学習では講
義や模試の復習を主にやるようにし
ていました。面接試験に苦手意識が
あったため、できる限り多くの面接
指導を受けるようにしました。何度
も繰り返すことで、根拠のある自信
に繋がりました。
東京アカデミーに通って良かったと
思う点は、疑問に対して事務局の方
が丁寧に対応してくださることです。
公務員試験は調べても分からないこ
とが多かったので、とても心強かっ
たです。

写真枠

2021度 国家一般職(事務九州) 最終合格

林 紅里さん ～鹿児島情報高校～鹿児島校

『明日は明日の風が吹く』
姉2人が東京アカデミーで現役合格
していたため、入会を決めました。
東京アカデミーでは夜間の講義を受
けるだけでなく、可能な限り最大限
自習室を利用しました。また、模擬
試験後にはランキング表が掲示され
るので、それを参考に自身の学力と
残りの期間を考えて、勉強計画を立
てました。自分がコツコツと勉強し
たことが成果として、点数に現れた
ときはとても嬉しかったです。
東京アカデミーの分かりやすいテキ
スト、膨大な試験情報量、充実した
面接指導など、一次試験対策から最
終合格まで、徹底したサポートが
あったこと、勉強に集中しやすい環
境が整っていたことがとても良かっ
たです。

写真枠

2020度 国家一般職(事務九州) 最終合格

北園 大宗さん鹿児島校

『毎日感謝、日々努力』
兄も東京アカデミーに通っていたた
め入会しました。
東京アカデミーの講義、テキスト、
模擬試験を最大限に活用することで、
高校と両立しながら効率よく勉強す
ることができました。講義を受講す
ることによって、解けない問題が解
けるようになったときは、嬉しくモ
チベーションの向上へと繋がりまし
た。また、得意教科の勉強も怠らず
確実に点数へ繋げられるよう努めま
した。
試験直前は精神的体力的にもきつい
ですが、体調に気を付けリフレッ
シュも必要だと思います。

写真枠

2021度 国家一般職(技術九州) 最終合格

奥 陽優さん ～加治木工業高校～鹿児島校

『続ける大切さ』
夏休みからは午前中に高校で専門科
目の勉強し、午後から東京アカデ
ミーで自習したり、講義を受講しま
した。東京アカデミーの講義はレベ
ルが高く、難しい問題も分かりやす
く教えていただきました。また、模
擬試験が定期的に行われており、今
の自分の実力が把握できる点がとて
も良かったです。
最終合格できたポイントは、辛くて
もあきらめずに、勉強を継続して試
験に臨んだことだと思います。夏休
みは周りの友人が遊んでいる中、モ
チベーションを保つのが難しいです
が、合格するという強い気持ちを持
ち続けることが大切です。

2021度 国家一般職(事務近畿) 最終合格

成元 萌乃香さん ～鹿児島実業高校～鹿児島校

『運も実力の内』
高校の先輩から勧められて、東京ア
カデミーに入会しました。
早い時期から勉強に取り掛かり、数
的推理・判断推理を優先して高校2
年生のときには応用問題まで習得し
ました。暗記科目は試験直前の夏休
みに短期集中で勉強しました。
勉強するうえで、東京アカデミーの
テキストは他のテキストよりも、実
際の試験問題に近く、本試験での合
格点につながった思います。
私の夢であった大阪での就職として、
大阪市と国家一般職(事務近畿)を受
験して、最終合格することができて
本当に良かったです。

写真枠

2021度 税務職 最終合格

新畑 琴利さん ～鹿児島玉龍高校～鹿児島校

『全てのことに意味がある』
過去の実績を見て、最終合格占有率
が圧倒的だったことから、東京アカ
デミーに入会を決めました。
東京アカデミーでは、先生方の知識
や情報量がとても多く、ピンポイン
トで重要なところを知ることができ
て、無駄に問題を解くより、はるか
に勉強しやすい環境でした。
高校で履修していない教科であって
も、各科目の攻略法を説明してくだ
さるので、毎日講義を大切に、集中
して受講しました。
勉強していて、結果がでない時でも
一喜一憂せずに、復習を積み重ねれ
ば結果も現れてくるので、継続的に
頑張ることが大切だと感じました。

写真枠

2021度 国家一般職(事務九州) 最終合格

Ｔ・Ｍさん ～鹿児島純心女子短期大学～鹿児島校

『一念天に通ず』

東京アカデミーに友人が通って、合
格しており、合格率が高いのを決め
手に入会しました。
平日はオンラインで講義を受講し、
週末に模試を受験し、学力を深めま
した。講義後には毎日、簡単な確認
テストをするようにしていました。
二次試験対策では、模試で書いた論
作文を添削していただき、アドバイ
スをもとに、もう一度文章を考え直
すことをしていました。
短大との両立が大変でしたが、徐々
に分かるようになり、点数がとれた
ときは楽しくて、もっと頑張ろうと
思いました。
最終合格するには最後まで諦めない
ことが一番大事です。

写真枠

2021度 海上保安学校(特別) 最終合格

吉川 愛乃さん ～鹿児島女子高校～鹿児島校

『今日に自分に明日は勝つ』
毎日の講義に集中するために、予
習・復習は欠かさず行い、毎週ある
模試でも、実際の試験と同じ意気込
みで、毎回取り組んでいました。東
京アカデミーで勉強している仲間の
姿勢が良い刺激となり、私も頑張る
ことができました。
また、海上保安庁の船内見学への参
加やインターネットを用いた情報収
集に努めました。東京アカデミーで
面接練習は何度も繰り返し、日々改
善していきました。おかげで実際の
面接でも、最大限の力を発揮するこ
とができたと感じています。
努力を積み重ねれば、積み重ねるだ
け自信へと繋がります。大変な時期
もありますが諦めないことだと思い
ます。

写真枠

2021度 海上保安学校(特別) 最終合格

地福 将輝さん ～鹿児島情報高校～鹿児島校

『楽は苦の種、苦は楽の種』

写真枠

2021度 国家一般職(事務九州) 最終合格

Ｔ・Ｎさん ～鹿児島県立短期大学～鹿児島校

『一所懸命』
合格実績が高いこと、小論文や人物
対策などの二次対策にも力を入れて
いることから東京アカデミーへの入
会を決めました。
毎週ある模試の受験環境が本番に近
く、同様の緊張感で受けられたこと
や、東京アカデミーで実施された官
庁自治体業務説明会に参加して、志
望官庁に自分をアピールできたこと
が、最終合格につながったと思いま
す。
東京アカデミーはたくさんの人が同
じ目標に向かって、切磋琢磨できる
中々ない環境だと思います。模試の
結果に一喜一憂せず、復習を積み上
げていけば、最終的な結果はついて
くると思います！

写真枠

試験までの日数から、基礎を固める
期間、応用を固める期間、最後は出
た問を短時間で解く期間に分割して
勉強しました。また、問題を解く際
は時間を計りながら、スピードを意
識して勉強しました。その中で、分
からない問題があったときは、先生
にすぐ質問に行ける環境は、すごく
よかったです。また、面接練習では
圧迫面接に備えた練習もできたので、
本試験の面接に恐れず挑むことがで
きました。
公務員試験は長期戦です。勉強し

ていても、模試等で中々結果が出ず
苦しい時期もありました。しかし、
自分を信じて腐らずにやり続けるこ
とで合格に近づくと思います。

2021度 税務職
(九州) 最終合格

鹿児島校

写真枠

熊迫 真一翔さん



2021度 日置市消防 最終合格

十田 望希さん ～鹿児島城西高校～鹿児島校

『敵は我にあり』
高校の歴代の先輩方からの評判が
良かった東京アカデミーへ入会し、
消防合格を目指しました。
講義中に板書された、大事なポイ
ントだけでなく、発言内容もノー
トにまとめて、見直し・復習を行
いました。面接対策は東京アカデ
ミーの指導を受けることによって、
自信をつけることができ、本試験
ではスムーズに回答することがで
きました。
公務員試験を受けるにあたって、
始めは分からないことが多く、自
信を無くすこともあるかと思いま
すが、諦めず全力で取り組めば、
少しずつ力はついてきます。

写真枠

2021度 福岡市消防 最終合格

桑幡 瑞輝さん ～国分高校～鹿児島校

『七転八起』

講義を受講するのは当然ですが、
私が一番力を入れたのは模試の復
習です。問題を分野別に分けて、
自分ができた問題とできなかった
問題を、見やすく整理して復習し
ました。また、出た問の類似問題
をしっかりこなすことができれば、
1次は合格できると思います。面接
練習は講師(大人の人)と話す練習を、
何度も行いました。自分のタイミ
ングで何回も予約出来たので本当
に自信に繋がりました。公務員試
験は対策しないといけないことだ
らけで大変でしたが、クリアでき
そうな小さな目標を立てて、達成
に向けてやればやるだけ結果はつ
いてきます!!

写真枠

2021度 熊毛地区消防組合(中種子町) 最終合格

肥後 晴音さん ～加治木工業高校～鹿児島校

『10年後は全て笑い話』

写真枠

2021度 鹿児島市消防(消防吏員Ｃ) 最終合格

野上 歓和さん ～鹿児島南高校～鹿児島校

『最後まであきらめない』
合格率が高く、CMも見たことあり
入会を決めました。
私は講義内容を理解し、問題を解く
流れを掴んだ上で、出たDATA問を
使って復習しました。
東京アカデミーの講義は、テキスト
には載っていないような、間違えに
くい解き方を教えていただいたり、
語呂合わせを作って紹介下さったの
で、暗記科目の苦手な私でも覚えら
れました。また、何処に重点的に勉
強すればいいかを教えていただけた
ので、勉強法で迷うことが少なかっ
たです。
試験前が一番苦しく諦めたくなった
けれど、周りの頑張っている人たち
を見て、自分も頑張ることができま
した。

写真枠

2021度 鹿児島市消防(消防吏員Ｃ) 最終合格

濵田 雅仁さん ～鹿児島玉龍高校～鹿児島校

『できないではなく、難しいである』
東京アカデミーで高校の先輩が合格
したことを知り、高い合格実績のあ
る学校で、自分も勉強したいと思い
入会しました。
私は主にDATA問を何度も反復して
解きました。バスでの通学時間も活
用して、暗記分野に力を入れました。
東京アカデミーの講義はとても分か
りやすく、二次対策も充実していて、
積極的に面接指導を受けました。
先生方は面接の知識が豊富なので、
何度も面接予約を入れて、場数もこ
なすことで合格につながります。
自分で限界を決めて諦めるのではな
く、努力で出来ないことを出来るよ
うにすることが大切だと思います。

写真枠

2021度 鹿児島市消防(消防吏員Ｃ) 最終合格

青木 陽菜さん ～国分高校～鹿児島校

『謙虚』
兄に勧められて東京アカデミーへ入
会しました。
自分では分からない分野の内容も講
義を受講することで理解できたり，
テストや模試で分からない問題を講
師の先生方に質問することで解決し
ました。東京アカデミーでは、難易
度の高い問題も解くことができたの
で、本試験ではすごく簡単に感じら
れました。
最初の頃、結果が出ない時は苦し
かったですが、勉強量に比例して実
力が上がっていくことが実感できて
とても楽しかったです。何事にも謙
虚に取り組むことによって、自分の
力を過信せず，実力を向上させるこ
とができました。

写真枠

2021度 南さつま市消防 最終合格

吉永 圭佑さん ～武岡台高校～鹿児島校

『努力は必ず報われる』
私は、夜間部に在籍していたため、
平日は講義を受けて、週末に模試を
受けていました。講義では試験に出
やすい問題を中心に学習でき、模試
では本番に近い感覚で取り組むこと
ができて、とても力になりました。
東京アカデミーでは、分からない問
題を気軽に先生に質問できる点が本
当に良かったです。分からないとこ
ろを1つずつ潰していくことによっ
て、模試の点数を少しずつ上げてく
ことができ、自信に繋がりました。
成績が上がらなくなったときにも諦
めずにコツコツと勉強を続けていく
ことができれば合格できると思いま
す！

写真枠

2021度 薩摩川内市消防 最終合格

栁田 海司さん ～れいめい高校～鹿児島校

『継続は力なり』
高校の先生に勧められて東京アカ
デミーへ入会しました。
講義後はどんなに疲れている日で
も、講義の振り返りだけは、欠か
さず毎日行いました。そして、勉
強だけでなく体力づくりにも励み
ました。何事においても、日々の
積み重ねが大切であると感じまし
た。
東京アカデミーで面接練習を幾度
も行っていたことから、焦らずに
回答することができました。
気分転換を挟みながら、目標に向
かって勉強を継続しながら、日々
努力すれば必ず合格できます。

写真枠

2021度 伊佐湧水消防組合 最終合格

平 泰雅さん ～大口高校～鹿児島校

『報われるまで努力』

夏期講座を受講して、大変分かり
やすい講義だったため、東京アカ
デミーで再挑戦することにしまし
た。通学して良かったと思う点は、
オンラインと教室の両方で、講義
を受講することができる、時代に
合わせた環境によって、スムーズ
に受験対策がすすめられました。
復習を繰り返し、分からない問題
は先生や友達に質問し、解決して
いくことが大切であると思います。
消防官を目指す上で、体力作りや
体調管理も十分に行い、きついと
きも心を折らず、最後までやれば
夢は叶うと思います。

写真枠

2021度 鹿児島市消防(消防吏員Ｃ) 最終合格

太良木 航さん ～鹿児島中央高校～鹿児島校

『克己復礼』
公務員を目指すにあたって、高校の
夏休みまでは講義をしっかり受け、
模試の復習に取り組み、夏休みに
入ったら、講義と並行してひたすら
出た問を解きました。
二次対策では、何度も面接練習を行
うことで、自信を持てるようになり、
本番でも堂々と回答することができ
ました。東京アカデミーはとても分
かりやすい教材が揃っており、講義
中に理解できなった場合でも、個別
に質問ができた点が良かったです。
また、自分が希望する職種について
も詳しく説明があり心強かったです。
公務員試験では、いかにモチベー
ションを保つかが大事だと思います。

写真枠

2021度 福岡市消防 最終合格

今村 史隠さん ～鹿児島玉龍高校～鹿児島校

『正解がどの道かと悩むより、選んだ道をどうやって正解にするかを考える』

兄が通っていたこと、合格実績のあ
る専門予備校ということで、東京ア
カデミーに入会しました。
試験に向けて、得意・不得意に関係
なく、全ての講義を受講し、その日
の内に自習室を活用し復習しました。
東京アカデミーは教科書や問題集が
良いのはもちろんですが、講義がと
ても分かりやすく、疑問点があって
も、すぐに質問しやすい環境があっ
たのはすごく良かったです。また、
毎週模試があり実践経験を多く重ね
られたこと、面接対策が充実してい
るところなど、本当に東京アカデ
ミーを選んで良かったと思っていま
す。自分に厳しく努力を重ねて，不
安要素を削ることが合格の鍵だと思
います。

写真枠

独学での勉強に眼界を感じ、東京
アカデミーへ入会を決めました。
分かりやすく、情報量が多い講義
に独学との大きな違いを感じまし
た。また、重点的なポイントを抑
えてくださったテキストや過去
問・模試のおかげで効率よく勉強
することができました。初め避け
てきた苦手科目の勉強も成績が上
がることに喜びを感じ楽しくなっ
ていきました。
同じ夢を目指す仲間の存在，効率
の良い厳選された問題集，毎日の
充実した講義全てにおいて東京ア
カデミーに通って良かったと感じ
ています。
諦めずに挑戦し続け夢は叶えるこ
とができ本当に良かったです！

2021度 東京消防庁 最終合格

清水 直人さん ～加治木高校～鹿児島校

『 Everything’s gonna be all right 』

東京アカデミーに通って良かった
と思う点は、教養試験・論文試
験・面接試験と全ての分野におい
て、丁寧かつ効率よく、教えてい
ただけた点です。また、私はDATA
問を何度も問き、多くの問題を解
くことで自信に繋がりました。
公務員試験は直前期に自信が持て
るかどうかが合格を大きく左右す
ると思います。自信をもって試験
に臨めるよう、日々心掛けること
が大切だと思います。一日一日を
大切にすることで最終合格できる
と思います。

写真枠



2021度 宮崎県警察官Ｂ 最終合格

江口 佳佑さん ～鹿児島実業高校～鹿児島校

『報われるまで努力する』
私は毎日復習をすることを習慣とし
ていました。また、東京アカデミー
の自習室を可能な限り利用しました。
理解できずに落ち込むこともありま
したが、講師の先生や教務の方々の
お言葉に救われ励まされました。
東京アカデミーは分かりやすい講義
を受けることができるだけでなく、
モチベーション向上へつながる環境
だったことが良かったです。
夏休みは受験のことだけを考え、食
事と睡眠時間以外は、東京アカデ
ミーの講義と自習、自宅での勉強に
時間を割きました。最後まで諦めず
に、努力を続ければ、必ず報われる
と思います。

写真枠

2021度 鹿児島県警察官Ｂ 最終合格

益永 真杜さん ～国分高校～鹿児島校

『一念天に通ず』

兄も東アカで公務員試験に合格し
ていたこともあり、東京アカデ
ミーに入会しました。
東京アカデミーは高校で選択して
いなかった教科が学べたこと、判
断推理・数的処理など、解き方に
コツが必要な教科も学べたことで
す。また，面接練習も本番を想定
した実戦形式できたので良かった
です。公務員試験は多くの問題を
解くことも重要だと思いますが、
自分は一問一問の解き方をしっか
り理解するよう心がけました。
「合格したい」という強い気持ち
も必要になると思います。

写真枠

2021度 佐賀広域消防 最終合格

江口 揮房さん ～佐賀大学～鹿児島校

『誰よりも練習すること。それが必ず自信になる』

大学卒業からブランクがあり、独学
での合格は厳しいと感じて入会を決
めました。
勉強する上で大切なのは、分からな
い問題があった時に、すぐに質問を
して解決したりすることです。そう
することで、確実に記憶に残ると感
じました。また、公務員試験は人物
対策が特に重要なため、面接練習や
論作文の添削にも力を入れました。
面接は何度も練習し、論作文は週に
1回のペースで添削を受けました。
東京アカデミーでは，他のオンライ
ンスクールや専門学校と比べても、
段違いに講師の方の質が良く、事務
局の方々も本当に親身に支えて下
さって、通って良かったと思ってい
ます。

写真枠

2021度 鹿児島県警察官Ｂ 最終合格

前田 音寧さん ～武岡台高校～鹿児島校

『準備と努力は裏切らない』

父が学生時代に東京アカデミーに
通っており，公務員を目指すなら
絶対に通った方が良いと勧められ
て入会しました。
講義ではテキストの解法よりも速
い解き方を教えていただけるので、
講義を一番大切にしていました。
また、知りたい情報や問題のコツ
や傾向、論作文の添削、面接指導
など全ての面からサポートしてく
ださるという点がとても良かった
です。さらに、国家一般職の本試
験問題の解説講義が受講でき、最
後の最後までサポートくださり、
解ける問題が増えました。東京ア
カデミーの受講生は同じ目標に向
かって頑張る仲間であり、互いに
刺激しながら勉強できます。

写真枠

国家一般職 １２名

国家一般職 １４名

税務職員 ７名

海上保安学校１９名

裁判所一般職 ２名

刑務官 ２名

福岡市消防 ２名

大阪市消防 ２名

そ の 他 多 数
最 終 合 格 ！

2021年度【最終合格先】鹿児島校受講生

垂水市 ３名

指宿市 ３名

南九州市 ２名

鹿屋市 ３名

南さつま市 ２名

枕崎市 １名

志布志市 １名

さつま町 ２名

十島村 ２名

屋久島町 ３名

鹿児島市消防(Ｃ高卒)５名

霧島市消防 ３名

南さつま市消防 ３名

日置市消防 １名

薩摩川内市消防 １名

伊佐湧水消防組合 １名

熊毛地区消防組合 ３名

東京消防庁 ２名

鹿児島県警Ｂ １９名

宮崎・熊本県警Ｂ ３名

鹿児島県初級 ２７名

鹿児島県初級 ４名

鹿児島県初級 ９名

鹿児島市初級 ５名

鹿児島市中級 ７名

霧島市 ９名

姶良市 ７名

西之表市 ５名

日置市 ５名

薩摩川内市 ８名

(事務) (一般事務)

(警察事務)

(土木・建築)

(一般事務)

(技術)

(特別含む)

(一般事務)

2021度 京都市消防 最終合格

鹿児島校 山元 与史樹さん ～鹿児島工業高校～

2021度 鹿児島県
警察官Ｂ 最終合格

鹿児島校

写真枠

藤田 羅生さん

2021度 鹿児島県
警察官Ｂ 最終合格

鹿児島校

写真枠

谷口 茅乃さん

公務員を目指すなら東京アカデ
ミーだと思い入会しました。高校
までスポーツ中心だったので、中
高で習ったことを、一から学び直
すレベルでした。毎日何かしら苦
戦する日々でしたが、先生方の講
義力が飛び抜けて分かりやすく、
教務の内村さんは情報量が豊富で
何でも教えてくれるので乗り越え
ることができました。
勉強は全部苦しかったですが、そ
れでも素晴らしい先生方の講義を
受けて理解し、勉強する楽しさを
学びました。なんだかんだで東ア
カは全て楽しい!!

『頼まれごとは試されごと』


