
　国税専門官 最終合格(進路先)

吉村　直記さん ～熊本県立大学～

『覚悟を決めよう』

2016年度　労働基準監督官Ａ  最終合格(進路先)

野間　るりさん ～立命館大学～

『仕事と勉強を両立』

2016年度　国立大学法人(九州事務) 最終合格

上園　航大さん ～鹿児島大学～

『授業は前列で受けよう』
　東京アカデミーは、講義が何よりも良
かったです。数的推理、判断推理は独
特でおもしろかったので、勉強に一番
時間をかけ、それが最後まで生きまし
た。
　家では、まったく勉強せずに、いつも
21時近くまで自習室を利用しました。周
りが勉強していると、自分も勉強しよう
と思うので、周りの頑張っている人の中
に身を置くいて、よく勉強することがで
きました。
　尚、授業は、絶対前列で受けた方が
いいです。また、模擬試験の順位表に
毎回名前を載せるつもりで頑張りました。同じクラスの一人を勝
手にライバル視していたのもモチベーション維持になりました。
　一次試験も大切ですが、勝負は二次試験からです。面接練習
は、すぐに予約し、何回も練習して本番に臨むことができました。

2016年度

　受講するにあたり、講義を受けてわか
らないことがあれば先生に聞きに行くこ
と、休日も必ずアカデミーの自習室へ行
くこと、事務局の方からも色々な話を聞
き、情報を集めること。この３つは常に
心がけていました。
　これから受験勉強を開始する方は、ま
ず今年で絶対に決めるという覚悟、自
分は周りの人に比べて遅れているので
はないかという焦りを持ってほしいです。
　私は、スマホのゲームをしないように、
アカデミーにスマホを持って行きません
でした。それが、休み時間の有効活用
につながったように思えます。
　学習面については、自分の中で確立さ
れた勉強法があるならそれを貫いてほしいですし、それがわから
ない人は、先生や事務局の方に相談するとよいかもしれません。
そして、とにかく自習室へ行って復習することです。勉強量の差が、
最終的な合否に影響するのでぜひ頑張ってください。

　私は、仕事をしながら夜間部に通い
ましたが、勉強に使える時間が少な
かったので、通勤時間等の細かい時
間に、数的・判断を１問でも解くようにし
ていました。短い時間で集中して勉強
することが大切だと思います。
　独学で勉強していた時とは、理解の
仕方も情報量も異なり、なぜもっと早く
東アカに入らなかったんだろうと後悔し
ました。講義とテキストの分かりやすさ
は、市販のものや大学のものとは比べ
ものにならないと思います。東アカで提
供されたものを真剣にこなしていけば、
合格できると思います。
　本試験が近づいてくると、どんどん焦りが出てきて、勉強が手
につかなくなったり、なげやりになったりすることもあるかと思い
ます。私自身も何度か「もうダメ！！」と、心が折れそうになりま
した。しかし、そこからが勝負だと思って、絶対に諦めずに最後
までやり切ってください。 

　(進路先；鹿屋体育大学)
鹿児島校 鹿児島校 鹿児島校

～鹿児島大学～濵島　有紀さん～鹿児島大学～福留　渉子さん

～鹿児島大学～千代森　奈々さん

　(進路先；九州運輸局)

『すべての授業に出席』

　私は、講義はほとんど全てに出席し、アカデミーのテキストや、先生が作成してくださったものしか使わず、外で買ったテキストはひとつもありま
せん。　勉強する科目数が多いため、捨て科目について考えることもありますが、とりあえずすべての授業に出席することで、毎日同じような時間
を過ごし、規則正しい生活を送り、ストレスをあまり感じないようにしていました。
　また、アカデミーでは、授業の前後に質問をすることができ、分からないことがあってもすぐに解決できるのでつまづかずに済みました。
　国家一般職については、どこの官庁訪問にいきたいか等を全く考えていなかったので、一次試験に合格して、合同説明会に参加することで、や
りたい仕事がある官庁を見つけました。それぞれの官庁が行う個別説明会では、積極的に質問することで、人事の方に顔を覚えてもらい、面接を
和やかな雰囲気の中進めることができ、あまり緊張しませんでした。

　講義は、なるべく休まないようにし、先生が説明されたことは
すべてテキストに書き込み、模試で間違えた問題は、ノートに
まとめて試験の直前に見直すなどしました。また、勉強する上
でのポイントが非常に的確でとても助けられました。
　不安や心配に思っていることがあった時は、個別面談以外
でも相談に乗っていただき、自分の勉強方法に自信を持つこ
とができましたし、大学の公務員講座に通っている人は知らな
い受験先を教えていただいたり、集団討論の練習は、かなり
本番と似た形で行われたので、落ち着いて試験を受けること
ができました。
　勉強は量も大事ですが、やはり質が大事です。本当に理解
していないと本番の試験で力を発揮できないと思います。また、
精神的にきついこともでてくるでしょうが、息抜きをしつつ、後
悔することのないように頑張ってください！
　

『勉強は“質”も大事』 『すぐに質問できる環境』

　私は、面接が苦手だったので、何度も練習しました。面接担
当の先生方からたくさんのアドバイスをいただき本番に生かす
ことができました。
　また。講義は、分かりやすさはもちろんですが、分からないこ
とがあった時に、すぐに質問できる環境がよかったと思います。
先生方も事務局の方も、些細なことでも話を聞いてくださったり、
アドバイスをしてくださったりしたのでとても心強かったです。 
また、よく模試が実施されたので、モチベーションを維持するこ
とができました。
　試験直前になって、焦って勉強することにならないように、で
きるだけ早く勉強に取り組んで気持ちに余裕を持つことが大切
だと思います。また、公務員試験は、かなりの長期戦になるの
で、1～2週間に1日は勉強のことを忘れて休んだり、遊んだり
する日を設けることをおすすめします。
　毎日勉強で苦しい日々が続くと思いますが、先生方や事務
局の方々を信じて頑張ってください!
　

高校時代からの友人みんなで

現役合格できました!高校時代からの友人みんなで

現役合格できました!

　鹿児島市上級(一般事務) 最終合格(進路先)2016年度 　鹿児島市上級(一般事務) 最終合格(進路先)2016年度

　国家一般職(行政九州) 最終合格2016年度

鹿児島校

鹿児島校

鹿児島校

現役合格 現役合格 現役合格

鹿児島校単独!

名
●

　

　実人数
● ●　

最終合格 229229

2016年度 　鹿児島県中級(一般事務) 最終合格(進路先)

假屋　順平さん ～鹿児島国際大学～

『強い気持ちで』
　行政に携わってみたいという思いで
公務員を目指すようになり、中でも地
元に貢献したいと思い、県職員が第
一志望でした。併願先の国家一般職、
国税専門官も最終合格していました
が、県職員になりたいという思いが面
接では伝わり、最終合格できたのか
なと思います。
　公務員試験は科目数がとにかく多く
て、どんなに勉強しても終わりというも
のがなく、自信を無くしてしまう人も多
いと思います。私は、学力には自信
はありませんでしたが、とにかく公務
員になるという強い気持ちを持ってが
むしゃらに勉強に励みました。
　一次試験の後に待っている面接でもその気持ちが大事になっ
てくると思います。筆記試験も面接試験も強い気持ちを持って
最後まで諦めずに努力すればきっと結果はついてくると思いま
す。頑張ってください。

2016年度 　鹿児島県中級(教育事務) 最終合格(進路先)

岩田　怜奈さん　～鹿児島大学～

『教育事務の仕事をしたくて』
　大学で教育について学んでいたため、
自分が生まれ育った鹿児島で、教育に
関する知識を生かせる仕事がしたいと
考え受験しました。
　私は、面接練習に取り組むのが遅
かったですが、何回もでも練習してもら
えるので、できるだけ多く練習するのが
良いと思います。
　最終合格できたのは、東京アカデミー
で面接練習をしていたため、面接の雰
囲気がある程度わかっていたこと、自分
が教育に関する仕事をしたいという熱意
を伝えられたことだと思います。
　公務員試験は、勉強量も多く、試験の
数もたさんあるので、集中力を継続させるのが大変だと思います。
だけど、自分が望む仕事をするんだ！という強い気持ちを持って
諦めずに努力を続ければ、必ず結果がついてくると思うので、最
後の最後まで諦めずに頑張ってください。

2016年度 　鹿児島県警察官Ａ 最終合格(進路先)

有村　明久さん　～鹿児島国際大学～

『県民の安心・安全を守る!』
　私は、警察官のみの志望でしたので、
日中は講義に出席し、夕方は自習室を
利用し、その日の復習と苦手科目の過
去問に取り組み、夜は筋力トレーニング
とランニングを行いました。
　また、ガイダンスや個別面談等に積極
的に参加し、情報収集にも努めました。
講義は得意、不得意関係なく、すべての
科目をきちんと受講するようにしました。
また、過去問には、早くから取り組み、講
義でまだ行われていない範囲についても、
何度も解くようにしていました。
　公務員試験対策を始める時期は、みな
さん違うので、早くから始めた方は、適度
な息抜きを入れて、モチベーションを最終合格を得るまで維持して
ください。また、短期間で学ばれる方は、自分の得意、不得意を早
く自覚し、担当の先生に相談しましょう。きっと良い対策を授けてく
れるはずです。

鹿児島校 鹿児島校 鹿児島校

現役合格 現役合格

　鹿児島県上級(総合行政) 最終合格(進路先)

松田　大智さん ～鹿児島大学～

『幼いころからの夢』

2016年度 　鹿児島県上級(警察事務) 最終合格(進路先)

坂元　円香さん ～鹿児島大学～

『先生の話をきちんと聞く』

2016年度 　鹿児島県上級(農業) 最終合格(進路先)

入田　祥太朗さん ～高知大学～

『自習の時間割を作成』
　私は、講義で習った内容をその日
のうちに自習室で復習していました。
　勉強し始めは、好きな教科に時間
をかけ、苦手な教科をほったらかしに
しており、講義内容を忘れてしまうこ
とがあったので、一週間の自習の時
間割を作り、どの教科も定期的に復
習することを心がけました。
　講義を受ける⇒自習室で復習する
⇒模試で力試し。このくり返しを常に
行いました。　
　尚、公務員の仕事内容や、試験内
容も無知だったので、ガイダンスや説
明会はとても為になりました。また、さ
さいなことでも、事務局に聞きに行け
るところも良いと思います。
　自分の合格を信じて毎日できることをコツコツ積み重ねれば、
実力、結果はついてくると思います。頑張ってください。

2016年度
鹿児島校

　先輩の勧めもあり、東京アカデミー
に入校しました。
　教養基礎対策からの受講だったの
で、専門科目のテキストが配られるま
では、教養を徹底して勉強し、専門科
目のテキストが配られてからは、専門
の勉強しかしませんでした。
　テキストの分かりやすさや、模試の
多さ、面接対策をしてくれる点、精鋭
な講師陣やチューターがいる点など
が、東京アカデミーに通ってよかった
と思う点です。
　尚、鹿児島県を受験したのは、県職
員として働くことが幼いころからの夢
だったからです。
　これから受験勉強を始める皆さん、結局はどれだけ努力したか、
受かりたい気持ちが強いかだと思うので、勉強をしっかりして、モ
チベーションを向上させることを努力したらよいのではないかと感
じます。

　公務員試験の勉強をするにあたって、
何から手をつければいいのかわかりま
せんでしたが、東京アカデミーの職員の
方のアドバイスや、授業日程の組み方
のおかげで万遍なく勉強することができ
ました。また、二次対策のフォローも万
全だったので、安心して二次試験に臨
めました。
　最終的に合格できたのは、二次の面
接練習にきちんと取り組めていたから
だと思います。指導してもらったことを念
頭に置いて本番に臨んだおかげで落ち
着いた返答ができました。
　これから勉強を始める方は、どれから
手をつけていいか不安になることもある
と思いますが、先ず、授業で先生の話をきちんと聞き、復習して
知識を自分のものにしてから自分なりの勉強をしていけばいいと
思います。受験先や勉強法で悩んだときは、東京アカデミーの職
員の方に相談したら、親身になってアドバイスしてくれます。悔い
のないように頑張ってください。

鹿児島校 鹿児島校

現役合格

現役合格

前年比

106%

前年比

106%
2015年度
最終合格
実人数214名

2015年度
最終合格
実人数214名

2015年度
最終合格
実人数214名

2015年度
最終合格
実人数 名214

　
2016年度

国家公務員　４１名

地方公務員１２９名

警察・消防　５９名

2016年度も県下

№１!!～選ばれる理由がココにある～



　鹿児島市上級(化学) 最終合格(進路先)

前田　琴乃さん ～鹿児島大学～

『技術系志望者は専門対策もしっかりと』

2016年度 　鹿児島市上級(一般事務) 最終合格(進路先)

曽我　晃司さん ～広島大学～

『バランスよく取り組む』

2016年度 　鹿屋市上級(一般事務) 最終合格(進路先)

福德　恵里菜さん ～鹿児島大学～

『一日一日の積み重ねが大切』
　公務員試験は、範囲も広く分野も多
いので、曜日ごとに出来るだけ細かく
計画を立てて勉強をすすめ、分野で偏
りが出ないようにしていました。
　アカデミーは、同じような目標を持っ
ている人が多く近くにいる事で情報交
換が出来たり、一緒に頑張ろうと高め
あう事が出来たと思います。また、二次
対策も充実しているので、一人では出
来ない集団討論も練習することが出来
て、しっかりと準備をして本番に臨めた
のが良かったと思います。
　試験が近くなると、不安になったり自
信を無くしたりする時期もあると思いま
すが、思い切って少し勉強から離れて友達と話をしたり、息抜き
をしたりする事も大切だと自分の経験を通して感じました。一日
一日の積み重ねが大切なので、体調には気をつけて頑張ってく
ださい。
　

2016年度

　授業で必要な箇所を的確に教えてい
ただけるので、効率良く学習できたと思
います。自信のない箇所は、出た問を
用いて実践的に学習しました。模試は、
自分の弱点や、全体の中での自分の
位置を知ることに活用し、仕事について
の見識を広げるため、ガイダンスにも多
く参加しました。
　教養試験対策では、講義の内容を確
実に頭に入れるようにしました。そして
自主学習の８割は、専門試験対策に費
やし、専門分野の本を読んでまとめたり、
同じ問題集を３回通って実践的な対策
を行いました。
　他の受験生と差が出るのは専門試験だ
と思います。教養、面接対策は東京アカデミーでできるので、専
門対策をしっかりした方が良いです。私は、大学の先生にも教え
ていただきました。たくさんの人にアドバイスをもらって最後まで
あきらめず頑張ってください。

　私は理系の学部出身で、これまで法律
や経済学については、ほとんど勉強した
ことがなかったのですが、先生方の生講
義のおかげで理解を深めることができま
した。また、生ならではの時事ネタも講義
で取り扱って下さった点もよかったと思い
ます。
　勉強を開始する時期によってアプロー
チの仕方が違うと思いますが、まずは、
科目ごとの基礎知識をおさえ、問題演習
をすることが大事だと思います。知識・問
題演習のどちらかに偏ると成績が安定し
ないと思うので、両者をバランスよく取り
組むことが重要です。
　また、試験が近づくにつれて、あれもこ
れも手を出してしまいがちな人もいると思い
ますが。、自分がやったことのある、見たことがある問題で確実に
得点できるような勉強法をおすすめします。苦しいことも多々ある
と思いますが、期間は限られているので、挫けずにがんばってくだ
さい。

鹿児島校 鹿児島校 鹿児島校

現役合格 現役合格

～島根大学～小田原　未希さん
～崇城大学～福留　至治さん

　学習方法として、基本は授業中にすべて覚えるように頑張り、習っ
た範囲の問題は、その日のうちにすべて終わらせるようにしました。
テストの復習もその日に終わらせ、本番の試験前にも再度解き直し、
知識が定着するように心がけました。
　始めのうちは、勉強に対する結果が出ず、悩むことがあると思いま
すが、やり続ければいずれ実を結ぶと思います。模試などで順位を
見て落ち込むのではなく、「あの順位になりたい」と思ったり、間違っ
たところを完璧にすれば、次出題されたら点数が上がる！などプラス
に考えることが大切だと思います。
　せっかく同じ目標に頑張っている仲間が近くにいるので、お互いに
刺激し合いながら勉強に取り組んでください。　

『互いに刺激し合いながら』 『自分はできる!と暗示をかける』
　私は、講義がない日もほとんど毎日東アカに行き、ビルが閉まるまで
残って勉強しました。自宅では集中できないので、帰ってからは何もやり
ませんでした。
　また、東アカに通ってよかったと思う点は、共に頑張れる友人ができたこ
とです。情報の共有が出来たり、模試の結果が掲示されることによって競
争心が生まれたりと、意識を高めることが出来ました。
　一生に関わることだと考えるといっぱいいっぱいんいなってしまうので、
適度に息抜きをしながら、グチりながらいきましょう！絶対みんな頑張って
ると思うので「頑張らないと・・・」ではなく、「自分はできる！」と暗示をかけ
ると良いと思います。私は、両親に「頑張れ」とは一言も言われなかったの
でプレッシャーを感じることもなく学習していけたと思います。
　環境づくりもすごく大切だと感じました。また、友人をつくることも大切だ
と感じたので、周りを見わたして話しかけていきましょう!!
　

　鹿児島県中級(一般事務) 最終合格(進路先)2016年度 　鹿児島県中級(一般事務) 最終合格(進路先)2016年度

鹿児島校鹿児島校

～鹿児島大学～橋本　凌弥さん
～鹿児島大学大学院～鮒田　理人さん

　受験先を決めたのは、自分の出身地であり、震災復興の力になり
たいと思ったからです。
　アカデミーに通ってよかったと思う点の一番は、講師の先生方の講
義が良いことです。何年も、何百、何千という生徒を見られている
方々なので講義のポイント等がわかりやすく安心して勉強できました。
また、周りで勉強されている方も本気なので、良い環境で最後まで気
を抜かず集中することができました。
　公務員試験の出題範囲は、信じられないくらい広く、特に自分のよ
うに法律系の予備知識のない方は、今まで生きてきた中で一番勉強
しなければならない期間だと思います。しかし、それを乗り越えて毎
年たくさんの人が公務員になっていることも事実です。
　東京アカデミーでは、多くの生徒さんやプロの講師の方が合格に向
け本気で取り組んでいます。その中で誰よりも本気で取り組んで、第
一志望に合格できるようにがんばってください！

『震災復興の力になりたくて』 『東アカを信じて』
　大学の講義が終わったら、東アカの授業が始まるまで自習室」で勉強し、
授業後は、大学の研究室で勉強し、一日7～8時間は、勉強時間を確保
できるようにしていました。
　また、講義よりも自主学習を優先しがちですが、講義でポイントを教え
てくれるので、講義を大切にすべきだと感じました。また、過去問だけでな
く、テキストの読み込みもしっかり行うようにしました。
　勉強を始めたころは、膨大な学習量に焦ったり、ネガティブになることも
あると思いますが、東アカを信じて踏ん張れば、きっと結果はついてくると
思います。
　自分も思うように模試で結果が出ず、本当に受かることができるのかと
不安になった時期もありました。ですが、自分の性格や生活習慣に合わ
せて勉強方法を工夫していくことで、少しづつ知識が定着していきました。
　また、適度に遊んだり、十分に睡眠をとる日を設けたり、息抜きすること
も大事だと思います。

　熊本県上級(行政) 最終合格(進路先)2016年度 　水俣市上級(行政事務) 最終合格(進路先)2016年度

鹿児島校鹿児島校

現役合格
現役合格

～鹿児島大学～原　梨緒さん～鹿児島大学～田中　あさみさん

　年明けまでは、講義とその復習、課題プリントをこなしていました。
年明けからは、教養科目を２科目ずつ勉強し、専門科目は曜日ごと
に決めて勉強していました。また、友人と大学で日付が変わるくらい
の時間まで残り、勉強することもありました。
　論文対策として、私は新聞を定期購読していました。実際に論文を
書くのは、講義の時で十分だったと思います。面接練習はできる限り
行い、様々な質問をまとめて自問自答も行いました。集団討論は、東
アカで行われたもののみ参加しました。
　公務員を目指す方は、後々、もっと早くから対策を始めていればよ
かったと思うことが必ずあるはずですので、できる時から取り組んで
ほしいと思います。
　同じ目標をもつ友人をつくって、共に声をかけながら頑張ると、その
後の喜びも倍になると思います。悩んだ時には、東アカのスタッフの
方が親身になって下さるので、些細なことでも相談してみるといいと
思います。

『友人と合格し、喜びは倍』 『面接練習を徹底的に』
　アカデミーでは、『講義⇒復習⇒問題演習⇒模試で実践⇒復習』という
サイクルを基本とし、特に復習に一番力を入れました。
　松江市は、地元のため受験しましたが、二次試験が面接のみだったた
め、徹底的に面接練習も行いました。どんな質問にも対応できるようにな
るべくたくさんの先生に面接練習をしていただき、本番の面接では、練習
の時のように落ち着いて話せました。
　一次試験は、わからないところ・穴をなくすことが大切だと思います。講
義の後は、その日習ったことをその日のうちに
自分のものにするつもりで復習するようにしたら、広い範囲にも対応でき
ると思います。二次試験は、練習の場数を踏むことが大切だと感じました。
きちんと自分の言葉で丁寧に伝えることができれば大丈夫です！
　あとは、ＯＮ・ＯＦＦをしっかりして、やるときはやる、遊ぶときは遊ぶ、と
我慢しすぎない方が集中力も続くと思いました。　

　宮崎県上級(一般行政) 最終合格(進路先)2016年度 　松江市上級(一般事務員) 最終合格(進路先)2016年度

鹿児島校鹿児島校

現役合格 現役合格

公務員として

　　地元に貢献します!公務員として

　　地元に貢献します!

　東京消防庁消防官Ⅱ類 最終合格(進路先)

国生　大雅さん ～鹿児島城西高校～

『消防官として人の命を救いたい』

2016年度 　鹿児島県中級(教育事務) 最終合格(進路先)

新徳　隼さん ～福岡大学～

『生半可な気持ちじゃ通用しない』

2016年度 　鹿児島県中級級(教育事務) 最終合格(進路先)

中野　一成さん ～帝京大学～

『合格することだけに専念』
　自分の苦手科目の講義を重点的に、
よく出題される分野や時間短縮のテク
ニックを先生方から学びました。
　一次試験の成績は、独学とは比べも
のにならないくらい良くなり、毎年よく
出題される問題や、落としたらもったい
ない問題などを的確に教えて頂けるの
で、自主学習の際もムダな時間なく勉
強できたと思います。
　二次試験の論文や面接対策も丁寧
にやって頂けるので、自分はあれこれ
悩まず合格することだけに専念できま
した。
　悩んだら早めに先生や事務の方に
相談してみるといいと思います。思い
の他あっさり解決したり、話すことで気持ちが楽になって、また勉
強に専念できるようになります。自分に自信が持てない人は、こ
れだけは誰にも負けないというものを一つ作ると、それがいずれ
自信に繋がると思います。自信を持って頑張ってください。
　

2016年度

　最終合格できたポイントは、面接で緊
張することなくしっかり自分の考えや、
合格して消防官として人の命を救いた
いという強い思いを伝えられたことだと
思います。
　面接で緊張しないように、何度もアカ
デミーで練習しましたが、内容は、自分
の考えを素直に述べるようにし、あまり
固くならないようにして普段通りの話し
方で話すように心がけました。
　アカデミーでの講義の後は、しっかり
復習をして、模試の後は、分からないと
ころを理解するまで勉強しました。尚、
分からないところは友達同士で教え
あったり、友達の模試の点数なども意
識し、切磋琢磨して成長できたことは、アカデミーに入ってよかっ
たと思う点です。
　最初は分からない事だらけで、点数も上がらないと思いますが、
何度も繰り返し勉強することで必ず点数は上がっていくので、合
格するという強い気持ちを常に持って日々勉強してください。

　元々学校で働きたいと思っていましたが、
先生や生徒を支えながら学校運営に徹
する姿に魅力を感じ、受験を決めました。
　　対策として、まずは、一次が通らなこと
には始まらなので、筆記試験対策に力を
注ぐべきです。朝から晩まで勉強だけの
日々はつらいですが、自分なりにリフレッ
シュしながら合格を勝ち取るまでは気持
ちを切らさずやるべきだと思います。　ど
こでもいいから受かればいいという生半
可な気持ちでは通用しないと思います。
　私は、浪人した身です。現役で受けてい
たときには何とかなるだろうと思っていま
したが、結果、どこも合格を手にすることは
できませんでした。
　本当に公務員になりたいと思うようになった時には、毎日講義と
自習に行く、友人と頑張っている自分がいました。
　公務員試験は長丁場ですが、心が何回も折れそうになってもあ
きらめないことが大切です。

鹿児島校 鹿児島校 鹿児島校



　鹿児島市上級(一般事務) 最終合格(進路先)

片平　清太さん ～鹿児島大学～

『自分のペースで』

2016年度

～鹿児島大学～

『アカデミーを信じてついて行こう!』

～鹿児島大学～

『模試はずっとＥ判定』
　県外出身で、鹿児島に４年間住むう
ちに、住みやすい鹿児島市が大好き
になりました。鹿児島市役所のイン
ターンシップに行った時に、職員のみ
なさんがとても優しくしてくださり、そう
いった職場の雰囲気も含めて、この職
場で働きたいと思うようになりました。
　勉強は、一週間ごとに科目を決めて
やりました。テキストを一分野読んで、
その分野の出た問を解く、というのを
繰り返すことですごく頭に入りました。
また、講義の後の復習がとても大事だ
と感じました。
　私は、最初の模試から最後の模試まで、ずっとＥ判定しかとっ
たことがありませんでした。それでも最後まで諦めずに勉強をし、
すべての試験に合格することができました。最後の一カ月で一
気にのびると思うので、自分を信じてやり抜いてください！

2016年度

　私は、面接が苦手だったので、面接
練習は入れられるだけ入れるようにし
ていました。初めのころは、頭で思って
いる内容を、上手く言葉で簡潔に伝え
ることができなかったのですが、練習を
重ねていくことで、少しづづ伝えられる
ようになりました。
　勉強に関しては、復習を大事にしてい
ました。講義で習った内容を次の講義
までには絶対に振り返り、モノにできる
ように心がけていました。
　模試で結果がでなかったり、民間志
望の人たちが就職先を決めていく姿を
見ると、焦る気持ちも生まれてくること
もあると思いますが、落ち着いて自分
のペースで対策を進めていくことで結果はついてくると思います。
また、受験期間は視野が狭くなってくることもあると思うので、友
人とコミュニケーションをとったりすることも精神的にも、面接など
の二次試験対策にも効果的ではないかと思います。

　東京アカデミーに通ってよかったと思う
ことはたくさんありますが、一番は、最終
合格まで手厚くサポートしていただけたこ
とです。試験の流れがややこしいなと感
じても、説明会があったり、事務局の方
が教えてくださったり、とても助かりました。
独学やアカデミー以外の講座だったら聞
ける人がいなくて、不安を抱えたままだっ
たろうなと思います。
　学習面に関しては、先生方を信じてつ
いていけば間違いありません!!成績の浮
き沈みは誰もが経験することなので、気
にする必要はないと思います。
　試験当日は、緊張すると思うので、顔
見知りをたくさん作っておくと落ち着けると
思います。私自身、試験会場で話したこともない東京アカデミーの
受講生に微笑んでもらって力が抜け、助けられました。
　辛いことや焦ることがあっても諦めずに自信を持って頑張ってく
ださい。

鹿児島校 鹿児島校 鹿児島校中山　朋子さん 梶原　咲季さん

　鹿児島市上級(一般事務) 最終合格(進路先) 2016年度　鹿児島市上級(一般事務) 最終合格(進路先)

現役合格 現役合格

　鹿児島県中級(一般事務) 最終合格(進路先)

古垣　寿子さん ～山口大学～

『スキマ時間も有効活用』

2016年度 　北九州市上級(行政)特別枠 最終合格(進路先)

～鹿児島大学～

『時間の使い方がポイント』

2016年度 　鹿児島市上級(一般事務) 最終合格(進路先)

～熊本大学～

『周囲の人の支えがあって』
　アカデミーでは、試験に向けて勉強す
る習慣を作れたことがよかったです。
　また、事務局の方々には、何度も相
談にのっていただいて本当にお世話に
なりました。面接対策にしても、積極的
に毎日のように練習をして、私のいたら
ない点について指摘していただき、本
番に生かすことができてよかったです。
　　今後、受験勉強を始める方は、まず
習慣をつくることが大事です。勉強はも
ちろんですが、日常生活においても
日々のリズムをつくっていけるかが、長
い受験勉強を乗り切るための基礎にな
ると思います。
　あとは、不安なことがあれば、親、友人、事務局の方など周囲
の人に相談するようにしてください。受験勉強はとても孤独な作
業なので、周囲の人の支えを感じられることあ、大切なことだと
思います。

2016年度

　家では集中できない、計画を立てコツ
コツ勉強するのが苦手な自分は、なる
べくアカデミーで集中して勉強し、講義
に沿って勉強を進めることで試験対策
ができました。また、移動時間などの隙
間時間を有効活用するのも大事だと思
いました。
　自習室で勉強している人もだんだん
顔を覚えて、話すことなどなくても、「今
日もあの人来てる！自分も頑張ろう！」
と良い刺激になり、また、悩みなど話せ
る仲間もできたので良かったです。
　自分は、一度公務員試験に失敗して、
二度目の挑戦だったので、必ず今年度
で決めると決意して最後まで諦めな
かったことが一番良かったと思います。長い試験対策期間で苦し
いこともあると思いますが、自分の弱い部分も受け入れて、最終
合格のためにくらい粘れれば道は開けてくると思います。

　判断推理、数的推理などは、特に独学
は難しいと感じ、講義を受けることで、解
き方のコツのようなものがつかめました。
また、暗記科目も、闇雲に勉強するより
も、講師の方たちが要点を絞って教えて
くださったので、覚える量の多さにあせら
ずに勉強に取り組むことができたので良
かったと思います。
　私の場合、本格的に受験を意識して勉
強したのは、受験年度の3月くらいからで
したが、試験の一年以上前から勉強は
始めました。あたり前のことですが、早め
早めの対策をおすすめします。
　判断・空間、数的・資料は勉強に時間
はかかりますが、できるようになると直前
の対策では、暗記ものに時間を割くこと
ができるので、早いうちからしっかり講義を受けて、多く時間をとる
ことが大事だと思います。現役で受験する方は、特に時間の使い
方がポイントになると思うので、大学と公務員対策のバランスをと
りながら上手く時間を使って勉強をしてほしいです。

鹿児島校 鹿児島校 鹿児島校島田　咲那さん 今村　文哉さん

　福岡県Ⅰ類(土木) 最終合格(進路先)

有田　滉佑さん ～鹿児島大学～

『まずは志望先の研究』

2016年度 　長崎県上級(行政) 最終合格(進路先)

～鹿児島大学～

『最後まで折れずに乗り切ろう』

2016年度 　熊本市上級(事務職) 最終合格(進路先)

～鹿児島大学～

『勉強すればするほど合格に近づく』
　アカデミーに通ってよかたのは、とに
かく授業が丁寧で分かりやすいことで
す。また、先生によっては、オリジナル
のテキストを作成してくださったので、
教科書だけの単調な学びじゃありませ
んでした。先生と生徒の距離が近く、個
別に質問したり、勉強の相談ができた
ことで、悩み苦しむことがありませんで
した。
　科目の多さ、問題集の多さ、暗記量
の多さに、本当にできるのか不安にな
ることが多々あると思いますが、少しづ
つコツコツとやっていけば、いつの間に
か力はついています。精神的にきつい
時もありますが、苦しんだ分、合格した
時の喜びはとっても大きいと思います。勉強すればするほど合
格に近づくので、たまには息抜きをしながら、計画性を持って、
自分のペースで頑張れば絶対大丈夫です。

2016年度

　周りにも勉強している人がたくさんいる
と感じることで、モチベーションを保つこ
とができ、些細なことでも質問ができる
環境があったところが、アカデミーに通っ
て一番よかったと思う点です。また、面
接や集団討論などの対策もたくさんでき
てよかったと思います。
　よく、志望動機などは、後から考えれば
良いと言われますが、私はまず、公務員
に対してよく調べてみることが大事だと
思います。どんな所で、何をしているの
か、それを知らずには、自分のやりたい
職には出会えません。自分のやりたいこ
とと仕事がマッチした時、勉強も苦しくて
も頑張れると思います。そして、一度目
標を決めたら絶対に目標を下げない、あきらめないことが大事で
す。公務員試験は、年によって合格難易度も大きく変わるので、
「心配しすぎない、けれども安心しすぎない」気持ちを持って最後
まで頑張ってください。

　公務員試験は、併願や仕組みなどが分
かりにくい部分が非常に多いのですが、
事務局で相談すればほとんど解決でき、
勉強に集中できました。
　とにかく一番心がけていたことは、講義
の復習をどんなに忙しくても、その日のう
ちか、次の日までに終わらせることでした。
先生よりも先に進めることはなく、今まで
やったことを固めていくように努めました。
　どんなに途中頑張っていても、最後に気
持ちが折れてしまえば合格できません。
一年間経験をして過酷なものだと分かり
ました。そういう世界で合格を勝ち取るた
めには、折れずに継続して勉強できる精
神が必要です。私自身、勉強は好きでは
なかったですが、たまに、息抜きなどを入
れつつ、最後まで合格するぞ、という意志と目標を持つことで乗り
切りました。　勉強のリズムは、ひとそれぞれかと思いますが、最
後まで折れずに勉強を続けることが非常に重要なことの一つに
なって来ると思います。

鹿児島校 鹿児島校 鹿児島校森川　諒平さん 石橋　里紗さん

　水俣市上級(行政事務) 最終合格(進路先)

岩下　知美さん ～鹿児島国際大学～

『今までの人生で一番の勉強量』

2016年度　鹿児島市上級(一般事務) 最終合格(進路先)

～九州大学～

『勉強を楽しむ』
　一番重要なのは勉強を楽しむことだ
と思います。私は、公務員の勉強を始
めたのがだいぶ遅かったため、講義に
はなるべく毎回必ず出席するようにし、
食事と睡眠以外は、ほぼ勉強に充てる
毎日でした。それでもなんとかやってい
けたのは、日々の講義が楽しかったか
らだと思います。
　東京アカデミーの講義では、講師の
先生方が興味をひき、知的好奇心をく
すぐる、それでいて一発で頭に入ってく
るようなとてもレベルの高い教え方をし
てくれました。講義自体がある意味息
抜きのような感じで、楽しく勉強できたように思います。
　勉強に不安を感じていても、東京アカデミーの先生方に付いて
いけば特に問題はないと思います！

2016年度

　受験年度の2月の合格者座談会で合
格された先輩から「喝」をいただき、そ
こから本気で勉強をはじめました。
　夜間部の講義があるときは、自主学
習は１日５時間程度でしたが、講義が
ない日は、１日１０時間ほど勉強しまし
た。
　「教科書を読む⇒過去問を解く⇒教
科書で復習」を繰り返しました。また、
２週間～１カ月の勉強スケジュールを
つくり、バランスよく勉強するようにしま
した。
　アカデミーでは、同じ目標の人たちと
一緒に勉強できてモチベーションの維
持ができ、また、ほぼ毎日講義があり、
コンスタントに勉強が進められ、勉強をするくせがついたように思
います。　また、事務局の方や先生方が親身になって指導してく
ださり、とても心強かったです。一人だと絶対できなかったと思い
ます。東アカに通って本当によかったです。

　私が大学職員を選んだ理由は、大学と
いう活気ある環境で働けること、将来を
担う人材育成をサポートできることに魅
力を感じたからです。
　東京アカデミーの講義は、できる限り
出席するよう心がけ、模擬試験は何度も
復習して、苦手な分野を明確にしました。
模擬試験を受けて、なかなか良い得点
を取れないこともあるかと思いますが、
模擬試験が本番ではないので、本番で
合格ラインに届くように段階的に目標を
設定することが良いと思います。
　私の場合は、各科目の基礎的な知識
をしっかり付けるために時間を多くとり、
なるべく捨て科目を少なくしました。また、授業などで知識を付ける
ことも重要ですが、模擬試験や過去問など実践的な問題に触れて、
自分が受ける試験の特徴をつかむこと、慣れることを意識して勉
強しました。

鹿児島校 鹿児島校 紺屋　遥輝さん

2016年度　国立大学法人(九州事務) 最終合格

桐原　恵輔さん ～立命館大学～

『日々のリズムをつくる』

　(進路先；熊本大学)
鹿児島校

現役合格

　鹿児島県警察官Ａ 最終合格(進路先)

塗木　悠人さん ～福岡大学～

『警察官として社会の役に立ちたくて』

2016年度 　福岡県Ⅰ類(教育行政) 最終合格(進路先)

～福岡教育大学～

『自信を持って前を見る』

2016年度 　鹿児島県警察官Ａ 最終合格(進路先)

～駒澤大学～

『しっかり講義を受け、復習する』
　私の学習方法は、まず、講義がある日
は講義をしっかり受け、講義がない日は、
様々な科目の出た問を繰り返し解きまし
た。
　講義ふが丁寧でわかりやすく、また、
様々な試験情報が得られた点、そして
二次対策に力を入れている点は、東京
アカデミーに入って特によかったと思う
点です。
　鹿児島県警の二次試験は、個人面接
のみだったので、繰り返し、先生との面
接練習を行いました。二次試験の配点
が高いので、面接対策はしっかりした方
がいいと思います。
　これから、受験勉強されるみなさんは、とにかくしっかり講義を
受け、復習を怠らなければ、必ず結果はついてきます。道のりは
長いですが、焦らず、一日一日の積み重ねが大事だと思います。

2016年度

　私は、学生時代、アルバイト先が空き
巣被害にあい、その時、警察官の仕事
の重要性を改めて考えるようになり、地
元で警察官として社会の役に立ちたいと
思い受験しました。
　東京アカデミーにいる受講生は、皆同
じ目標に向かって頑張っている人ばかり
なので、自分も負けないぞという気持ち
を持つことができました。このような環境
は、独学や学内講座ではつくれないもの
だと思います。
　受験する試験によって、問題のレベル
は違うため、自分の受験する自治体の
レベルを知り、過去問を繰り返し解き、
分からない所は、解説やテキストで理解
を深めることが大切です。また、論文、面接、集団討論のガイダン
スはすべて受け、面接カード等の添削は何度もお願いしました。
面接練習のおかげで、緊張しやすい私も本試験では落ち着いて
臨むことができました。　
　

　私は、とにかく授業は欠かさず受けるよ
うにし、テキストの内容を理解することを心
がけました。先生方もとても分かりやすく
説明してくださったので、本当にアカデミー
無しでは合格できなかったと実感していま
す。
　授業が終わったとは、自習室で夜まで勉
強という日々でしたが、休憩室では、友人
と雑談をして息抜きをしたり、情報交換な
どをして、モチベーションを上げたりもしま
した。
　私は、東京アカデミーに入会したのが
12月からで、周りよりも遅く、あせりや不安
も大きかったです。特に専門科目は触れ
たこともほとんどなく、とても必死でした。し
かし、この東京アカデミーは、半年間でも十分に合格を勝ち取れる
環境が揃っており、本試験が始まる頃には、自信を持って臨める
ようになっていました。　勉強を続けていく中で、同じように不案に
なったりする時もあるかと思いますが、そういう時こそ前を見て、自
信を持って試験に臨んでください。

鹿児島校 鹿児島校 鹿児島校北野　広大さん 佐多　広行さん

現役合格
現役合格 現役合格

現役合格



～宮崎大学～新屋　航平さん～鹿児島大学～田中　大樹さん

　東京アカデミーに通ってよかったと思う点は、大学講座と比較して公務員試験の科目をフルカバーできること、圧倒的に講義数が多かったこと、わ
からない部分は、休み時間を利用して質問できること、適宜情報を流してくれること、面接や論文指導など、最後の最後までサポートしていただける
体制が整っていたことです。
　私は、現役時代から３度目の公務員試験にチャレンジしてやっと最終合格できたのですが、それまでは思うような結果が出ず、投げ出したいと
思ったことが何度もありました。それでも頑張ることができたのは、家族や友人、事務局の方や先生方、そしてライバルでありながら一緒に公務員を
目指していた仲間の支えが大きかったからです。辛いときには、一人で抱え込まず、相談でもたわいのない会話でもいいので、話すことで少し楽に
なれると思います。公務員を目指す大きな軸や、何でもいいのでモチベーションを維持する方法を見つけて、最後まで諦めずにコツコツと努力して
いくことが大事だと思います。皆さんの健闘を祈ります！

　私は、既卒の短期職歴ありで東京アカデミーに入会し、勉
強を始めました。不安な気持ちが強かったですが、面接対策
も充実しており、講師の先生方に的確なアドバイスをいただ
き参考になりました。
　全日制に入会していたので、講義を受けた後、自習室が閉
まる９時まで自主学習をしました。また、電車の移動時間も利
用して学習していましたが、自宅では学習しないようにして、
ストレスを溜めないようにしていました。
　面接対策では、一次試験合格後、自己分析を行い、模擬面
接を数回行いました。「なぜ私は公務員を目指しているのか」
を日頃から考えておいたほうが良いです。　
　精神面として、いかにモチベーションを維持できるかが重要
です。休み時間はきっちり休み、オンとオフの切り替えを心が
けていました。
　最後まで諦めず、先生方、友人と共に頑張ってください。
  

『生講義に魅力を感じて』 『自分を信じることが大事』

　私は、農学部の出身で、法律や経済など初学だったので、
基礎知識を固めることを意識して勉強しました。特に気をつけ
たことは、捨て科目をなるべく作らないことです。
　受験先を決めた理由は、労働局で働いている姿を一番イ
メージできたからです。県庁や官庁の業務説明会などに参加
して、仕事内容や職場の雰囲気を比較することによって、自分
が何に興味があり、どのような形で貢献できるのかが見えてく
ると思います。
　公務員試験は、長丁場の戦いであり、先が見えないので不
安になることも多いと思います。私も、一次試験一か月前や面
接試験の前は、本当に合格できるのか心配になり、精神的に
キツイ時期でもありました。その中で私は、「準拠テキストをボ
ロボロになるまで読んだから大丈夫」、「面接練習を何回も重
ねてきたから本番でも思いを伝えることができる」など、自分を
信じることで乗り越えることができました。あとは、体調管理に
だけは気を付けてください。６時間以上の睡眠をおすすめしま
す(笑）。
　皆さんの合格を祈っています!!!

　(進路先；鹿児島労働局)

　国家一般職(行政九州) 最終合格2016年度
　(進路先；九州地方整備局)

　国家一般職(行政九州) 最終合格2016年度

～長崎県立大学～下畝　諒大さん

　(進路先；九州運輸局)

『三度目の正直』

　国家一般職(行政九州) 最終合格2016年度

鹿児島校

鹿児島校

鹿児島校

それぞれ異なる機関で

国家公務員として頑張ります!それぞれ異なる機関で

国家公務員として頑張ります!

　霧島市(一般事務) 最終合格(進路先)

池田　菜奈さん ～鹿児島大学～

『熱意をもって試験に挑もう』

2016年度

～鹿児島国際大学～

『継続は力なり』 『集中できる空間』
　アカデミーでは、授業を受け、自習室
を利用し、あと、過去問集の出た問を
ひたすら解く勉強をしました。
　アカデミーに通ってよかったと思うこ
とは、集中できる空間がつくられてい
るというところで、授業もそうですが、
自習室でも集中して勉強することがで
きました。
　二次試験対策は講師の先生方と面
接練習を行い、本番ではリラックスし
て自分を表現することができたと思い
ます。　警察官を志望する方は、勉学
だけでななく、体力面を鍛える必要がありますので、一次試験
の対策と並行し、体力づくりをやっていくことをおすすめします。

2016年度

　地元で働きたいと思い、アカデミーに
入校する前から志望していました。霧島
市は教養試験のみでの受験でしたが、
可能性を広げるために専門試験の勉強
もしていました。教養科目にもつながる
部分がたくさんあったのでプラスになり
ました。
　私は、本当に霧島市に合格したかっ
たので、インターンシップにも参加したり
面接対策も早期からしていました。そう
した熱意も合格につながったと思うので、
一次試験に合格するのがまずは一番で
すけど、自分が本当にその志望先に行
きたい！という強い気持ちをもつことが
大切だと思います。
　公務員試験は本当に長く辛い道のり
ですが、最後まであきらめない気持ちが
一番大事です。時には嫌になって投げ出したくなる時もありました
が、あまり思いつめずに適度に息抜きをしながら学習をすすめる
のがいいと思います。がんばってください。

　仕事をしながらの受験だったので、時
間をうまく使い、アカデミーに通いました。
特にできない、苦手なものが面接だった
ので、徹底して練習しました。
　二次試験の論文や、面接は練習ある
のみです！
尚、「継続は力なり」です。本当にやりた
いこと、なりたい職業があるのなら、自分
が何をすべきか分かってくると思います。
私は３回目でやっと合格をいただきまし
た。
　先の見えない未来に不安を感じること
もありましたが、次は必ず合格してみせ
る！という強い気持ちを持ち続けた結果、
ようやく合格できました。
　努力は報われると思います。やれることは全てやって臨んでほし
いです。もしそのときダメだったとしても、必ず次につながります。
　自分を信じて最後までやり抜いてください。
　

鹿児島校 鹿児島校 鹿児島校荻　佳菜子さん 大谷　和也さん

　鹿児島県中級(教育事務) 最終合格(進路先) 2016年度　鹿児島県警察官Ａ 最終合格(進路先)

現役合格

～志學館大学～
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