
2017年度 　国家一般職（土木）　最終合格

英　碧仁さん ～第一工業大学～

『一日14～15時間勉強』
　私は、大学3年生の7月から東京ア
カデミーに通い公務員を目指しました。
勉強にはあまり縁がなかった為、比
較的難易度の低い試験を志望してい
ました。模試でもＥやＤ判定ばかりで
したが、2月以降は、東京アカデミー
の授業も含め、一日14～15時間勉強
し、3月から6月まで約 カ月で、自分
でも気づかないほど成績が伸び、模
試感覚で受けた国家一般職や労働
基準監督官Ｂ試験、国立大学法人等
試験は、すべて一次合格することが
できました。
　周りと比べて自分には余裕が全くな
いという意識で勉強に取り組めたこと
が結果につながったと思います。
　尚、二次の面接対策では、自分では気付かないような細かいと
ころまで指導していただき大変助かりました。
　自分を信じて、最後の最後まであきらめずがんばって下さい。
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　私は、大学3年生の7月から東京ア
カデミーに通い公務員を目指しました。
勉強にはあまり縁がなかった為、比
較的難易度の低い試験を志望してい
ました。模試でもＥやＤ判定ばかりで
したが、2月以降は、東京アカデミー
の授業も含め、一日14～15時間勉強
し、3月から6月まで約3カ月で、自分
でも気づかないほど成績が伸び、模
試感覚で受けた国家一般職や労働
基準監督官Ｂ試験、国立大学法人等
試験は、すべて一次合格することが
できました。
　周りと比べて自分には余裕が全くな
いという意識で勉強に取り組めたこと
が結果につながったと思います。
　尚、二次の面接対策では、自分では気付かないような細かいと
ころまで指導していただき大変助かりました。
　自分を信じて、最後の最後まであきらめずがんばって下さい。

鹿児島校

　(内定先；九州防衛局)

現役合格

　鹿児島県警察官Ａ　最 終合格

有村　悠雅さん ～志學館大学～

『勉強できるいい環境』

鹿児島校

2017年度

　東京アカデミーには、自分よりも頭
の良い人がたくさんいて、その人た
ちに追いつき、追い越したいと思い
勉強していました。独学や大学の講
座では、このような感情は生まれな
かったと思います。また、アカデミー
に行けば、皆勉強しており、勉強が
できる雰囲気が出来上がっていたこ
とが非常に良かったです。スムーズ
に勉強に気持ちを切り替え、集中し
てやることができました。
　私は、 月から入校し学習を進めて
いましたが、モチベーションを保ち続
けるのは厳しいので、モチベーショ
ンが高いうちに多くのことを頭に詰め
込むようにしました。模試で思うような点数をとれないこともあり
ましたが、あきらめずにやり続けることで必ず成績も上がると思
います。人それぞれの勉強法があると思うので、自分に合った
勉強をして、合格できるよう頑張ってください。
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　東京アカデミーには、自分よりも頭
の良い人がたくさんいて、その人た
ちに追いつき、追い越したいと思い
勉強していました。独学や大学の講
座では、このような感情は生まれな
かったと思います。また、アカデミー
に行けば、皆勉強しており、勉強が
できる雰囲気が出来上がっていたこ
とが非常に良かったです。スムーズ
に勉強に気持ちを切り替え、集中し
てやることができました。
　私は、5月から入校し学習を進めて
いましたが、モチベーションを保ち続
けるのは厳しいので、モチベーショ
ンが高いうちに多くのことを頭に詰め
込むようにしました。模試で思うような点数をとれないこともあり
ましたが、あきらめずにやり続けることで必ず成績も上がると思
います。人それぞれの勉強法があると思うので、自分に合った
勉強をして、合格できるよう頑張ってください。

現役合格

2017年度 　福岡市消防吏員Ａ　最終合格

安藤　史明さん ～駒澤大学～

『分からないことはその日に解決できる』

鹿児島校

講義で基礎を身につけ、模試で定
着度を確認するよう心がけ、分からな
いことは先生に聞いて、その日のうち
に解決するようにしていました。また、
授業の後も、授業の復習を中心に夜
時まで自習室で自習するように心が

けました。
東京アカデミーに通ってよかった

と思うのは、同じ公務員試験合格を志
す仲間と切磋琢磨できた点です。尚、
同じ道を目指すもの同士、仲良くする
のは良いと思いますが、勉強する時
は勉強する、休憩する時はしっかり休
む、などメリハリをつけた方が良いと
思います。東京アカデミーには、一分
一秒を惜しんで勉強している人達が大
勢います。そして、そういう人達から第一志望に受かっていくので
はないかと私は思います。やるかやらないかは本人次第ですが、
覚悟を持って東京アカデミーに通うのであれば、精一杯努力して
夢を掴んでください。
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講義で基礎を身につけ、模試で定
着度を確認するよう心がけ、分からな
いことは先生に聞いて、その日のうち
に解決するようにしていました。また、
授業の後も、授業の復習を中心に夜
9時まで自習室で自習するように心が
けました。

東京アカデミーに通ってよかった
と思うのは、同じ公務員試験合格を志
す仲間と切磋琢磨できた点です。尚、
同じ道を目指すもの同士、仲良くする
のは良いと思いますが、勉強する時
は勉強する、休憩する時はしっかり休
む、などメリハリをつけた方が良いと
思います。東京アカデミーには、一分
一秒を惜しんで勉強している人達が大
勢います。そして、そういう人達から第一志望に受かっていくので
はないかと私は思います。やるかやらないかは本人次第ですが、
覚悟を持って東京アカデミーに通うのであれば、精一杯努力して
夢を掴んでください。

2017年度 　国家一般職（行政九州）　最終合格

～鹿児島大学～

『ライバルの頑張りが見える』
　東アカに入ってよかったのは、ライ
バルの頑張りが見えることです。模
試の結果にしろ、日々の自習室での
取組みにしろ、ライバルの頑張りがよ
く見えるから、常に焦りがありました。
そして、自分が休んでいる間にも、ラ
イバルはもっと勉強しているんだと自
分にハッパをかけて、少しの時間も
ムダにしないように勉強しました。東
アカに入っていなかったら合格してい
なかったと思います。
　私は、講義は一番前で受けました
が、先生とよく目が合い、全然眠くな
らず、内容がよく頭に入りました。ま
た、一次の勉強と同時に二次試験の
対策もしっかり進めましょう。公務員試験は何といっても人物重
視だと思います。尚、あまり無理をせず、適度にリフレッシュをし
てスタミナを維持することが大切です。東アカで知り合いをつくり、
情報交換をして助け合って頑張ってください！

　東アカに入ってよかったのは、ライ
バルの頑張りが見えることです。模
試の結果にしろ、日々の自習室での
取組みにしろ、ライバルの頑張りがよ
く見えるから、常に焦りがありました。
そして、自分が休んでいる間にも、ラ
イバルはもっと勉強しているんだと自
分にハッパをかけて、少しの時間も
ムダにしないように勉強しました。東
アカに入っていなかったら合格してい
なかったと思います。
　私は、講義は一番前で受けました
が、先生とよく目が合い、全然眠くな
らず、内容がよく頭に入りました。ま
た、一次の勉強と同時に二次試験の
対策もしっかり進めましょう。公務員試験は何といっても人物重
視だと思います。尚、あまり無理をせず、適度にリフレッシュをし
てスタミナを維持することが大切です。東アカで知り合いをつくり、
情報交換をして助け合って頑張ってください！

鹿児島校 寺脇　幸菜さん

　(内定先；鹿児島地方検察庁)

現役合格

久保　美菜さん ～鹿児島国際大学～

『必要な情報をすぐに得られる』

鹿児島校

　東京アカデミ－に入り、公務員試験
を受けるにあたっての必要な情報を
すぐに知れたことがよかったです。ま
た、困った時は、頼れる先生方も多く
いらっしゃることも心強かったです。そ
して何より、独学で勉強するよりも、
周囲に同じ目標に向かって頑張って
いる人がたくさんいるなかで勉強する
ことで、やる気が何倍も上がりました。
　公務員試験の勉強は、大変でつらく
感じる時もありますが、自分の目標を
しっかりと持ち、最後まであきらめな
い気持ちが一番大事だと思います。
私は、模試の判定もいつも悪く、自信
がない時もありましたが、先生方の
おっしゃる通り、結果に一喜一憂せず、最後まで勉強しました。
　また、一日一日の積み重ねがとても大切になると思うので、体
調管理はしっかりとしておくことが大切です。たまには息抜きもし
つつ、自分を信じて頑張ってください。

　東京アカデミ－に入り、公務員試験
を受けるにあたっての必要な情報を
すぐに知れたことがよかったです。ま
た、困った時は、頼れる先生方も多く
いらっしゃることも心強かったです。そ
して何より、独学で勉強するよりも、
周囲に同じ目標に向かって頑張って
いる人がたくさんいるなかで勉強する
ことで、やる気が何倍も上がりました。
　公務員試験の勉強は、大変でつらく
感じる時もありますが、自分の目標を
しっかりと持ち、最後まであきらめな
い気持ちが一番大事だと思います。
私は、模試の判定もいつも悪く、自信
がない時もありましたが、先生方の
おっしゃる通り、結果に一喜一憂せず、最後まで勉強しました。
　また、一日一日の積み重ねがとても大切になると思うので、体
調管理はしっかりとしておくことが大切です。たまには息抜きもし
つつ、自分を信じて頑張ってください。

現役合格

　鹿児島県上級（総合行政）特別枠 最終合格2017年度 2017年度 　鹿児島市上級（一般事務）　最終合格

～鹿児島大学～

『講義や情報の“質と量”に満足』

鹿児島校

　東京アカデミーの講義内容も受験
先の情報も量が豊富で上質なので、
この「質」と「量」を兼ね添えた情報は、
東京アカデミーに通わないと得られな
かったと思うので、本当に良かったと
思います。昨年公務員試験を受験し
た経験があっても知らないことだらけ
だったので、情報を頂けたことで安心
した気持ちで試験に臨めたり、日々
勉強できたと思います。
　実際に公務員試験を受けてみて、
二次試験に関する知識もしっかり頭
に入れ、早い段階から意識すること
が大切だと感じました。そうすることで、
自分もあわてずに少し余裕を持って試
験に臨めたと思います。東京アカデミーで、ポイントを押さえた講
義や二次試験に関するガイダンスをして頂けたので、独学よりも
何倍も効率のよい勉強や万全の準備ができたと思います。

　東京アカデミーの講義内容も受験
先の情報も量が豊富で上質なので、
この「質」と「量」を兼ね添えた情報は、
東京アカデミーに通わないと得られな
かったと思うので、本当に良かったと
思います。昨年公務員試験を受験し
た経験があっても知らないことだらけ
だったので、情報を頂けたことで安心
した気持ちで試験に臨めたり、日々
勉強できたと思います。
　実際に公務員試験を受けてみて、
二次試験に関する知識もしっかり頭
に入れ、早い段階から意識すること
が大切だと感じました。そうすることで、
自分もあわてずに少し余裕を持って試
験に臨めたと思います。東京アカデミーで、ポイントを押さえた講
義や二次試験に関するガイダンスをして頂けたので、独学よりも
何倍も効率のよい勉強や万全の準備ができたと思います。

西　知佳子さん

～鹿児島大学～國生　奈央さん～鹿児島大学～北方　裕紀子さん

『よく寝て、よく勉強すれば大丈夫！』 『学習面や精神面の充実サポート』
　合格までの道のりは、長く辛い期間になると思います。私は、ＬＩＮＥや
ｗｉｔｔｅｒなどの通知を切り、受験勉強に励みました。大切なことは、モチ
ベーションを下げないことと、受験勉強といえども就職活動であることを忘
れないことです。そのために、志望先の情報を積極的に集めたり、どの科
目を重点的に行うべきかを考えたりすることが必要になってきます。もし、
不安なことがあれば、先生方や、身近な先輩にアドバイスを求めるのも
一つの手だと思います。
　試験直前期に成績が伸び悩んだ時に、勉強法のアドバイスをいただい
たり、励ましてくださったりと、先生方には本当にお世話になりました。
　このように、先生方が、親身になって学習面や精神面のサポートをして
くださったことが、アカデミーに入ってとてもよかったと思う点です。
　謙虚な気持ちを持って最後まで諦めなければきっと夢は叶います。自
分を信じて突き進んでいってください。応援しています
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　合格までの道のりは、長く辛い期間になると思います。私は、ＬＩＮＥや
tｗｉｔｔｅｒなどの通知を切り、受験勉強に励みました。大切なことは、モチ
ベーションを下げないことと、受験勉強といえども就職活動であることを忘
れないことです。そのために、志望先の情報を積極的に集めたり、どの科
目を重点的に行うべきかを考えたりすることが必要になってきます。もし、
不安なことがあれば、先生方や、身近な先輩にアドバイスを求めるのも
一つの手だと思います。
　試験直前期に成績が伸び悩んだ時に、勉強法のアドバイスをいただい
たり、励ましてくださったりと、先生方には本当にお世話になりました。
　このように、先生方が、親身になって学習面や精神面のサポートをして
くださったことが、アカデミーに入ってとてもよかったと思う点です。
　謙虚な気持ちを持って最後まで諦めなければきっと夢は叶います。自
分を信じて突き進んでいってください。応援しています!!

　鹿児島県上級（総合行政）　最終合格

鹿児島校鹿児島校

現役合格現役合格

いつも一番前の席で

一緒に頑張りました!いつも一番前の席で

一緒に頑張りました!

　国家一般職（行政九州） 最終合格
　(内定先；鹿児島労働局)

　人それぞれだと思いますが、私は、毎日勉強時間を確保するようにし
ました。朝型だったので、講義のあとは、バスの中だけで復習をし、家に
帰ってからはすぐに寝てました。次の日の朝 時から勉強を始め、昼ま
でに前日の復習を済まし、昼から講義までの時間は、自分のしたい科
目などの自主学習の時間にあてました。
　東アカの受講生の意識は高く、講義中にスマホをいじる人は見たこと
がなかったです。周りの仲間の影響は、良くも悪くも必ず自分に反映さ
れるので、良い仲間と勉強できてよかったです。
　私は、人の 倍くらい勉強しないと対等にはなれないと思ってました。も
し、そう思っている人は、人の 倍勉強するのではなく、起きている時間
ずっと勉強してください。必ずどこか一つは合格すると思います。
　私は、よく寝ていた方だと思いますが、その分、起きている時間は、ほ
ぼ勉強していたと思います。よく寝て、よく勉強してください。きっと大丈
夫です！
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　人それぞれだと思いますが、私は、毎日勉強時間を確保するようにし
ました。朝型だったので、講義のあとは、バスの中だけで復習をし、家に
帰ってからはすぐに寝てました。次の日の朝7時から勉強を始め、昼ま
でに前日の復習を済まし、昼から講義までの時間は、自分のしたい科
目などの自主学習の時間にあてました。
　東アカの受講生の意識は高く、講義中にスマホをいじる人は見たこと
がなかったです。周りの仲間の影響は、良くも悪くも必ず自分に反映さ
れるので、良い仲間と勉強できてよかったです。
　私は、人の3倍くらい勉強しないと対等にはなれないと思ってました。も
し、そう思っている人は、人の3倍勉強するのではなく、起きている時間
ずっと勉強してください。必ずどこか一つは合格すると思います。
　私は、よく寝ていた方だと思いますが、その分、起きている時間は、ほ
ぼ勉強していたと思います。よく寝て、よく勉強してください。きっと大丈
夫です！

2017年度 2017年度

　鹿児島県中級（一般事務） 最終合格

今村　将貴さん

　大学で学んだ鹿児島の歴史・文化
に関する専門知識を活かして、農産
品の販売促進、観光振興に取り組
んでみたいと思い、鹿児島県の受験
を決意しました。
　私は、論文、面接で絶対に落とさ
れたくなかったので、筆記同様に手
を抜かずに取り組みました。
　論文は、過去３年分の問題を実際
に解いて添削をお願いしました。面
接は、過去の質問例のすべてにお
いて自分なりの答えを用意しました。
また、エントリーシートを自分なりに
読み返し、自分が面接官だったら、
どのような質問をするか考え、深く追
及されても答えられるように仕上げました。特に面接対策に力を
入れて取り組んだことが合格に繋がったと思っています。
　毎日の勉強は、とてもキツイことですが、息抜きを忘れずに忍
耐強く努力を続けることが大事だと思います。

　大学で学んだ鹿児島の歴史・文化
に関する専門知識を活かして、農産
品の販売促進、観光振興に取り組
んでみたいと思い、鹿児島県の受験
を決意しました。
　私は、論文、面接で絶対に落とさ
れたくなかったので、筆記同様に手
を抜かずに取り組みました。
　論文は、過去３年分の問題を実際
に解いて添削をお願いしました。面
接は、過去の質問例のすべてにお
いて自分なりの答えを用意しました。
また、エントリーシートを自分なりに
読み返し、自分が面接官だったら、
どのような質問をするか考え、深く追
及されても答えられるように仕上げました。特に面接対策に力を
入れて取り組んだことが合格に繋がったと思っています。
　毎日の勉強は、とてもキツイことですが、息抜きを忘れずに忍
耐強く努力を続けることが大事だと思います。

『論文、面接対策も重要』

～鹿児島国際大学～

2017年度

村田　周作さん ～熊本大学～

『志望動機は早めに固めておこう』
　私は、12月までは、基礎部分を徹
底的に勉強し、1月～3月頃は、法律
科目や暗記科目に力を入れました。
面接、論文対策に力を入れたのは、
5月くらいからです。
　鹿児島市役所は集団討論も実施さ
れますが、面接練習はもちろん、集
団討論練習は非常に役立ちました。
　働く部署も多岐にわたり、市民と接
する仕事がしたいと考えていたので、
鹿児島市役所を受験先に決めまし
た。最終合格できたポイントは、面接
で自分の力を十分発揮できたからだ
と思います。
　公務員試験対策をしている中、志望動機が書けなくて困ってい
る人がよくいますが、早めに志望動機を書けたり、言えたりでき
るようにしておいたほうが勉強にも身が入り、面接も有利です。

　私は、12月までは、基礎部分を徹
底的に勉強し、1月～3月頃は、法律
科目や暗記科目に力を入れました。
面接、論文対策に力を入れたのは、
5月くらいからです。
　鹿児島市役所は集団討論も実施さ
れますが、面接練習はもちろん、集
団討論練習は非常に役立ちました。
　働く部署も多岐にわたり、市民と接
する仕事がしたいと考えていたので、
鹿児島市役所を受験先に決めまし
た。最終合格できたポイントは、面接
で自分の力を十分発揮できたからだ
と思います。
　公務員試験対策をしている中、志望動機が書けなくて困ってい
る人がよくいますが、早めに志望動機を書けたり、言えたりでき
るようにしておいたほうが勉強にも身が入り、面接も有利です。

鹿児島校

　鹿児島市上級（一般事務）　最終合格2017年度

宇都　彩織さん ～鹿児島大学～

『ライバルは“自分”』
　アカデミーの先生方は、長年の知
識・経験を基に講義されるので焦点
のあった学習ができると思います。
　また、勉強すべきところ、力を入れ
すぎなくてよいところを示して頂けた
のがよかったです。事務局において
も、長年のデータを基に志望先の
様々な情報を下さるので、志望先の
決定・自分のレベルの把握に大変役
立ちました。
　私は、学習だけでなく、運動をして
ストレス発散をしました。一日のスケ
ジュールの中に、自分のストレス発
散になる時間も組み入れることにより、
毎日同じような日々でも苦なく過ごせ
ました。生活リズムを自分なりに作る
ことが大切です。
　また、「勉強してない」という話を友人と交わすことはあると思い
ますが、安心してはなりません。結局、自分のライバルは“自分”、
受かるかどうかは自分次第であることは変わりませんので、理想
を高く持って取り組んでください。

　アカデミーの先生方は、長年の知
識・経験を基に講義されるので焦点
のあった学習ができると思います。
　また、勉強すべきところ、力を入れ
すぎなくてよいところを示して頂けた
のがよかったです。事務局において
も、長年のデータを基に志望先の
様々な情報を下さるので、志望先の
決定・自分のレベルの把握に大変役
立ちました。
　私は、学習だけでなく、運動をして
ストレス発散をしました。一日のスケ
ジュールの中に、自分のストレス発
散になる時間も組み入れることにより、
毎日同じような日々でも苦なく過ごせ
ました。生活リズムを自分なりに作る
ことが大切です。
　また、「勉強してない」という話を友人と交わすことはあると思い
ますが、安心してはなりません。結局、自分のライバルは“自分”、
受かるかどうかは自分次第であることは変わりませんので、理想
を高く持って取り組んでください。

鹿児島校

　鹿児島市上級（一般事務）　最終合格

現役合格

2017年度 私たち、 で最終合格しました!鹿児島校

合 体験記格
最終合格の秘訣が満載です！



～鹿児島大学～～鹿児島大学～

～鹿児島大学～

『「出た問」は必須アイテム』

　私は、講義にどうしても行けない時以外は出席する。出たＤＡＴＡ問をなるべく多く解く。また、模試は受験するだけではなく、やり直しをしっかりと
する。一次試験以降は、面接対策を何度もやる。このようなことを意識して実践しました。また、自分は、専門職での受験だったため、1月～2月くら
いまでは、教養試験の問題をひたすら解いて、2月以降から専門試験の勉強を始めたのですが、少し遅い気がしたので1月までには始めるといい
と思います。
　東アカに通って何より一番よかったのは、過去問集の「出たＤＡＴＡ問」です。この問題集をやっておけば大丈夫だという安心感がありました。ま
た、面接対策も十分行えたので満足しています。
　尚、先生のおっしゃることは素直に聞いて実践しましょう。また、一緒に勉強できる友達がいいるととても心強いです。一人で勉強するのには限
界があると思いますが、友達も頑張っていると思えばどれだけでもできます！

　私は、講義にどうしても行けない時以外は出席する。出たＤＡＴＡ問をなるべく多く解く。また、模試は受験するだけではなく、やり直しをしっかりと
する。一次試験以降は、面接対策を何度もやる。このようなことを意識して実践しました。また、自分は、専門職での受験だったため、1月～2月くら
いまでは、教養試験の問題をひたすら解いて、2月以降から専門試験の勉強を始めたのですが、少し遅い気がしたので1月までには始めるといい
と思います。
　東アカに通って何より一番よかったのは、過去問集の「出たＤＡＴＡ問」です。この問題集をやっておけば大丈夫だという安心感がありました。ま
た、面接対策も十分行えたので満足しています。
　尚、先生のおっしゃることは素直に聞いて実践しましょう。また、一緒に勉強できる友達がいいるととても心強いです。一人で勉強するのには限
界があると思いますが、友達も頑張っていると思えばどれだけでもできます！

　東京アカデミーは、テキストや問題集はもちろん良いもので
した。しかし、私が一番気に入ったのが、とても勉強に集中で
きる雰囲気だというところです。自分ではなく、周りの人々も合
格という一つの目標に向かっており、また、模試の成績上位
の人たちは掲示されるので、その人たちよりも上へいきたいと
いう気持ちが芽生え、自然とやる気もでました。
　また、周りには大学の公務員講座に通っている人もいました
が、その中には、途中から行かなくなる人もいました。しかし、
東京アカデミーは、先生・事務といった様々な面が充実してお
り、しっかりと支えてくださったおかげで勉強を続けられました。
このように全体でバックアップしてくださったところも良かったと
思う点です。
　自分自身、何度もくじけそうになりましたが、目標、支えてく
れている周りの人々のことを考えると頑張ることができました。
しっかり励んできた分は報われると思います。とことん勉強に
向き合ってください。いつやるか？今でしょ。

　東京アカデミーは、テキストや問題集はもちろん良いもので
した。しかし、私が一番気に入ったのが、とても勉強に集中で
きる雰囲気だというところです。自分ではなく、周りの人々も合
格という一つの目標に向かっており、また、模試の成績上位
の人たちは掲示されるので、その人たちよりも上へいきたいと
いう気持ちが芽生え、自然とやる気もでました。
　また、周りには大学の公務員講座に通っている人もいました
が、その中には、途中から行かなくなる人もいました。しかし、
東京アカデミーは、先生・事務といった様々な面が充実してお
り、しっかりと支えてくださったおかげで勉強を続けられました。
このように全体でバックアップしてくださったところも良かったと
思う点です。
　自分自身、何度もくじけそうになりましたが、目標、支えてく
れている周りの人々のことを考えると頑張ることができました。
しっかり励んできた分は報われると思います。とことん勉強に
向き合ってください。いつやるか？今でしょ。

『勉強に集中できる良い環境』 『最後まで諦めないことが重要』
　東京アカデミーは、疑問に思ったところや、分からないところ
を質問しやすい環境が整っている点、独学だけでは知ることが
できないテクニックや、各自治体の出題傾向などを経験豊富な
講師の方々から聞くことができる点がよかったと思います。
　また、個別面談や進路相談に行った際には、丁寧に対応して
くださったので、精神的にも大きな支えになりました。
　最終合格するためには、とにかく最後まで諦めないことが重
要だと思います。私は、模試の成績がなかなか上がらず、周囲
の友人が、民間企業の内定をどんどん決める状況の中、公務
員になることを諦めそうになることもありましたが、同じ目標を
持つ友人の存在や、自分が公務員として働いている姿をイメー
ジすることによってモチベーションを保ち、最後まで諦めずに対
策を行い続けた結果、第一志望に最終合格することができた
と思います。
　公務員試験の範囲はとても広く、果てしないと感じるかもしれ
ませんが、時には息抜きをしながら、オン・オフの切り替えを
しっかりとし、最後まで諦めずにコツコツと頑張って下さい。応
援しています。

　東京アカデミーは、疑問に思ったところや、分からないところ
を質問しやすい環境が整っている点、独学だけでは知ることが
できないテクニックや、各自治体の出題傾向などを経験豊富な
講師の方々から聞くことができる点がよかったと思います。
　また、個別面談や進路相談に行った際には、丁寧に対応して
くださったので、精神的にも大きな支えになりました。
　最終合格するためには、とにかく最後まで諦めないことが重
要だと思います。私は、模試の成績がなかなか上がらず、周囲
の友人が、民間企業の内定をどんどん決める状況の中、公務
員になることを諦めそうになることもありましたが、同じ目標を
持つ友人の存在や、自分が公務員として働いている姿をイメー
ジすることによってモチベーションを保ち、最後まで諦めずに対
策を行い続けた結果、第一志望に最終合格することができた
と思います。
　公務員試験の範囲はとても広く、果てしないと感じるかもしれ
ませんが、時には息抜きをしながら、オン・オフの切り替えを
しっかりとし、最後まで諦めずにコツコツと頑張って下さい。応
援しています。

　鹿児島市上級（土木）　最終合格 　熊本県上級（一般土木） 最終合格

　食品衛生監視員　最終合格

鹿児島校

鹿児島校

鹿児島校 バイトも一緒の友達みんなで

現役合格できました!バイトも一緒の友達みんなで

現役合格できました!

現役合格 現役合格 現役合格

末吉　遼大さん

2017年度

坂口　凌雅さん

2017年度

山田　大喜さん

2017年度

　鹿児島県上級（総合行政）　最終合格

山之口　珠絵さん

　受験勉強をする上で大切なのは、
勉強を全力で楽しむことと自分に妥
協せず、やるべきことをきちんとや
るということだと思います。私は、受
験勉強中、常にこの二つのことを心
がけていました。特に、勉強を楽し
むことで受験勉強がツライとかキツ
イとか感じたことはなかったように
思います。
　あとは、自分自身に集中すること
も大切だと思います。自分自身のこ
とだけに集中していれば、周りと自
分を比較するような余裕はないと思
いますし、おのずと自分がやるべき
ことも見えてくるものだと思います。
やるべきことをやりきることができていれば、試験本番には、自
信をもって落ち着いて臨むことができるはずです。勉強ができ
るせっかくの機会ですから、全力で楽しんで妥協をせずに充実
した受験生活を送っていただければと思います。

　受験勉強をする上で大切なのは、
勉強を全力で楽しむことと自分に妥
協せず、やるべきことをきちんとや
るということだと思います。私は、受
験勉強中、常にこの二つのことを心
がけていました。特に、勉強を楽し
むことで受験勉強がツライとかキツ
イとか感じたことはなかったように
思います。
　あとは、自分自身に集中すること
も大切だと思います。自分自身のこ
とだけに集中していれば、周りと自
分を比較するような余裕はないと思
いますし、おのずと自分がやるべき
ことも見えてくるものだと思います。
やるべきことをやりきることができていれば、試験本番には、自
信をもって落ち着いて臨むことができるはずです。勉強ができ
るせっかくの機会ですから、全力で楽しんで妥協をせずに充実
した受験生活を送っていただければと思います。

『勉強を全力で楽しみ、やるべきことをやる』

　国家一般職（電気・電子・情報）　最終合格

～宮崎大学～

　(内定先；長崎税関)

　講義は、先生方が丁寧に教えてくだ
さったので、大変わかりやすかったで
す。全日制の講義終了後も夜 時ま
で自習室で自主学習を行い、休日も
自習室は開放されていたので、苦手
科目の勉強を徹底して行いました。ま
た、面接試験対策に関しては、面接
指導の際、生徒一人一人の学歴、職
歴、人間性を理解して頂いた上で指
導してくださるので、無理なく面接の
実力を身につけることができました。
面接はとくに人対人なので、積極的に
練習をこなすことが重要です。
　尚、私は、筆記試験に関しては4つ
合格を頂きましたが、最終合格は1つ
だけでした。正直くじけそうになりましたが、今までの苦労を無駄
にしたくないという思いで諦めずに頑張ることができたので、内定
を頂けたと思っています。ですから、最後まで粘り強く努力し続け
る気持ちが大切です。
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　講義は、先生方が丁寧に教えてくだ
さったので、大変わかりやすかったで
す。全日制の講義終了後も夜9時ま
で自習室で自主学習を行い、休日も
自習室は開放されていたので、苦手
科目の勉強を徹底して行いました。ま
た、面接試験対策に関しては、面接
指導の際、生徒一人一人の学歴、職
歴、人間性を理解して頂いた上で指
導してくださるので、無理なく面接の
実力を身につけることができました。
面接はとくに人対人なので、積極的に
練習をこなすことが重要です。
　尚、私は、筆記試験に関しては4つ
合格を頂きましたが、最終合格は1つ
だけでした。正直くじけそうになりましたが、今までの苦労を無駄
にしたくないという思いで諦めずに頑張ることができたので、内定
を頂けたと思っています。ですから、最後まで粘り強く努力し続け
る気持ちが大切です。

『最終合格のために最後まで粘り強く』

上之薗　望央さん

　裁判所事務官（大卒程度）　最終合格

　講義、テキスト、模試、ガイダンス、
個別面談等、全てにおいて東京アカ
デミーで対応していただきましたが、
特に、個別面談において、不安なこ
とや併願のことなど気軽に相談でき
る環境だったので活用させていただ
きました。ガイダンスにおいても、併
願先等精査する上で非常に役立ち
ました。また、講義や面接対策だけ
でなく、先輩方の話を聞くことができ
たり、受験先の説明会に参加できる
点も良い点だと思いました。模試に
ついても定期的に開催されているの
で、自分自身の力を数値で知ること
ができるだけでなく、そのデータをもと
に事務局で相談をすることもできるので非常に役立ちました。
　受験勉強で大切なのは、やる時はやる、やらない時はやらな
いという“メリハリ”だと思います！

　講義、テキスト、模試、ガイダンス、
個別面談等、全てにおいて東京アカ
デミーで対応していただきましたが、
特に、個別面談において、不安なこ
とや併願のことなど気軽に相談でき
る環境だったので活用させていただ
きました。ガイダンスにおいても、併
願先等精査する上で非常に役立ち
ました。また、講義や面接対策だけ
でなく、先輩方の話を聞くことができ
たり、受験先の説明会に参加できる
点も良い点だと思いました。模試に
ついても定期的に開催されているの
で、自分自身の力を数値で知ること
ができるだけでなく、そのデータをもと
に事務局で相談をすることもできるので非常に役立ちました。
　受験勉強で大切なのは、やる時はやる、やらない時はやらな
いという“メリハリ”だと思います！

『全てにおいて東アカを活用』

中野　美佳さん

2017年度 　鹿児島市上級（一般事務） 最終合格

今城　彰良さん ～熊本大学～

『生講義が良い緊張感を生む』
　東京アカデミーに通って良かった点
は、やはり生講義での授業です。他
の受験生と一緒に授業を受けるため、
良い緊張感があります。難しい暗記
物など授業中、ゴロ合わせの紹介で
スムーズに覚えることもできました。
また、わからない部分も先生方に熱
心に教えていただきました。
　私は、勉強をする上で、時間は有限
であることを常に意識していました。
そのため、わからない部分を後回し
にせず、自分で説明できるくらい理解
することに努めました。丸暗記ではな
く、理解して覚えることは大切だと思
います。特に模試の間違った問題、
正解だけど迷って選択した問題は、徹
底して復習をしましょう。たくさん問題を解くより、一問一問丁寧に
理解していくことが近道だと思います。
　勉強は楽しんでやるのが一番だと思います。そのためにわから
ないところは、その都度理解することが大切です。

　東京アカデミーに通って良かった点
は、やはり生講義での授業です。他
の受験生と一緒に授業を受けるため、
良い緊張感があります。難しい暗記
物など授業中、ゴロ合わせの紹介で
スムーズに覚えることもできました。
また、わからない部分も先生方に熱
心に教えていただきました。
　私は、勉強をする上で、時間は有限
であることを常に意識していました。
そのため、わからない部分を後回し
にせず、自分で説明できるくらい理解
することに努めました。丸暗記ではな
く、理解して覚えることは大切だと思
います。特に模試の間違った問題、
正解だけど迷って選択した問題は、徹
底して復習をしましょう。たくさん問題を解くより、一問一問丁寧に
理解していくことが近道だと思います。
　勉強は楽しんでやるのが一番だと思います。そのためにわから
ないところは、その都度理解することが大切です。

鹿児島校

　財務専門官　最終合格

森元　天太さん ～鹿児島大学～

『先生にいつでも質問できる』

鹿児島校

　東京アカデミーに入って、講師の先
生方にいつでも質問できる点が一番
よかったです。私は、経済科目は今
まで勉強していなかったので、自主
学習でやっても全然分からなかった
のですが、授業で分からなかったとこ
ろを毎回質問するたびに、できるよう
になっていきました。
　私自身そうでしたが、受験生活を送
る中、「受験に失敗したらどうしよう」
と常に不安になると思います。です
が、公務員試験を終えて感じたこと
は、ちゃんと勉強している人は大体
合格しているということです。自習室
でよく見かける人は、大体受かって
いました。
　試行錯誤しながらも勉強を続けていたら合格できると思います。
あと、時間のある時には、ボランティアなどに積極的に参加する
といいと思います。一次に合格しても面接があるので、その時に、
話せるネタをストックしておくことも大事だと思います。

　東京アカデミーに入って、講師の先
生方にいつでも質問できる点が一番
よかったです。私は、経済科目は今
まで勉強していなかったので、自主
学習でやっても全然分からなかった
のですが、授業で分からなかったとこ
ろを毎回質問するたびに、できるよう
になっていきました。
　私自身そうでしたが、受験生活を送
る中、「受験に失敗したらどうしよう」
と常に不安になると思います。です
が、公務員試験を終えて感じたこと
は、ちゃんと勉強している人は大体
合格しているということです。自習室
でよく見かける人は、大体受かって
いました。
　試行錯誤しながらも勉強を続けていたら合格できると思います。
あと、時間のある時には、ボランティアなどに積極的に参加する
といいと思います。一次に合格しても面接があるので、その時に、
話せるネタをストックしておくことも大事だと思います。

2017年度

現役合格

2017年度

『勉強と休息のバランスが大事』
　今から試験に向けて勉強して間に
合うのか、実際勉強してみて本当に
自分が公務員になれるのか、などた
くさんの不安や悩みを抱えることと思
います。そういう時は、周りを見てくだ
さい。苦しんでいるのは一人ではな
いと思います。仲間を見つけ、共に励
まし合って乗り越えることはとても重
要です。実際、皆が真剣に取り組む
中の一人として授業を受けられたこと
はとても大きいメリットだったと思いま
す。
　そして、時には、充分な休息を取っ
てください。公務員試験は長期戦で
す。ずっと勉強し続けられるわけでは
ありません。自分が最も集中できる勉強と休息のバランスを早い
段階から見つけておくと、リズムをつくることが出来ると思います。
　まだまだやれることはたくさんあります。あわてず、あせらず長
い目でみて最後の最後まで走り続けてください。

　今から試験に向けて勉強して間に
合うのか、実際勉強してみて本当に
自分が公務員になれるのか、などた
くさんの不安や悩みを抱えることと思
います。そういう時は、周りを見てくだ
さい。苦しんでいるのは一人ではな
いと思います。仲間を見つけ、共に励
まし合って乗り越えることはとても重
要です。実際、皆が真剣に取り組む
中の一人として授業を受けられたこと
はとても大きいメリットだったと思いま
す。
　そして、時には、充分な休息を取っ
てください。公務員試験は長期戦で
す。ずっと勉強し続けられるわけでは
ありません。自分が最も集中できる勉強と休息のバランスを早い
段階から見つけておくと、リズムをつくることが出来ると思います。
　まだまだやれることはたくさんあります。あわてず、あせらず長
い目でみて最後の最後まで走り続けてください。

鹿児島校

　鹿児島県上級（心理）　最終合格

～鹿児島大学～

現役合格

田中　くるみさん

～鹿児島大学～

『過去問演習が大切』

鹿児島校

2017年度 　兵庫県上級（水産職） 最終合格

髙木　敏行さん ～鹿児島大学～

『ポイントは“強い思い”』
　私は、基本的に講義は休まずに受
講し、帰宅後、必ずその日のうちに
復習をしていました。また、質問も積
極的に行い、講義が休みの日には、
アカデミーの自習室で勉強していま
した。
　尚、私が受験先を決めたのは、漁
業者のために、そして一般の方と漁
業という産業を結びつけるような仕
事がしたいと思ったからです。また、
地元の漁協で職場体験もしいていた
ので、そこで『漁業者のために 』と特
に思いました。
　メンタル面は、模試の点数が伸び
悩んだ時にへこむこともあると思いま
すが、私は、兵庫県のホームページや、
資料を読んで、『絶対僕が受かるんや 』という思いを持ち続けま
した。
　ポイントは「強い思い」です。最後まで思いを強く、死ぬ気でが
んばってください。
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　私は、基本的に講義は休まずに受
講し、帰宅後、必ずその日のうちに
復習をしていました。また、質問も積
極的に行い、講義が休みの日には、
アカデミーの自習室で勉強していま
した。
　尚、私が受験先を決めたのは、漁
業者のために、そして一般の方と漁
業という産業を結びつけるような仕
事がしたいと思ったからです。また、
地元の漁協で職場体験もしいていた
ので、そこで『漁業者のために!』と特
に思いました。
　メンタル面は、模試の点数が伸び
悩んだ時にへこむこともあると思いま
すが、私は、兵庫県のホームページや、
資料を読んで、『絶対僕が受かるんや!!』という思いを持ち続けま
した。
　ポイントは「強い思い」です。最後まで思いを強く、死ぬ気でが
んばってください。

鹿児島校内田　昂志さん

2017年度 　国立大学法人（九州事務） 最終合格

出口　桜子さん ～鹿児島大学～

『“絶対合格する！”という強い意志で』
　私は、朝9時から夜9時まで東アカ
で勉強し、東アカ以外のテキストなど
も利用せず、勉強としては「東アカ」し
か利用しませんでした。
　独学と違い、変に色々なテキストに
手を伸ばさなくて済みますし、先生方
や友人に相談や質問ができ、「がん
ばらなきゃ」と思える雰囲気があった
のが本当によかったと思います。
　公務員試験は長期戦で、かつ、人
それぞれ勉強スタイルが違うと思う
ので、先輩や友人等の様々な意見・
アドバイスは程よく受け入れつつ、自
分に合った勉強法・ペースで学習を
進めることが重要だと感じました。た
だ、長年多くの受講生を見てきた先生
方の意見に間違いはないので、先生方の言葉やアドバイス、講
義はしっかりと聞くことが大切だと思います。　「絶対受かる！」と
強い気持ちを持って、自分を信じてがんばって下さい！

　私は、朝9時から夜9時まで東アカ
で勉強し、東アカ以外のテキストなど
も利用せず、勉強としては「東アカ」し
か利用しませんでした。
　独学と違い、変に色々なテキストに
手を伸ばさなくて済みますし、先生方
や友人に相談や質問ができ、「がん
ばらなきゃ」と思える雰囲気があった
のが本当によかったと思います。
　公務員試験は長期戦で、かつ、人
それぞれ勉強スタイルが違うと思う
ので、先輩や友人等の様々な意見・
アドバイスは程よく受け入れつつ、自
分に合った勉強法・ペースで学習を
進めることが重要だと感じました。た
だ、長年多くの受講生を見てきた先生
方の意見に間違いはないので、先生方の言葉やアドバイス、講
義はしっかりと聞くことが大切だと思います。　「絶対受かる！」と
強い気持ちを持って、自分を信じてがんばって下さい！

鹿児島校

　(内定先；鹿児島大学)
　鹿児島県上級（総合行政）　最終合格2017年度

　公務員試験の一次試験に合格で
きる人は、「地頭」がいい人ではなく、
しっかりと過去問を解いた人だと思
います。また、二次試験に合格でき
る人は、『私は公務員になったら〇
〇な仕事をしたい！』と言える人だと
思います。
　私は、講義にはしっかりと参加し、
出た問や先生から配られるプリント
をするという、ごく普通の勉強をしま
した。出た問は、得意な科目は３回、
苦手な科目は５回以上解くなど、過
去問演習を大切にしました。一次試
験に向けては、毎日 時間勉強しま
した。勉強ばかりしていると、勉強をし
たくなることも多々ありましたが、その時は、ボーリングをしたりし
てリフレッシュしました。皆さんも適度に息抜きをしながら合格を
目指して頑張ってください！！
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　公務員試験の一次試験に合格で
きる人は、「地頭」がいい人ではなく、
しっかりと過去問を解いた人だと思
います。また、二次試験に合格でき
る人は、『私は公務員になったら〇
〇な仕事をしたい！』と言える人だと
思います。
　私は、講義にはしっかりと参加し、
出た問や先生から配られるプリント
をするという、ごく普通の勉強をしま
した。出た問は、得意な科目は３回、
苦手な科目は５回以上解くなど、過
去問演習を大切にしました。一次試
験に向けては、毎日10時間勉強しま
した。勉強ばかりしていると、勉強をし
たくなることも多々ありましたが、その時は、ボーリングをしたりし
てリフレッシュしました。皆さんも適度に息抜きをしながら合格を
目指して頑張ってください！！

現役合格現役合格



　警視庁警察官Ⅰ類　 最終合格

中村　一希さん～鹿児島大学～

2017年度

～志學館大学～

『何度も面接練習して掴んだ合格』

鹿児島校

　警視庁で警察官として働くのは、幼
い頃からの夢で、友人の誘いもあり、
東京アカデミーで目標の試験の合格
を目指すことに決めました。
　東京アカデミーは、公務員試験に合
格するために来ている人ばかりなの
で、非常に高い意識を持つことができ
ました。
　私の勉強方法として、試験三カ月前
までは、講義の復習だけでしたが、そ
れ以降は、いただいた過去問を反復
して解くなど、過去問演習に多くの時
間を費やしました。
　二次試験の面接対策では、ネタ帳
のような物も作り、毎日のようにアカデ
ミーで練習しました。最終合格できたポイントとして、面接練習を
何度もしっかりやっていただけたからだと感じます。
　合格するためには、ダメもとであきらめずやることが大事だと思
います。

　警視庁で警察官として働くのは、幼
い頃からの夢で、友人の誘いもあり、
東京アカデミーで目標の試験の合格
を目指すことに決めました。
　東京アカデミーは、公務員試験に合
格するために来ている人ばかりなの
で、非常に高い意識を持つことができ
ました。
　私の勉強方法として、試験三カ月前
までは、講義の復習だけでしたが、そ
れ以降は、いただいた過去問を反復
して解くなど、過去問演習に多くの時
間を費やしました。
　二次試験の面接対策では、ネタ帳
のような物も作り、毎日のようにアカデ
ミーで練習しました。最終合格できたポイントとして、面接練習を
何度もしっかりやっていただけたからだと感じます。
　合格するためには、ダメもとであきらめずやることが大事だと思
います。

鹿児島校

　鹿児島県上級（総合行政） 最終合格

川﨑　美紅さん

2017年度

現役合格 現役合格

勉強は、講義をしっかり聞き、
もう一度教科書を読んで理解を深
め、問題を解くという方法をとって
いました。出たＤＡＴＡ問は基礎を
何度も解き直し、応用は試験の 、
ヵ月前から解き始めました。

東アカでは、面接カードの添削
や面接練習もしっかりとサポートし
ていただけたので、安心して本番
を迎えられる点がとてもよかったで
す。

また、 講義、テキスト、模擬試
験等、全てにおいて東京アカデ
ミーを活用しました。先生方に気軽
に質問できる環境であり、毎日空
いている自習室を特に活用しました。　努力をしても実らない
こともたくさんありますが、努力をしなければ絶対に実らない
と思います。大変な時期もあると思いますが、自分に負けず
に東アカで最後まで頑張ってください。
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勉強は、講義をしっかり聞き、
もう一度教科書を読んで理解を深
め、問題を解くという方法をとって
いました。出たＤＡＴＡ問は基礎を
何度も解き直し、応用は試験の3、
4ヵ月前から解き始めました。

東アカでは、面接カードの添削
や面接練習もしっかりとサポートし
ていただけたので、安心して本番
を迎えられる点がとてもよかったで
す。

また、 講義、テキスト、模擬試
験等、全てにおいて東京アカデ
ミーを活用しました。先生方に気軽
に質問できる環境であり、毎日空
いている自習室を特に活用しました。　努力をしても実らない
こともたくさんありますが、努力をしなければ絶対に実らない
と思います。大変な時期もあると思いますが、自分に負けず
に東アカで最後まで頑張ってください。

『努力をしなければ絶対に実らない』

2017年度 　熊本県上級（農業）　最終合格

～鹿児島大学～

『多くの出会いに助けられました』
　私は、勉強を始める時期が遅かっ
たので、各教科の先生に重要な分野
を聞いて、そこを重点的に勉強しまし
た。また、勉強方法や試験内容など
分からないことが多くあり、様々な相
談を職員の方々に聞いていただきま
した。
　尚、独学では難しい面接や論文、
集団討論の対策が出来たことは特に
良かったと思います。
　入校してすぐに配られたテキストの
多さに驚き、不安になったり、勉強し
ても点数があまり上がらず、勉強が
嫌になったりもしました。しかし、東京
アカデミーに通い頑張っている他の受
講者や、楽しい授業をしてくださる先生方、親身になって相談に
乗ってくださる職員の方など、多くの人に出会い助けられました。
東京アカデミーの職員の方や先生方を信じて頑張ってください。

　私は、勉強を始める時期が遅かっ
たので、各教科の先生に重要な分野
を聞いて、そこを重点的に勉強しまし
た。また、勉強方法や試験内容など
分からないことが多くあり、様々な相
談を職員の方々に聞いていただきま
した。
　尚、独学では難しい面接や論文、
集団討論の対策が出来たことは特に
良かったと思います。
　入校してすぐに配られたテキストの
多さに驚き、不安になったり、勉強し
ても点数があまり上がらず、勉強が
嫌になったりもしました。しかし、東京
アカデミーに通い頑張っている他の受
講者や、楽しい授業をしてくださる先生方、親身になって相談に
乗ってくださる職員の方など、多くの人に出会い助けられました。
東京アカデミーの職員の方や先生方を信じて頑張ってください。

鹿児島校

現役合格

芥川　蘭さん

～鹿児島大学～～鹿児島大学～

　講義はほとんど毎回出席し、欠席してしまった時も録音データを聞く
ようにしていました。出た 問は、毎回の講義の復習等に活用し、
また、模試は毎回受け、できるだけしっかり復習するように心掛けまし
た。
　東京アカデミーでは、官庁・自治体の説明会も行われており、志望
先を考えたり、勉強のモチベーションが上がる良い機会でもありまし
た。また、個別面談もあり、不安に感じていることを解消できました。
また、過去のデータや情報などもそろっている点も良かったです。
　さらに、二次対策が充実しており、たくさん面接練習をしていただき、
集団討論も不安なく受けられました。最終合格できたポイントは二次
試験こそ重要で難関だということを意識して二次対策に取り組んだこ
とだと考えています。
　焦った時こそ目の前のことを確実にこなしていくことが大事だと思い
ます。睡眠をしっかりとって、息抜きもしながら前向きに一日一日でき
ることを精一杯取り組んでください。応援しています！

DATA
　講義はほとんど毎回出席し、欠席してしまった時も録音データを聞く
ようにしていました。出たDATA問は、毎回の講義の復習等に活用し、
また、模試は毎回受け、できるだけしっかり復習するように心掛けまし
た。
　東京アカデミーでは、官庁・自治体の説明会も行われており、志望
先を考えたり、勉強のモチベーションが上がる良い機会でもありまし
た。また、個別面談もあり、不安に感じていることを解消できました。
また、過去のデータや情報などもそろっている点も良かったです。
　さらに、二次対策が充実しており、たくさん面接練習をしていただき、
集団討論も不安なく受けられました。最終合格できたポイントは二次
試験こそ重要で難関だということを意識して二次対策に取り組んだこ
とだと考えています。
　焦った時こそ目の前のことを確実にこなしていくことが大事だと思い
ます。睡眠をしっかりとって、息抜きもしながら前向きに一日一日でき
ることを精一杯取り組んでください。応援しています！

『充実していた二次対策』 『頑張れたのは友人の存在』
　東京アカデミーに通って特によかったと思う点は、疑問があればすぐに
事務局や先生方に相談できる環境が整っていることです。
　学習面では、経済学は特に復習が遅れたら取り戻すのが大変になるの
で、先生が作成したレジュメをよく似読むように気をつけていました。そし
て、出た問を繰り返し解くように心がけました。
　尚、受験できるところは、どこでも受験しました。途中で何度も心が折れ
かけましたが、最後まで粘ることが合格につながるのではないかと思い
ます。
　正直、公務員受験は想像以上にきつかったです。長期戦で勉強がいや
になることも多かったので、何でもいいからモチベーションを高められる方
法を見つけられたらいいかもしれません。あとは、前年度合格した先輩に
相談したり、友人と情報交換をしたり、勉強のアドバイスをもらうようにし
ました。
　私の場合、同じ目標に向かう友人がいい刺激となって、最後まで頑張る
ことができました。

　東京アカデミーに通って特によかったと思う点は、疑問があればすぐに
事務局や先生方に相談できる環境が整っていることです。
　学習面では、経済学は特に復習が遅れたら取り戻すのが大変になるの
で、先生が作成したレジュメをよく似読むように気をつけていました。そし
て、出た問を繰り返し解くように心がけました。
　尚、受験できるところは、どこでも受験しました。途中で何度も心が折れ
かけましたが、最後まで粘ることが合格につながるのではないかと思い
ます。
　正直、公務員受験は想像以上にきつかったです。長期戦で勉強がいや
になることも多かったので、何でもいいからモチベーションを高められる方
法を見つけられたらいいかもしれません。あとは、前年度合格した先輩に
相談したり、友人と情報交換をしたり、勉強のアドバイスをもらうようにし
ました。
　私の場合、同じ目標に向かう友人がいい刺激となって、最後まで頑張る
ことができました。

　鹿児島市上級（一般事務）　最終合格

鹿児島校鹿児島校

現役合格 現役合格

鹿児島市民のために

頑張ります!
鹿児島市民のために

頑張ります!
2017年度

橋口　幸奈さん

2017年度

水流　京子さん

　鹿児島市上級（一般事務）　最終合格

　広島県 呉市Ⅰ種（衛生一般）　最終合格

上村　美徳さん ～鹿児島大学～

『自分に自信を持って過ごそう』

2017年度

『面接は笑顔で臨もう!』

～鹿児島大学～鹿児島校

　地元で働きたい思いが強く、宮崎県
庁を第一志望にしました。尚、私は、
理系学部で、初めて習う内容が多
かったので、なるべく講義は休まない
で参加するように心がけました。
授業についていけるか不安でしたが、
先生方はとても丁寧に教えてくださる
ので、安心して勉強に取り組め、些細
なことでも質問でき、不安も解消でき
ました。
　公務員試験を受ける中で一番の敵
は緊張や不安だと感じたので、自分
なりに自信をもって過ごすことが大切
だと思いました。また、時には息抜き
もして、勉強と休息のメリハリをしっかり
とできたことも合格できた一つのポイントだと思います。
　私は、模試の成績で一喜一憂するタイプでしたが、そこまで気
にしなくていいです。やることをやっておけば、必ず力になるので
模試の成績が悪くても気にせず頑張ってほしいです。

　地元で働きたい思いが強く、宮崎県
庁を第一志望にしました。尚、私は、
理系学部で、初めて習う内容が多
かったので、なるべく講義は休まない
で参加するように心がけました。
授業についていけるか不安でしたが、
先生方はとても丁寧に教えてくださる
ので、安心して勉強に取り組め、些細
なことでも質問でき、不安も解消でき
ました。
　公務員試験を受ける中で一番の敵
は緊張や不安だと感じたので、自分
なりに自信をもって過ごすことが大切
だと思いました。また、時には息抜き
もして、勉強と休息のメリハリをしっかり
とできたことも合格できた一つのポイントだと思います。
　私は、模試の成績で一喜一憂するタイプでしたが、そこまで気
にしなくていいです。やることをやっておけば、必ず力になるので
模試の成績が悪くても気にせず頑張ってほしいです。

　私は、本格的に勉強を始めたのが
年明けだったので、手が回らない科
目が多くなってしまいました。勉強を
するのは面倒くささを感じると思いま
すが、こらえて少しでも早く本気に
なったほうが良いです。
　講義はほとんど出席し、模試は上
位ランキングに入りたいという気持ち
がさらに勉強へのやる気につながり、
実際にランキングに入った時は、嬉し
さや満足感がありました。
　面接での回答等を考えることなど、
ずっと先延ばしにしてしまいましたが、
時間を見つけ、早めに考えておくほう
が良いです。本番の面接では、自分
の考えに一貫性を持たせることを心
がけ、笑顔を絶やさないようにしたので、
明るい印象を残すことができ、質問に対して一生懸命答える姿勢
を見せて面接官にお褒めの言葉もいただきました。
　試験当日は、他の受験生がスゴそうに見えますが、「みんな自
分と同じ」と思い込んで心を落ち着かせて頑張ってください！

　私は、本格的に勉強を始めたのが
年明けだったので、手が回らない科
目が多くなってしまいました。勉強を
するのは面倒くささを感じると思いま
すが、こらえて少しでも早く本気に
なったほうが良いです。
　講義はほとんど出席し、模試は上
位ランキングに入りたいという気持ち
がさらに勉強へのやる気につながり、
実際にランキングに入った時は、嬉し
さや満足感がありました。
　面接での回答等を考えることなど、
ずっと先延ばしにしてしまいましたが、
時間を見つけ、早めに考えておくほう
が良いです。本番の面接では、自分
の考えに一貫性を持たせることを心
がけ、笑顔を絶やさないようにしたので、
明るい印象を残すことができ、質問に対して一生懸命答える姿勢
を見せて面接官にお褒めの言葉もいただきました。
　試験当日は、他の受験生がスゴそうに見えますが、「みんな自
分と同じ」と思い込んで心を落ち着かせて頑張ってください！

鹿児島校

　鹿児島市上級（一般事務）　最終合格

仮屋　拓朗さん ～龍谷大学～

2017年度

『「焦らない」、「諦めない」が大事』
　アカデミーに通ってよかったのは、
生講義での授業のため、独学に比べ
何より理解度に差が出る点だと思い
ます。
　また、面接対策ができたことも大き
かったです。面接対策は、自己分析
等まとめたノートを十回読むより、一
回の実践練習です。模擬面接は、可
能な限り積極的に受けていきましょう。
また、集団討論対策が必要な場合、
絶対に対策を受けましょう。一人では
できません！
　これから受験される方は、とにかく
最後まで諦めない、そして自分の武
器を持つことが大切です。得意な分
野、好きな科目、これは自分の得点源にできるというのが一つで
もあると試験の時に少しは落ち着いて挑めます。
　「焦らない」、「諦めない」がとにかく大事です。最後にどうなっ
ているかなんて、その時にしか分かりません。

　アカデミーに通ってよかったのは、
生講義での授業のため、独学に比べ
何より理解度に差が出る点だと思い
ます。
　また、面接対策ができたことも大き
かったです。面接対策は、自己分析
等まとめたノートを十回読むより、一
回の実践練習です。模擬面接は、可
能な限り積極的に受けていきましょう。
また、集団討論対策が必要な場合、
絶対に対策を受けましょう。一人では
できません！
　これから受験される方は、とにかく
最後まで諦めない、そして自分の武
器を持つことが大切です。得意な分
野、好きな科目、これは自分の得点源にできるというのが一つで
もあると試験の時に少しは落ち着いて挑めます。
　「焦らない」、「諦めない」がとにかく大事です。最後にどうなっ
ているかなんて、その時にしか分かりません。

鹿児島校

　宮崎県上級（一般行政）　最終合格

矢野　雅也さん

2017年度

現役合格現役合格

～鳴門教育大学大学院～

　東京アカデミーは、サポートが充実
しており、先生方の丁寧なご指導は
もちろん、事務局の方にも相談に
のっていただいたり、とてもお世話に
なりました。そして、一緒に頑張る仲
間がいたことも、私にとってすごくプ
ラスになりました。時には、良きライ
バルとして切磋琢磨し合えたり、相
談できる相手がいたことは、通学講
座ならではの良さだと思います。
　私は、とにかく授業をしっかり聞くこ
とが大切だと思います。授業で先生
がおっしゃったことを自分のものにす
ることが、問題を確実に解くことの近
道だと思っていました。
　あと、どんなに忙しくても睡眠時間は
必ずとるなど、規則正しい生活を心がけた方がいいと思います。
受験は最後は体力勝負です。万全の態勢で試験を迎えるために
も、勉強するときは勉強する、休むときは休むなど、メリハリを
しっかりつけながら頑張ってください！

　東京アカデミーは、サポートが充実
しており、先生方の丁寧なご指導は
もちろん、事務局の方にも相談に
のっていただいたり、とてもお世話に
なりました。そして、一緒に頑張る仲
間がいたことも、私にとってすごくプ
ラスになりました。時には、良きライ
バルとして切磋琢磨し合えたり、相
談できる相手がいたことは、通学講
座ならではの良さだと思います。
　私は、とにかく授業をしっかり聞くこ
とが大切だと思います。授業で先生
がおっしゃったことを自分のものにす
ることが、問題を確実に解くことの近
道だと思っていました。
　あと、どんなに忙しくても睡眠時間は
必ずとるなど、規則正しい生活を心がけた方がいいと思います。
受験は最後は体力勝負です。万全の態勢で試験を迎えるために
も、勉強するときは勉強する、休むときは休むなど、メリハリを
しっかりつけながら頑張ってください！

　国立大学法人（九州事務） 最終合格

『受験は体力勝負』

鹿児島校 今井　妙さん

2017年度
　(内定先；鹿屋体育大学)

　鹿児島県上級（総合行政）　最終合格

田宮　朋晃さん

2017年度
～鹿児島大学～

　民法や行政法など、学んだことがな
い分野について、ゼロから学ぶにあ
たって、カリキュラムの下で分かりや
すく説明していただいたため、吸収し
やすいといった点で独学よりも優れて
いると思いました。また、ちょうどいい
スピードで授業が進む点も自分の勉
強のスタイルとマッチしていました。
　これから受験される方は、「試験勉
強のために勉強している」という姿勢
だと、勉強が嫌になることもあると思
いますが、試験のことはひとまず置い
ておき、純粋に自分の知的好奇心か
ら各科目に取り組めると、心の余裕に
もなるかと思います。
　また、勉強だけでなく、大学での専攻や趣味、バイト、サークル
など、自分がこれまでやってきたことをもう一度振り返り、社会の
中の自分ということを改めて考えると、自己 などに役立つかも
しれません。

PR

　民法や行政法など、学んだことがな
い分野について、ゼロから学ぶにあ
たって、カリキュラムの下で分かりや
すく説明していただいたため、吸収し
やすいといった点で独学よりも優れて
いると思いました。また、ちょうどいい
スピードで授業が進む点も自分の勉
強のスタイルとマッチしていました。
　これから受験される方は、「試験勉
強のために勉強している」という姿勢
だと、勉強が嫌になることもあると思
いますが、試験のことはひとまず置い
ておき、純粋に自分の知的好奇心か
ら各科目に取り組めると、心の余裕に
もなるかと思います。
　また、勉強だけでなく、大学での専攻や趣味、バイト、サークル
など、自分がこれまでやってきたことをもう一度振り返り、社会の
中の自分ということを改めて考えると、自己PRなどに役立つかも
しれません。

鹿児島校

『知的好奇心から勉強に取り組む』

現役合格

　鹿児島市上級（一般事務）　最終合格

池平　雅司さん ～鹿児島大学～

2017年度

『わざわざ通う価値がある東アカ』
　私が大学に在籍していた時は、大
学内での公務員講座を受講していて
いました。正直に申し上げて、東京ア
カデミーの方が断然優れていると感
じます。講師の質や内容はもちろん、
二次試験対策や事務局のフォロー、
使用する教材まで全てです。東京ア
カデミーには、わざわざ通う価値があ
ると思います。
　内定を勝ち取るための確率を上げ
るためには、日々の講義の復習や過
去問演習に加え、新聞等を読んで社
会全体を見渡し、それについて自分
の意見を持てるようにすること、希望
する官庁・自治体の取組みを早い段
階から探ることが重要だと思います。
　また、常に面接試験のことを頭に入れておくことも大事です。二
次試験の対策をする方が、はるかに体力と精神力を削ります。
　時にはリフレッシュすることも忘れないでください。取り組む効率
が大きく変わってきます。皆さんの健闘をお祈りしています。

　私が大学に在籍していた時は、大
学内での公務員講座を受講していて
いました。正直に申し上げて、東京ア
カデミーの方が断然優れていると感
じます。講師の質や内容はもちろん、
二次試験対策や事務局のフォロー、
使用する教材まで全てです。東京ア
カデミーには、わざわざ通う価値があ
ると思います。
　内定を勝ち取るための確率を上げ
るためには、日々の講義の復習や過
去問演習に加え、新聞等を読んで社
会全体を見渡し、それについて自分
の意見を持てるようにすること、希望
する官庁・自治体の取組みを早い段
階から探ることが重要だと思います。
　また、常に面接試験のことを頭に入れておくことも大事です。二
次試験の対策をする方が、はるかに体力と精神力を削ります。
　時にはリフレッシュすることも忘れないでください。取り組む効率
が大きく変わってきます。皆さんの健闘をお祈りしています。

鹿児島校

～鹿児島大学～

　東アカは、自習室でいつも誰かしら
勉強していたので、大いに刺激になり
ました。やる気が出ないときも、東ア
カに行けば、周りを見てがんばろうと
思えたことが一番よかったと思います。
　数的推理や文章理解といった科目
は、まとめてやるのではなく、毎日何
問解くかを決めてやった方がいいと
思います。あと、一問に何分も固執す
るのではなく、三分たったらとばしたり、
解答を見るなど、スピード感や時間を
意識して取り組むといいと思います。
　講義があるうちは、講義と復習さえ
やっていれば十分だと思います。や
る気が出ないときは、とりあえず東アカ
に行き、自習室を利用することをおススメします。一人で勉強する
するのは、なかなか辛いので、誰かと一緒にやるとか、この人に
は負けないといったライバルを決めると、より一層頑張れると思
います。

　東アカは、自習室でいつも誰かしら
勉強していたので、大いに刺激になり
ました。やる気が出ないときも、東ア
カに行けば、周りを見てがんばろうと
思えたことが一番よかったと思います。
　数的推理や文章理解といった科目
は、まとめてやるのではなく、毎日何
問解くかを決めてやった方がいいと
思います。あと、一問に何分も固執す
るのではなく、三分たったらとばしたり、
解答を見るなど、スピード感や時間を
意識して取り組むといいと思います。
　講義があるうちは、講義と復習さえ
やっていれば十分だと思います。や
る気が出ないときは、とりあえず東アカ
に行き、自習室を利用することをおススメします。一人で勉強する
するのは、なかなか辛いので、誰かと一緒にやるとか、この人に
は負けないといったライバルを決めると、より一層頑張れると思
います。

　鹿児島県上級（総合行政） 最終合格

『とにかく東アカに行く』

鹿児島校 原　研太さん

2017年度

現役合格

～鹿児島大学～

　東京アカデミーに通ってよかったと
思う点は、まず、授業がとても分かり
やすいところです。頭に入って来やす
く、理解しやすかったです。また、過
去の論文の問題や、面接の質問例が
豊富なところも試験の際にとても役立
ちました。論文の添削や面接の練習
が十分にできるところもよかったと思
う点です。
　私は、講義をしっかり聞き、不明な
点がないように気を付けていました。
自習では、テキストを読み込んで問題
を解き、また、過去問の論文問題や
質問例は、こまめに見て、試験を受け
る際の参考にしていました。
　公務員試験は、とても範囲が広く、
難しい科目もあります。日々の授業に
しっかり出て、復習をするなどして、分からないところをそのまま
にしないで分かるところを増やしていくことが大切です。
　精神的に辛い時もあると思いますが、焦らずに自分のペースで
しっかり勉強していってください。

　東京アカデミーに通ってよかったと
思う点は、まず、授業がとても分かり
やすいところです。頭に入って来やす
く、理解しやすかったです。また、過
去の論文の問題や、面接の質問例が
豊富なところも試験の際にとても役立
ちました。論文の添削や面接の練習
が十分にできるところもよかったと思
う点です。
　私は、講義をしっかり聞き、不明な
点がないように気を付けていました。
自習では、テキストを読み込んで問題
を解き、また、過去問の論文問題や
質問例は、こまめに見て、試験を受け
る際の参考にしていました。
　公務員試験は、とても範囲が広く、
難しい科目もあります。日々の授業に
しっかり出て、復習をするなどして、分からないところをそのまま
にしないで分かるところを増やしていくことが大切です。
　精神的に辛い時もあると思いますが、焦らずに自分のペースで
しっかり勉強していってください。

　鹿児島中級（一般事務） 最終合格

『授業の内容が頭に入ってくる！』

鹿児島校 吉村　愛望さん

2017年度

山下　雅弘さん ～鹿児島国際大学～

『自分のリズムで』
　高校の時の友達が通って公務員試
験に合格していたので、通学すること
を決めました。
　勉強するにあたり、まず、講義で先
生方が話すことをしかり聞くこと、また、
講義の板書をしっかりまとめること、
参考書や問題集を使いこなし、問題
は何度も解くことを心がけました。
　また、講義をしっかり受けるのはも
ちろんですが、ガイダンスで最新の情
報を集め、模試で自分の状況をしっ
かりと把握することにも努めました。
　勉強をして感じたこととして、自分の
リズムで勉強することが大切であると
いうことと、講義での先生方の話は、
絶対に聞き逃さないということです。
　最終合格できたのは、他人は他人、自分は自分で、しっかり自
分のリズムで勉強できたからだと思います。また、周囲の方のア
ドバイス等は、素直に聞き、どんどん吸収することも大切です。

　高校の時の友達が通って公務員試
験に合格していたので、通学すること
を決めました。
　勉強するにあたり、まず、講義で先
生方が話すことをしかり聞くこと、また、
講義の板書をしっかりまとめること、
参考書や問題集を使いこなし、問題
は何度も解くことを心がけました。
　また、講義をしっかり受けるのはも
ちろんですが、ガイダンスで最新の情
報を集め、模試で自分の状況をしっ
かりと把握することにも努めました。
　勉強をして感じたこととして、自分の
リズムで勉強することが大切であると
いうことと、講義での先生方の話は、
絶対に聞き逃さないということです。
　最終合格できたのは、他人は他人、自分は自分で、しっかり自
分のリズムで勉強できたからだと思います。また、周囲の方のア
ドバイス等は、素直に聞き、どんどん吸収することも大切です。

鹿児島校

現役合格

　鹿児島県警察官Ａ　最終合格2017年度



～鹿児島大学～

『理系の自分も安心して受講できました』

2017年度

『すべての基礎に「講義」がある』

　鹿児島県中級（一般事務）　最終合格

栫　拓也さん ～第一工業大学～鹿児島校

　私は、鹿児島県の発展のために、
県全体の問題や課題等を解決する
サポートを行いたいと思い、受験しま
した。県職員になりたいという強い思
いを最後まで持ち続け、その思いが
面接官に伝えられたのが最終合格
できたひとつの要因だと思います。
　私の大学は理系なので、法律系や
経済系などの文系教科はなじみが
ありませんでしたが、それらを一から
しっかり勉強できる環境だったことが、
アカデミーに入って本当によっかたと
思う点です。また、模擬試験で、時間
配分や雰囲気を確認できたこともよ
かったです。
　自分の受ける自治体や職種に対して強い思いを持って勉強
することをおススメします。そうすれば一次試験対策の勉強に
も熱が入ると思いますし、面接の時は、その強い思いが面接
官に伝わり、好印象を持ってくれると思います。

　私は、鹿児島県の発展のために、
県全体の問題や課題等を解決する
サポートを行いたいと思い、受験しま
した。県職員になりたいという強い思
いを最後まで持ち続け、その思いが
面接官に伝えられたのが最終合格
できたひとつの要因だと思います。
　私の大学は理系なので、法律系や
経済系などの文系教科はなじみが
ありませんでしたが、それらを一から
しっかり勉強できる環境だったことが、
アカデミーに入って本当によっかたと
思う点です。また、模擬試験で、時間
配分や雰囲気を確認できたこともよ
かったです。
　自分の受ける自治体や職種に対して強い思いを持って勉強
することをおススメします。そうすれば一次試験対策の勉強に
も熱が入ると思いますし、面接の時は、その強い思いが面接
官に伝わり、好印象を持ってくれると思います。

　東京アカデミーに入ってとにかくよ
かったと思うのは、面接対策が充実
していたことです。集団討論なども相
談して練習を組んでもらったり、進路
や試験の仕組みで分からないことが
あれば、いつでも相談できることがと
ても心強くありがたいと思いました。
　資料などもいつでも閲覧できたり、
通っていれば自然と試験に関する情
報が手に入れられるのがとても大き
いメリットであると感じました。
　私は、講義にはしっかりと参加すべ
きだと思います。先生のお話された
ことを試験中に思い出したり、答えに
つながることもありました。復習など、
すべての基礎に講義があると感じました。
　公務員受験は長期戦になるので、メンタルを自分で管理する
のが大切であり辛い部分ですが、周りが就活ムードになるが、
焦らず自分のペースを維持することがポイントだと思います。

　東京アカデミーに入ってとにかくよ
かったと思うのは、面接対策が充実
していたことです。集団討論なども相
談して練習を組んでもらったり、進路
や試験の仕組みで分からないことが
あれば、いつでも相談できることがと
ても心強くありがたいと思いました。
　資料などもいつでも閲覧できたり、
通っていれば自然と試験に関する情
報が手に入れられるのがとても大き
いメリットであると感じました。
　私は、講義にはしっかりと参加すべ
きだと思います。先生のお話された
ことを試験中に思い出したり、答えに
つながることもありました。復習など、
すべての基礎に講義があると感じました。
　公務員受験は長期戦になるので、メンタルを自分で管理する
のが大切であり辛い部分ですが、周りが就活ムードになるが、
焦らず自分のペースを維持することがポイントだと思います。

鹿児島校

　北九州市上級（行政）特別枠 最終合格

岩元　友芳さん

2017年度 　鹿児島県警察官Ａ　最終合格

的場　利樹さん ～鹿児島国際大学～

2017年度

『自分が働く姿をイメージして』
　アカデミーでの鹿児島県警の説明
会等に参加し、話を聞くうちに、警察
官になって鹿児島を守る一人になり
たいと思うようになりました。また、白
バイ隊に入りたいと思うようにもなり
ました。
　合格できたポイントは「白バイに乗
りたい」という強い意志・目標があっ
たからだと思います。
　尚、共に警察官を目指すライバル
がいたことが、アカデミーに通って一
番よかったと思う点です。一人ではく
じけそうになっても、互いに刺激し合
えるライバルがいたことで自分ももっ
と頑張ろうと思えました。
　勉強する範囲もとても広く、なかなか成績が上がらなかったり、
やる気が起きないこともあると思います。そんな時は、自分がな
りたい職業の制服姿をイメージしたり、働いている姿をイメージし
てモチベーションを上げていってください!

　アカデミーでの鹿児島県警の説明
会等に参加し、話を聞くうちに、警察
官になって鹿児島を守る一人になり
たいと思うようになりました。また、白
バイ隊に入りたいと思うようにもなり
ました。
　合格できたポイントは「白バイに乗
りたい」という強い意志・目標があっ
たからだと思います。
　尚、共に警察官を目指すライバル
がいたことが、アカデミーに通って一
番よかったと思う点です。一人ではく
じけそうになっても、互いに刺激し合
えるライバルがいたことで自分ももっ
と頑張ろうと思えました。
　勉強する範囲もとても広く、なかなか成績が上がらなかったり、
やる気が起きないこともあると思います。そんな時は、自分がな
りたい職業の制服姿をイメージしたり、働いている姿をイメージし
てモチベーションを上げていってください!

鹿児島校

現役合格
現役合格現役合格

田中　千裕さん

2017年度
～鹿児島大学～

『不安を払拭するため日々勉強』
　講義では、試験に出るポイントを分
かりやすく教えてくださるので、出来る
だけ出席するようにしました。不明な
点や、疑問点があった際は、先生に
質問をして、すぐに解決するようにし
ました。
　予習は行わず、講義の復習を中心
とした勉強をしました。また、講義後、
自習室が閉まるまで、また、講義がな
い日も、自習室が空いている時間は、
ほとんど自習室を利用しました。
　私は、二年半職歴があり、不安な気
持ちが強くありました。不安な気持ち
を払拭するためには、志望先に合格
するしかなく、志望先に合格するため
には勉強するしかありません。
　東アカで受講中は、勉強を最優先にしました。志望先の試験日
までは、長いようであっという間です。悔いの残らないよう試験ま
での日々を過ごしてください。

　講義では、試験に出るポイントを分
かりやすく教えてくださるので、出来る
だけ出席するようにしました。不明な
点や、疑問点があった際は、先生に
質問をして、すぐに解決するようにし
ました。
　予習は行わず、講義の復習を中心
とした勉強をしました。また、講義後、
自習室が閉まるまで、また、講義がな
い日も、自習室が空いている時間は、
ほとんど自習室を利用しました。
　私は、二年半職歴があり、不安な気
持ちが強くありました。不安な気持ち
を払拭するためには、志望先に合格
するしかなく、志望先に合格するため
には勉強するしかありません。
　東アカで受講中は、勉強を最優先にしました。志望先の試験日
までは、長いようであっという間です。悔いの残らないよう試験ま
での日々を過ごしてください。

鹿児島校

　鹿児島市上級（一般事務）　最終合格

～鹿児島大学～

　東京アカデミーは、テキスト、講義
が良く、中でも講師の先生方の熱意
が素晴らしく、勉強にのめり込めまし
た。また、講義は楽しく、過去問集の
出たＤＡＴＡ問も問題量があり、飽き
ずに取り組めました。
　私の勉強法は、講義をしっかり聞
いて理解し、ノートに書いてまとめる
といったものです。実践問題に取り
掛かったのは、 月で、一般知識科
目は、講義を思い出しながら 科目
章毎に 問ずつ過去問を解きました。

判断・数的は、 週間毎日 時間ほど、
それのみ解く期間を置いて、講義内
容を定着させました。一般知識、一般
知能のいずれも過去問演習はとても大切だと思います。
　勉強がつまらないとならないように、勉強にのめり込み過ぎず
に、友人と話したり、スポーツを楽しんだりすることも大切だと思
います。
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　東京アカデミーは、テキスト、講義
が良く、中でも講師の先生方の熱意
が素晴らしく、勉強にのめり込めまし
た。また、講義は楽しく、過去問集の
出たＤＡＴＡ問も問題量があり、飽き
ずに取り組めました。
　私の勉強法は、講義をしっかり聞
いて理解し、ノートに書いてまとめる
といったものです。実践問題に取り
掛かったのは、3月で、一般知識科
目は、講義を思い出しながら1科目
1章毎に5問ずつ過去問を解きました。
判断・数的は、1週間毎日8時間ほど、
それのみ解く期間を置いて、講義内
容を定着させました。一般知識、一般
知能のいずれも過去問演習はとても大切だと思います。
　勉強がつまらないとならないように、勉強にのめり込み過ぎず
に、友人と話したり、スポーツを楽しんだりすることも大切だと思
います。

　熊本県上級（農業）　最終合格

『熱意ある講義で勉強にのめり込めた』

鹿児島校 津田　尚明さん

2017年度

現役合格

～志學館大学～

　公務員を目指す友達がおり、一緒に
東京アカデミーに入会しました。はじ
めは、警察官と消防官のどちらも目指
していましたが、警察官試験の最終合
格を早い時期にいただいたので、消
防官の試験を受ける前に、警察官に
なることを決意しました。
　私の性格上、独学だと勉強しなく
なってしまうので、東京アカデミーに
通ったおかげで、集中力や勉強に対
する姿勢が身に付いて本当に良かっ
たと思います。
　私は、講義や模擬試験など、受けら
れるものはしっかりと受け、復習を主
とした勉強を行いました。
　講義は真面目に受け、自宅に帰ったあとの自主学習を、
30分でも1時間でもいいので時間を決めてやれば、絶対後々
結果に出ると思います。目標に向かってがんばってください。

　公務員を目指す友達がおり、一緒に
東京アカデミーに入会しました。はじ
めは、警察官と消防官のどちらも目指
していましたが、警察官試験の最終合
格を早い時期にいただいたので、消
防官の試験を受ける前に、警察官に
なることを決意しました。
　私の性格上、独学だと勉強しなく
なってしまうので、東京アカデミーに
通ったおかげで、集中力や勉強に対
する姿勢が身に付いて本当に良かっ
たと思います。
　私は、講義や模擬試験など、受けら
れるものはしっかりと受け、復習を主
とした勉強を行いました。
　講義は真面目に受け、自宅に帰ったあとの自主学習を、
30分でも1時間でもいいので時間を決めてやれば、絶対後々
結果に出ると思います。目標に向かってがんばってください。

　鹿児 島県警察官Ａ  最終合格

『集中力や勉強に対する姿勢が身に付いた』

鹿児島校 石元　勇也さん

2017年度

現役合格

酒瀬川　美里さん

　国税専門官　最終合格

山田　賢一朗さん ～鹿児島大学～

『模試で10点台からの怒涛の追い込み』

2017年度
～鹿児島大学～

『“最終合格”するために』

鹿児島校

　公務員試験に向けて学習を頑張ら
ないといけない時期が、大学の授業
の忙しい時期と重なっていたため、当
初は、簡単な勉強しかできませんでし
た。そのせいか、専門の点数が全く
上がらず焦りましたが、試験二カ月前
から、東アカの授業以外も友達と朝
から晩まで勉強した結果、なんとか平
均点は取れるようになりました。
　講義には、全部出席するぐらいの
意気込みで挑みました。専門科目の
テキストは、何回も繰り返し見ること
で、内容が少しでも頭に残るようにし
ていました。
　模擬試験で点数が低くて悩んでいる
人も、試験前の追い込み次第でなんとでもなると思います。実際、
自分が模擬試験の専門で 点台しか取れていなかったのが、本
番では 割以上取ることができました。尚、勉強も頑張ってほしい
ですが、しっかり休むことも大事だと思います。
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　公務員試験に向けて学習を頑張ら
ないといけない時期が、大学の授業
の忙しい時期と重なっていたため、当
初は、簡単な勉強しかできませんでし
た。そのせいか、専門の点数が全く
上がらず焦りましたが、試験二カ月前
から、東アカの授業以外も友達と朝
から晩まで勉強した結果、なんとか平
均点は取れるようになりました。
　講義には、全部出席するぐらいの
意気込みで挑みました。専門科目の
テキストは、何回も繰り返し見ること
で、内容が少しでも頭に残るようにし
ていました。
　模擬試験で点数が低くて悩んでいる
人も、試験前の追い込み次第でなんとでもなると思います。実際、
自分が模擬試験の専門で10点台しか取れていなかったのが、本
番では6割以上取ることができました。尚、勉強も頑張ってほしい
ですが、しっかり休むことも大事だと思います。

鹿児島校

　鹿児島市上級（一般事務）　最終合格2017年度

　私は、公務員のみを志望していま
したので、できるだけ多くの試験を
受験しました。最終合格できたポイ
ントとして、①自己分析を行う　②自
治体の情報を収集する　③志望動
機をしっかり考える　④自治体にど
のように貢献していくのか考える　
⑤自治体の問題点を把握する　の
５つを心がけたことが挙げられます。
また、面接の過去の質問例を見て、
自分はどう答えるかを考えたり、今
までの人生の中での出来事を振り
返り、自分の強みをしっかりと把握
した上で、アカデミーの面接練習を
活用しました。

もちろん一次試験合格も大切ですが、最終合格できなけ
れば意味がありません。自己分析や受験先の情報収集を、
早くから少しでも行うことが大切だと思います。先を見据えて
頑張ってください。

　私は、公務員のみを志望していま
したので、できるだけ多くの試験を
受験しました。最終合格できたポイ
ントとして、①自己分析を行う　②自
治体の情報を収集する　③志望動
機をしっかり考える　④自治体にど
のように貢献していくのか考える　
⑤自治体の問題点を把握する　の
５つを心がけたことが挙げられます。
また、面接の過去の質問例を見て、
自分はどう答えるかを考えたり、今
までの人生の中での出来事を振り
返り、自分の強みをしっかりと把握
した上で、アカデミーの面接練習を
活用しました。

もちろん一次試験合格も大切ですが、最終合格できなけ
れば意味がありません。自己分析や受験先の情報収集を、
早くから少しでも行うことが大切だと思います。先を見据えて
頑張ってください。

現役合格 現役合格

～鹿児島大学～

『勉強ができる環境に“感謝”』
　生まれ故郷である熊本市で市民の
ために働きたいという気持ちがあり、
志望しました。最終合格するために
は、そこで働きたいというこだわりを
持ち、自分がそこで何ができるのか
しっかり分析することが必要だと思
います。
　私の勉強方法としては、予習は全
くせず、授業で習ったところの復習だ
けに力を入れました。また、授業は
わかりやすく、多少しつこいくらい先
生に質問して解決できたことは、東
アカに通って特によかった思う点で
す。
　同じ目標に向けて取り組む東アカ
の仲間に色々相談し、お互い刺激し合
いながら取り組めば、困難も乗り越えられると思います。そして、
公務員になりたいという強い思いを持ち、勉強ができるという環
境に『感謝』すれば必ず大丈夫だと思います。上手くいかない時
期があっても、決して最後まで諦めずがんばってください!!

　生まれ故郷である熊本市で市民の
ために働きたいという気持ちがあり、
志望しました。最終合格するために
は、そこで働きたいというこだわりを
持ち、自分がそこで何ができるのか
しっかり分析することが必要だと思
います。
　私の勉強方法としては、予習は全
くせず、授業で習ったところの復習だ
けに力を入れました。また、授業は
わかりやすく、多少しつこいくらい先
生に質問して解決できたことは、東
アカに通って特によかった思う点で
す。
　同じ目標に向けて取り組む東アカ
の仲間に色々相談し、お互い刺激し合
いながら取り組めば、困難も乗り越えられると思います。そして、
公務員になりたいという強い思いを持ち、勉強ができるという環
境に『感謝』すれば必ず大丈夫だと思います。上手くいかない時
期があっても、決して最後まで諦めずがんばってください!!

鹿児島校

　熊本市上級(事務職) 最終合格

現役合格

2017年度
永野　啓太さん

～鹿児島大学～～鹿児島大学～

～山口大学～

『受験先のアドバイスに感謝』

　裁判所事務官という仕事についてほとんど知らなかったのですが、個別面談で受験のアドバイスをもらったことに本当に感謝しています。　
勉強についてですが、苦手科目もバランスよく取り組むために、勉強した科目と勉強時間をアプリに記録してグラフ化して、目で見て勉強量が分
かるようにしていました。また、私は通学時間が長かったので、通学中に覚えるための単語帳を作成して活用していました。覚えた人物や用語は、
捨てていき、勉強する度に単語帳を薄くしていきました。
　これが正しいという一般論ではなく、自分に合った勉強法、勉強する時間帯を見つけて効率的に勉強に取り組むことが大切だと思います。また、
解けない問題を本番までにいかに減らすことができるかも大切だと思います。志望先の問題傾向や解きやすい科目を調べてから勉強すると、より
短い勉強時間で正解数を増やすことができるのではと考えます。

　裁判所事務官という仕事についてほとんど知らなかったのですが、個別面談で受験のアドバイスをもらったことに本当に感謝しています。　
勉強についてですが、苦手科目もバランスよく取り組むために、勉強した科目と勉強時間をアプリに記録してグラフ化して、目で見て勉強量が分
かるようにしていました。また、私は通学時間が長かったので、通学中に覚えるための単語帳を作成して活用していました。覚えた人物や用語は、
捨てていき、勉強する度に単語帳を薄くしていきました。
　これが正しいという一般論ではなく、自分に合った勉強法、勉強する時間帯を見つけて効率的に勉強に取り組むことが大切だと思います。また、
解けない問題を本番までにいかに減らすことができるかも大切だと思います。志望先の問題傾向や解きやすい科目を調べてから勉強すると、より
短い勉強時間で正解数を増やすことができるのではと考えます。

　鹿屋市は、自分が生まれ育った場所ということもあって受験
を決めました。
　東京アカデミーでは、独学でテキストのみで勉強するのに比
べて、内容を詳しく説明してくださるので理解が深まります。ま
た、出題傾向なども教えてくださり、重点を絞って勉強すること
ができると思います。先生方は、質問にしっかりと答えてくださ
るので、どんどん質問したほうが良いと思います。あと、事務局
の方も相談に乗ってくださるので心強かったです。
　私は、講義の時間内でしっかりと頭に入るように集中して聞く
ことを心がけました。ノートはとらず、テキストに重要だと思うこ
とを書き加え、テキストの本文とポイントを一緒に見返すことが
出来るようにしました。「出た 問」もただ問題を解いて終わ
りではなく、出来た問題、出来なかった問題のどちらも一回、テ
キストや解答・解説と照らし合わせて復習に力を入れることが
大切だと思います。
　一緒に頑張れる友達や仲間はとても心強いです。お互いに
励まし合って、高めあいながら合格をつかんでほしいです。最
後まで諦めずに頑張ってください

DATA

!!!!

　鹿屋市は、自分が生まれ育った場所ということもあって受験
を決めました。
　東京アカデミーでは、独学でテキストのみで勉強するのに比
べて、内容を詳しく説明してくださるので理解が深まります。ま
た、出題傾向なども教えてくださり、重点を絞って勉強すること
ができると思います。先生方は、質問にしっかりと答えてくださ
るので、どんどん質問したほうが良いと思います。あと、事務局
の方も相談に乗ってくださるので心強かったです。
　私は、講義の時間内でしっかりと頭に入るように集中して聞く
ことを心がけました。ノートはとらず、テキストに重要だと思うこ
とを書き加え、テキストの本文とポイントを一緒に見返すことが
出来るようにしました。「出たDATA問」もただ問題を解いて終わ
りではなく、出来た問題、出来なかった問題のどちらも一回、テ
キストや解答・解説と照らし合わせて復習に力を入れることが
大切だと思います。
　一緒に頑張れる友達や仲間はとても心強いです。お互いに
励まし合って、高めあいながら合格をつかんでほしいです。最
後まで諦めずに頑張ってください!!!!

『集中して講義を受けよう』 『最後は気持ちの勝負』
　公務員試験は、長期間の戦いで、先の見えない勉強量に精神

的にも体力的にも辛いと思うこともありました。そんな時は、気分

転換や息抜きをしてリセットするのもいいと思います。へこたれそ

うな時ほど、東アカに行って気持ちを引き締めていました。また、

同じ目標に向かって頑張るみんなの姿に勇気づけられ、モチ

ベーションを保つことができました。苦しみをわかり合える友人や

経験豊富な先生方、スタッフの方にも支えられ、日に日に自信を

つけていくことができました。限られた時間の中で、効率よくこな

せたのは、東京アカデミーのおかげだと思います。
　私は、みんなよりも勉強を始めたのが遅く、不安な気持ちもあり

ましたが、自分を信じて、先生方やスタッフの方を信じて、あきら

めずに取り組んだ結果、三つの内定をいただくことができました。
　きっと、こんなに勉強することは人生でそう何度もありませんし、

やるからには全力で立ち向かった方が自分のためにもなります。

最後は気持ちの勝負です。あきらめずに頑張ってください。

　公務員試験は、長期間の戦いで、先の見えない勉強量に精神

的にも体力的にも辛いと思うこともありました。そんな時は、気分

転換や息抜きをしてリセットするのもいいと思います。へこたれそ

うな時ほど、東アカに行って気持ちを引き締めていました。また、

同じ目標に向かって頑張るみんなの姿に勇気づけられ、モチ

ベーションを保つことができました。苦しみをわかり合える友人や

経験豊富な先生方、スタッフの方にも支えられ、日に日に自信を

つけていくことができました。限られた時間の中で、効率よくこな

せたのは、東京アカデミーのおかげだと思います。
　私は、みんなよりも勉強を始めたのが遅く、不安な気持ちもあり

ましたが、自分を信じて、先生方やスタッフの方を信じて、あきら

めずに取り組んだ結果、三つの内定をいただくことができました。
　きっと、こんなに勉強することは人生でそう何度もありませんし、

やるからには全力で立ち向かった方が自分のためにもなります。

最後は気持ちの勝負です。あきらめずに頑張ってください。

　鹿屋市上級（一般事務）　最終合格 　東京特別区Ⅰ類（事務） 最終合格

　裁判所事務官（大卒程度） 最終合格

鹿児島校

鹿児島校

鹿児島校 高校時代からの友達みんなで

現役合格できました!高校時代からの友達みんなで

現役合格できました!

現役合格 現役合格 現役合格

津曲　成佳さん

2017年度 2017年度

三原　梨紗子さん

2017年度

久木山　美咲さん



　鹿児島県警察官Ａ　最終合格

荷掛　大地さん

2017年度
～鹿児島大学～

『先生方を信じれば大丈夫！』
　警察官になりたいと意識したのは
高校の時でしたが、大学の時に、ア
ルバイト先に強盗が入り、その際の、
警察官の方々の仕事ぶりを見て、受
験を決意しました。
　警察官試験のポイントは、体力試
験と面接だと思います。体力試験を
苦手に感じる人は多いと思いますが、
ものすごくキツイことを求められてい
る訳ではなく、基本的に、普通の人
の体力があれば大丈夫です。一カ
月程度のトレーニングで問題なくい
けると思いますが、シャトルランなど、
なめてかかるとキツイものや、すべ
てにおいて基準を超えないといけな
いので、 種類しっかりこなしてください。
　面接は、自分の分析をしっかり行い、先生方と話し合いながら
対策を練りました。面接は、アカデミーの先生方を信じれば絶対
大丈夫だと思います。頑張ってください！
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　警察官になりたいと意識したのは
高校の時でしたが、大学の時に、ア
ルバイト先に強盗が入り、その際の、
警察官の方々の仕事ぶりを見て、受
験を決意しました。
　警察官試験のポイントは、体力試
験と面接だと思います。体力試験を
苦手に感じる人は多いと思いますが、
ものすごくキツイことを求められてい
る訳ではなく、基本的に、普通の人
の体力があれば大丈夫です。一カ
月程度のトレーニングで問題なくい
けると思いますが、シャトルランなど、
なめてかかるとキツイものや、すべ
てにおいて基準を超えないといけな
いので、4種類しっかりこなしてください。
　面接は、自分の分析をしっかり行い、先生方と話し合いながら
対策を練りました。面接は、アカデミーの先生方を信じれば絶対
大丈夫だと思います。頑張ってください！

鹿児島校

現役合格

　鹿児島市上級（一般事務）　最終合格

冨永　祐衣さん

2017年度

～鹿児島大学～

　大学生になり、長時間机で勉強する
ことがなかった中で、自習室が使え、
勉強だけに集中できる環境があった
のは本当に大きかったです。　
　私は、様々な試験を受験しましたが、
すべての試験に合格したわけではあ
りません。特に鹿児島県上級の一次
試験を通過できなかった時は、本当
にへこみました。でも、そこからまたひ
たすらに勉強を続けたことで第一志
望の鹿児島市に合格できたと思いま
す。
　公務員試験は、勉強を継続すること
が合格への近道であり、それが一番
難しいことです。ですが、自分の中で、
自信をもって戦えるほど頑張ることができれば、何らかの形で成
果は出ます。困ったら、周りの人に相談してなるべく早く自分に
合った勉強法を見つけて、自分に負けないよう努力してください。
応援しています!!

　大学生になり、長時間机で勉強する
ことがなかった中で、自習室が使え、
勉強だけに集中できる環境があった
のは本当に大きかったです。　
　私は、様々な試験を受験しましたが、
すべての試験に合格したわけではあ
りません。特に鹿児島県上級の一次
試験を通過できなかった時は、本当
にへこみました。でも、そこからまたひ
たすらに勉強を続けたことで第一志
望の鹿児島市に合格できたと思いま
す。
　公務員試験は、勉強を継続すること
が合格への近道であり、それが一番
難しいことです。ですが、自分の中で、
自信をもって戦えるほど頑張ることができれば、何らかの形で成
果は出ます。困ったら、周りの人に相談してなるべく早く自分に
合った勉強法を見つけて、自分に負けないよう努力してください。
応援しています!!

鹿児島校

『自信を持って戦えるように頑張る』

現役合格

　鹿児島県中級（一般事務）　最終合格

久島　脩平さん

2017年度
～鹿児島国際大学～

　東京アカデミーでは、公務員試験
対策に必要な情報を得られ、いつで
も事務局の方が相談に乗ってくれる
ところがよかったです。また、先生方
の教え方がとても分かりやすかった
ところも、通学してよかったと思う点
です。
　私は、民間企業を経験してからの
挑戦でしたので、公務員試験は、狭
き門という認識でした。学習に関して
は、理解できないところがあれば、必
ず何度も先生に質問しに行きました。
公務員試験勉強を毎日長時間取り
組むことは、みんな当たり前にやって
いるので、差をつけるとしたらここだと
私は思います。
　勉強はしているのに、なかなか結果が出ないときはとても苦し
かったです。しかし、粘り強く挑戦し、少しづつ結果が出始めたと
き、勉強をするのが楽しくなりました。

　東京アカデミーでは、公務員試験
対策に必要な情報を得られ、いつで
も事務局の方が相談に乗ってくれる
ところがよかったです。また、先生方
の教え方がとても分かりやすかった
ところも、通学してよかったと思う点
です。
　私は、民間企業を経験してからの
挑戦でしたので、公務員試験は、狭
き門という認識でした。学習に関して
は、理解できないところがあれば、必
ず何度も先生に質問しに行きました。
公務員試験勉強を毎日長時間取り
組むことは、みんな当たり前にやって
いるので、差をつけるとしたらここだと
私は思います。
　勉強はしているのに、なかなか結果が出ないときはとても苦し
かったです。しかし、粘り強く挑戦し、少しづつ結果が出始めたと
き、勉強をするのが楽しくなりました。

鹿児島校

『勉強するのが楽しくなった』

～同志社女子大学～瀬戸西　紗季さん～鹿児島大学～

　教員免許を取得していましたが、教員としてではなく、学校の事務
職員としての立場から仕事をしたいと考え、志望しました、
　私の勉強方法としては、授業の復習と、とにかくテキスト・レジュメ
をしっかり読み込むことに多くの時間を使いました。
　また、自分の苦手・得意科目を見つけ、新しいことをするのではな
く、基礎をしっかり定着させることにも力を入れ、授業で分からないも
のがあれば、先生に質問に行くように心がけました。
　テキストは頻出度が絞ってあり、テキストの質や先生の授業の質
は、勉強する上でとても良かったと感じました。また、一緒に努力す
る人が近くにいることで、情報を共有したり頑張ることができました。
　公務員試験はとても難しいものですが、とにかく自分を信じてあき
らめずにコツコツとやり続ける強い意志を持ってやることが大切です
が、メリハリをつけて勉強をすることや、休息もとることが大切である
と感じました。

　教員免許を取得していましたが、教員としてではなく、学校の事務
職員としての立場から仕事をしたいと考え、志望しました、
　私の勉強方法としては、授業の復習と、とにかくテキスト・レジュメ
をしっかり読み込むことに多くの時間を使いました。
　また、自分の苦手・得意科目を見つけ、新しいことをするのではな
く、基礎をしっかり定着させることにも力を入れ、授業で分からないも
のがあれば、先生に質問に行くように心がけました。
　テキストは頻出度が絞ってあり、テキストの質や先生の授業の質
は、勉強する上でとても良かったと感じました。また、一緒に努力す
る人が近くにいることで、情報を共有したり頑張ることができました。
　公務員試験はとても難しいものですが、とにかく自分を信じてあき
らめずにコツコツとやり続ける強い意志を持ってやることが大切です
が、メリハリをつけて勉強をすることや、休息もとることが大切である
と感じました。

『上質な授業やテキスト』 『年齢制限上限ギリギリで合格できました！』
　教育事務として児童、生徒、教員のサポートを行いたい、学校運営に
携わりたい、と考えていたため受験しました。
　合格できたポイントは、自分が目指す職種を絞ったことと、絶対教育事
務に合格したいという強い意志を持てたことだと思います。
　私は、大学で公務員に必要な知識の勉強を行っていなかったため、全
ての講義にしっかり参加しました。専門科目については、全くの未知の
世界だったため、テキストを見て、出た問を解くことを4～5回繰り返しまし
た。その中でも、問題が解けていないものについては、解説を穴埋め形
式にし、暗記しました。
　東京アカデミーで、独学では思いつくことができない解き方をマスター
することができ、確実に一つ一つ丁寧に問題をこなせるようになりました。
また、分からないところを先生方に聞くことができるのは、通学して勉強
できるところの大きな強みだと思いました。

　教育事務として児童、生徒、教員のサポートを行いたい、学校運営に
携わりたい、と考えていたため受験しました。
　合格できたポイントは、自分が目指す職種を絞ったことと、絶対教育事
務に合格したいという強い意志を持てたことだと思います。
　私は、大学で公務員に必要な知識の勉強を行っていなかったため、全
ての講義にしっかり参加しました。専門科目については、全くの未知の
世界だったため、テキストを見て、出た問を解くことを4～5回繰り返しまし
た。その中でも、問題が解けていないものについては、解説を穴埋め形
式にし、暗記しました。
　東京アカデミーで、独学では思いつくことができない解き方をマスター
することができ、確実に一つ一つ丁寧に問題をこなせるようになりました。
また、分からないところを先生方に聞くことができるのは、通学して勉強
できるところの大きな強みだと思いました。

鹿児島校鹿児島校
教育事務の仕事

に邁進します！
教育事務の仕事

に邁進します！

　鹿児島県中級(教育事務) 最終合格2017年度

黒木　千尋さん

　鹿児島県中級(教育事務) 最終合格2017年度

～鹿児島大学大学院～

　学習方法として、講義をしっかり聞
いて、家に帰ってからテキストやレ
ジュメなどを1～2時間ほど復習して
いました。講義が終了して、本試験ま
での期間は、 日 時間ほど勉強しま
した。このときもテキストを何回も見
直して基礎を固めました。
　講義はとてもわかりやすく、数的推
理や判断推理、経済などは、あまり
勉強したことがなかったのですが、講
義を受けて基本がわかるようになっ
たと思います。また、面接練習では、
うまく答えられなかったところを先生
がアドバイスしてくださり、とても参考
になりました。
　勉強は、テキストをしっかり読んで、基本を覚えていくことが大
事だと思います。一週間に一日は休む日をつくるのもいいかもし
れません。勉強や面接練習など大変だと思いますが、目標に向
かって頑張ってください。
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　学習方法として、講義をしっかり聞
いて、家に帰ってからテキストやレ
ジュメなどを1～2時間ほど復習して
いました。講義が終了して、本試験ま
での期間は、1日8時間ほど勉強しま
した。このときもテキストを何回も見
直して基礎を固めました。
　講義はとてもわかりやすく、数的推
理や判断推理、経済などは、あまり
勉強したことがなかったのですが、講
義を受けて基本がわかるようになっ
たと思います。また、面接練習では、
うまく答えられなかったところを先生
がアドバイスしてくださり、とても参考
になりました。
　勉強は、テキストをしっかり読んで、基本を覚えていくことが大
事だと思います。一週間に一日は休む日をつくるのもいいかもし
れません。勉強や面接練習など大変だと思いますが、目標に向
かって頑張ってください。

　国立大学法人（九州化学）　最終合格

『まずは基本をマスター』
鹿児島校 竹川　竜一さん

2017年度
　(内定先；九州工業大学)

河野　花穂さん ～鹿児島大学～鹿児島校

『授業が丁寧で分かりやすい』
　地元の姶良市役所で働くことが
ずっと夢でした。その地元で働きたい
という思いが合格につながったと思
います。
　私の勉強方法としては、予習する
だけの余裕がなかったので、とにかく
復習することを心がけました。尚、授
業がとても丁寧で分かりやすく、テキ
ストやレジュメもとても分かりやすくま
とめられており、何より同じ公務員を
受ける仲間が頑張っている姿を見る
ことで、良い刺激を受けることができ
ました。
　公務員試験は、試験によって試験
日が異なるので、遅い日程の試験が本
命の人は、周りがどんどん内定をもらってあせる気持ちもでてく
ると思います。でも、そこで働きたいという気持ちが強い人は合
格すると思うので、自分を信じて頑張ってください。

　地元の姶良市役所で働くことが
ずっと夢でした。その地元で働きたい
という思いが合格につながったと思
います。
　私の勉強方法としては、予習する
だけの余裕がなかったので、とにかく
復習することを心がけました。尚、授
業がとても丁寧で分かりやすく、テキ
ストやレジュメもとても分かりやすくま
とめられており、何より同じ公務員を
受ける仲間が頑張っている姿を見る
ことで、良い刺激を受けることができ
ました。
　公務員試験は、試験によって試験
日が異なるので、遅い日程の試験が本
命の人は、周りがどんどん内定をもらってあせる気持ちもでてく
ると思います。でも、そこで働きたいという気持ちが強い人は合
格すると思うので、自分を信じて頑張ってください。

現役合格

　姶良市（一般事務）　最終合格　沖縄県上級（行政Ⅰ）　最終合格

盛島　貴広さん ～鹿児島大学～

2017年度

『朝の時間も有効活用』
　もらったテキストを読み、講義をしっ
かり聞いて、復習をきちんとすること
を心がけていました。
　講義はすべてに参加し、習ったとこ
ろの問題は全部解いて、分からない
ところは分かるまで勉強することと、
朝の自習時間をどれだけ有効活用で
きるかがカギだと思いました。
　東京アカデミーは、講師陣にすぐに
質問できるのが本当によかったです。
しつこく質問しても全部丁寧に教えて
くださったので、本当に助かりました。
　自分は、本試験まで模試の結果が
全然ダメだったのですが、諦めずに
最後まで努力することが大切だと感じ
ました。
　心が何回も折れそうになると思いますが、周囲の人たちも自分
と同じかそれ以上に努力しているので、死にものぐるいでがん
ばってください。応援しています。

　もらったテキストを読み、講義をしっ
かり聞いて、復習をきちんとすること
を心がけていました。
　講義はすべてに参加し、習ったとこ
ろの問題は全部解いて、分からない
ところは分かるまで勉強することと、
朝の自習時間をどれだけ有効活用で
きるかがカギだと思いました。
　東京アカデミーは、講師陣にすぐに
質問できるのが本当によかったです。
しつこく質問しても全部丁寧に教えて
くださったので、本当に助かりました。
　自分は、本試験まで模試の結果が
全然ダメだったのですが、諦めずに
最後まで努力することが大切だと感じ
ました。
　心が何回も折れそうになると思いますが、周囲の人たちも自分
と同じかそれ以上に努力しているので、死にものぐるいでがん
ばってください。応援しています。

鹿児島校

現役合格

『情報量の多さと手厚いフォローに感謝』　

～鹿児島大学～

　アカデミーは、試験全般について気
軽に相談できる環境にあるので、小
さな疑問もすぐに解決できました。ま
た、一次合格後のフォローが手厚く、
二次対策として過去の面接質問例や、
傾向を一次合格先ごとに詳細に教え
て頂きました。小論文、面接練習も個
別に対応してくださるのでとても心強
かったです。
　これから受験勉強を開始される方
は、自分の強みを生かして、のびの
びと就活・勉強をしていただきたいで
す。人それぞれ自分に合うベストな
勉強法と生活リズムがあると思いま
す。他人と比べて焦ることもあるかも
しれませんが、試行錯誤しながら自分
のペースを掴めばうまくいくはずです。また、いつどこで志望先の
決め手となる出来事が起こるか分らないので、アカデミーの仲間
たちと色々な場に出向き、多くの人と話したりしてください。自分
の将来を様々な角度から考えるきっかけになると思います。

　アカデミーは、試験全般について気
軽に相談できる環境にあるので、小
さな疑問もすぐに解決できました。ま
た、一次合格後のフォローが手厚く、
二次対策として過去の面接質問例や、
傾向を一次合格先ごとに詳細に教え
て頂きました。小論文、面接練習も個
別に対応してくださるのでとても心強
かったです。
　これから受験勉強を開始される方
は、自分の強みを生かして、のびの
びと就活・勉強をしていただきたいで
す。人それぞれ自分に合うベストな
勉強法と生活リズムがあると思いま
す。他人と比べて焦ることもあるかも
しれませんが、試行錯誤しながら自分
のペースを掴めばうまくいくはずです。また、いつどこで志望先の
決め手となる出来事が起こるか分らないので、アカデミーの仲間
たちと色々な場に出向き、多くの人と話したりしてください。自分
の将来を様々な角度から考えるきっかけになると思います。

鹿児島校 下原　由希さん

現役合格

　鹿児島県上級（総合行政）特別枠 最終合格2017年度 　霧島市（一般事務）　最終合格

　転職して、地元の発展に貢献した
い気持ちと、取り組んでみたい業務
があったため霧島市を受験しました。
　アカデミーでは、第一に講義に集中
し、講義中に理解することを心がけ
ました。講義では、テキストに書いて
いない重要な点を先生方が教えてく
ださることも多かったので、先生方の
話を聞き漏らさないことにも心がけま
した。テキストもとても使いやすかっ
たので、市販のテキストを買う必要も
なく、模試は自分の苦手な分野を確
認することができ、有難かったです。
　勉強をしていく中で、伸び悩んだり
落ち込むこともあるかもしれませんが、
時には力を抜いてみることも大切だと思います。投げ出さずに続
けていれば、きっと良い結果になるはずなので、自分を信じて頑
張ってください。また、アカデミーで出会った仲間と励まし合うこと
もとても良いモチベーションになると思います。応援しています！

　転職して、地元の発展に貢献した
い気持ちと、取り組んでみたい業務
があったため霧島市を受験しました。
　アカデミーでは、第一に講義に集中
し、講義中に理解することを心がけ
ました。講義では、テキストに書いて
いない重要な点を先生方が教えてく
ださることも多かったので、先生方の
話を聞き漏らさないことにも心がけま
した。テキストもとても使いやすかっ
たので、市販のテキストを買う必要も
なく、模試は自分の苦手な分野を確
認することができ、有難かったです。
　勉強をしていく中で、伸び悩んだり
落ち込むこともあるかもしれませんが、
時には力を抜いてみることも大切だと思います。投げ出さずに続
けていれば、きっと良い結果になるはずなので、自分を信じて頑
張ってください。また、アカデミーで出会った仲間と励まし合うこと
もとても良いモチベーションになると思います。応援しています！

『講義に集中して講義中に理解する』

～福岡女子大学～坂元　佑衣さん

　鹿児島市上級（一般事務）　最終合格

前田　海斗さん

2017年度
～鹿児島大学～

　私は、とりあえず講義はしっかり受
けました。テキストには直接書き込み、
そのページを開けばある程度分かる
ようになりました。
　東アカの模試は、難しかったことと、
授業の進度によっては、どの問題ま
で解けるか分からなかったので、点
数は気にしませんでした。しかし、正
答率が高い問題を間違えたときは、
よく見直すように心がけました。
　学習は、計画を立て直すことが重要
で、講師の先生方の言ったところをテ
キストに書き込んで、家でもう一度見
直すことがいいと思います。一度と
通ったところも 回、 回以上見直しまし
た。そして出た問をひたすら解くことも重要です。似たような問題
を試験で見かけることが多くありました。
　精神面では、東京アカデミーの職員の方から元気の出る言葉を
いただくことで乗り切れました。　
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　私は、とりあえず講義はしっかり受
けました。テキストには直接書き込み、
そのページを開けばある程度分かる
ようになりました。
　東アカの模試は、難しかったことと、
授業の進度によっては、どの問題ま
で解けるか分からなかったので、点
数は気にしませんでした。しかし、正
答率が高い問題を間違えたときは、
よく見直すように心がけました。
　学習は、計画を立て直すことが重要
で、講師の先生方の言ったところをテ
キストに書き込んで、家でもう一度見
直すことがいいと思います。一度と
通ったところも2回、3回以上見直しまし
た。そして出た問をひたすら解くことも重要です。似たような問題
を試験で見かけることが多くありました。
　精神面では、東京アカデミーの職員の方から元気の出る言葉を
いただくことで乗り切れました。　

鹿児島校

『学習計画をしっかり立てよう』

現役合格

～鹿児島大学～樋口　雄大さん～鹿児島大学～辰元　克暢さん

　講義に出席することはもちろんですが、自習室や講義の録音レコー
ダー等使える設備はどんどん利用するようにしていました。（講義⇒自
習室で復習⇒わからないところを質問やレコーダーで補強）
　勉強方法としては、数的推理、判断推理、加えて専門科目は大切に
なると思い、ほとんどの勉強時間をそこに費やしました。その他の科目
は、ひたすら東アカのテキストを読み込むといった方法をとっていまし
た。
　また、面接対策等の相談を事務の方々に質問するようにして不安を
取り除いていました。面接では特に熱意を問われると思います。『自分
はここで～がしたい』という思いを人にしっかり言葉で伝えられるくらい
具体的にもつことで、二次以降の合格率も変わってくると思います。
　周りに流されることなく自分の目標を強く持ちながら勉強に励んでみ
てください。キツイとは思いますが、諦めずにやり抜けば結果はついて
くると思います。たまには息抜きをしつつ自分の目標に向かって頑張っ
てください。

　講義に出席することはもちろんですが、自習室や講義の録音レコー
ダー等使える設備はどんどん利用するようにしていました。（講義⇒自
習室で復習⇒わからないところを質問やレコーダーで補強）
　勉強方法としては、数的推理、判断推理、加えて専門科目は大切に
なると思い、ほとんどの勉強時間をそこに費やしました。その他の科目
は、ひたすら東アカのテキストを読み込むといった方法をとっていまし
た。
　また、面接対策等の相談を事務の方々に質問するようにして不安を
取り除いていました。面接では特に熱意を問われると思います。『自分
はここで～がしたい』という思いを人にしっかり言葉で伝えられるくらい
具体的にもつことで、二次以降の合格率も変わってくると思います。
　周りに流されることなく自分の目標を強く持ちながら勉強に励んでみ
てください。キツイとは思いますが、諦めずにやり抜けば結果はついて
くると思います。たまには息抜きをしつつ自分の目標に向かって頑張っ
てください。

『東アカをおおいに活用』 『人の勉強方法は真似じゃなく参考にしよう』
　鹿児島県上級職を自分が目指すべき一番高い目標として掲げました。
一次試験日にエントリーシートを持参する必要があったので、準備も早め
に行い、志望動機は、人とは違う面白みのあるものを意識しました。また、
面接時には、自分の長所を ～ 個用意して、その理由となる経験も具体
的に言えるように準備しました。
　東アカに通って特によかったと思う点は、講義を聴くことで理解が深まっ
たことや、同じ目標を持つ人が自習しているので、負けられないという気
持ちが生まれてかなり集中できたことです。
　勉強をする上では、自分なりのペースをつかむことが大切です。人の勉
強方法を真似するのではなく、参考にして、自分なりの勉強方法を見つ
けることも重要だと思います。
　また、やる気の と をしっかりつけて、休むときは全力で休むことも
必要だと思います。自分は週に一回は、絶対に勉強しない日をつくってい
ました。
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ON OFF

　鹿児島県上級職を自分が目指すべき一番高い目標として掲げました。
一次試験日にエントリーシートを持参する必要があったので、準備も早め
に行い、志望動機は、人とは違う面白みのあるものを意識しました。また、
面接時には、自分の長所を5～6個用意して、その理由となる経験も具体
的に言えるように準備しました。 
　東アカに通って特によかったと思う点は、講義を聴くことで理解が深まっ
たことや、同じ目標を持つ人が自習しているので、負けられないという気
持ちが生まれてかなり集中できたことです。
　勉強をする上では、自分なりのペースをつかむことが大切です。人の勉
強方法を真似するのではなく、参考にして、自分なりの勉強方法を見つ
けることも重要だと思います。
　また、やる気のONとOFFをしっかりつけて、休むときは全力で休むことも
必要だと思います。自分は週に一回は、絶対に勉強しない日をつくってい
ました。

　鹿児島県上級(総合行政) 最終合格

鹿児島校鹿児島校

立派な
県庁マンになります！立派な
県庁マンになります！2017年度 2017年度 　鹿児島県上級(総合行政) 最終合格



『最終合格』の秘訣は東アカ鹿児島校にあり!!

合格おめでとう

ございます!　その他多数最終合格しています！　その他多数最終合格しています！

2017年度

新村　和樹さん ～鹿児島大学～

『ムリ・ムラ・ムダが一切無い』
　東アカは、カリキュラムに「ムリ・ム
ラ・ムダ」が一切ない点、普段と環境
を変えて勉強でき、だらだらとならな
い点、公務員志望の意志が強い人
たちが多く、切磋琢磨できる点、質・
量ともに模試が充実している点、二
次対策のフォローも手厚い点、講師・
スタッフの方全員が受講生に対して
熱く優しい点、など数えきれないほど
よい点があり、とても感謝しています。
　公務員試験は、まずは第一関門の
筆記試験を突破しなければなりませ
ん。これについては、毎日コツコツと
積み重ねをすることが大切です。一
日単位では目に見える成長は実感
できないと思いますが、長期戦なので
先を見据えて取り組むことで、自ずと力はついていきます。考え
てみると、公務員の仕事も、長い目で見て公共の利益になること
をじっくりやることです。理想を高く持ちながらも、まずは、目の前
のことを一生懸命、適宜休憩をとりながら頑張ってください。　

　東アカは、カリキュラムに「ムリ・ム
ラ・ムダ」が一切ない点、普段と環境
を変えて勉強でき、だらだらとならな
い点、公務員志望の意志が強い人
たちが多く、切磋琢磨できる点、質・
量ともに模試が充実している点、二
次対策のフォローも手厚い点、講師・
スタッフの方全員が受講生に対して
熱く優しい点、など数えきれないほど
よい点があり、とても感謝しています。
　公務員試験は、まずは第一関門の
筆記試験を突破しなければなりませ
ん。これについては、毎日コツコツと
積み重ねをすることが大切です。一
日単位では目に見える成長は実感
できないと思いますが、長期戦なので
先を見据えて取り組むことで、自ずと力はついていきます。考え
てみると、公務員の仕事も、長い目で見て公共の利益になること
をじっくりやることです。理想を高く持ちながらも、まずは、目の前
のことを一生懸命、適宜休憩をとりながら頑張ってください。　

鹿児島校

　鹿児島県中級（一般事務）　最終合格

現役合格

『自分に甘えない』
肝付　兼史さん

　姶良市（一般事務）　最終合格

～奈良県立大学～

　100％生講義であるとともに、筆記
対策、面接等すぐに相談できる体制
が整っていることがアカデミーのすば
らしい点だと思います。
　講義は必ず出席し、復習はその日
のうちに行いました。集団討論や面
接対策は、練習会には必ず参加した
上で、一次合格したメンバーで集まり、
自主練習を行い、回数を重ねること
で自信を深めました。
　筆記対策は自分との戦いです。妥
協せず苦手分野を少なくすることが
大切だと思います。私は、自習室を
活用しました。勉強は、時間いっぱい
学校で行い、自宅ではリフレッシュに努
めました。
　また、友人の存在も重要でした。仲間であるとともにライバルで
ある友人は、相談相手であり、模試で競い合う仲でした。「一人」
で勉強し続けるのは自分に甘えが出てしまうのかもしれません。

　100％生講義であるとともに、筆記
対策、面接等すぐに相談できる体制
が整っていることがアカデミーのすば
らしい点だと思います。
　講義は必ず出席し、復習はその日
のうちに行いました。集団討論や面
接対策は、練習会には必ず参加した
上で、一次合格したメンバーで集まり、
自主練習を行い、回数を重ねること
で自信を深めました。
　筆記対策は自分との戦いです。妥
協せず苦手分野を少なくすることが
大切だと思います。私は、自習室を
活用しました。勉強は、時間いっぱい
学校で行い、自宅ではリフレッシュに努
めました。
　また、友人の存在も重要でした。仲間であるとともにライバルで
ある友人は、相談相手であり、模試で競い合う仲でした。「一人」
で勉強し続けるのは自分に甘えが出てしまうのかもしれません。

2017年度

～お茶の水女子大学～

『東アカと自分の努力を信じて』
　圧倒的に情報量が多いことが、東
京アカデミーに入ってよかったと思う
点の一つです。去年までと何が違う
かプロの先生方が教えてくださり、受
験の案内もしてくださるので、勉強に
集中しながらも、受験申し込み漏れ
がないというのも大きいです。また、
ライバルの姿を毎日見ることで、自
分のモチベーション維持にもつなが
りました。
　一人で受験勉強するのは辛いと思
います。家族の助け、友達の励まし
が必要です。東京アカデミーに通え
ば、信頼できる経験豊富な先生方や
ライバルと共に切磋琢磨できます。
　成績が伸びなくて悩むことや、やる気が出なくなる時もあると
思いますが、先生方を信じて、自分の努力を信じることができれ
ば必ず合格できると思います。
　大学受験よりも辛い勉強になると思いますが頑張ってください。

　圧倒的に情報量が多いことが、東
京アカデミーに入ってよかったと思う
点の一つです。去年までと何が違う
かプロの先生方が教えてくださり、受
験の案内もしてくださるので、勉強に
集中しながらも、受験申し込み漏れ
がないというのも大きいです。また、
ライバルの姿を毎日見ることで、自
分のモチベーション維持にもつなが
りました。
　一人で受験勉強するのは辛いと思
います。家族の助け、友達の励まし
が必要です。東京アカデミーに通え
ば、信頼できる経験豊富な先生方や
ライバルと共に切磋琢磨できます。
　成績が伸びなくて悩むことや、やる気が出なくなる時もあると
思いますが、先生方を信じて、自分の努力を信じることができれ
ば必ず合格できると思います。
　大学受験よりも辛い勉強になると思いますが頑張ってください。

鹿児島校

　鹿児島県上級（総合行政）特別枠 最終合格

山口　実沙子さん

　南さつま市上級（一般事務） 最終合格

泊　聖也さん

2017年度
～熊本大学～

『勉強嫌いな自分でもやる気になれた』
　東京アカデミーでは、膨大な量の学
問の中でも、特に合格に必要な知識
を効率よく学習できました。また、周り
の人が勉強する姿を目にすることが
でき、私のような勉強嫌いでもやる気
になれました。
　私は、用意されたカリキュラム通り
に講義や模試をしっかり受け、講義で
課題が出されたときは、講義内容を
忘れないように、その日に自習室で
済ませるようにしました。また、模試
は、必ず間違えた問題を解き直し、知
識の定着を目指しました。
　最後まであきらめずに少しでもよ
いから勉強していけば、結果はつい
てくると思います。また、面接がかなり重要視されていると感
じましたが、共に学習するクラスの人とも会話をしたり、面接
練習を多く実施するなど、「話す」ことに慣れるとよいと思い
ます。

　東京アカデミーでは、膨大な量の学
問の中でも、特に合格に必要な知識
を効率よく学習できました。また、周り
の人が勉強する姿を目にすることが
でき、私のような勉強嫌いでもやる気
になれました。
　私は、用意されたカリキュラム通り
に講義や模試をしっかり受け、講義で
課題が出されたときは、講義内容を
忘れないように、その日に自習室で
済ませるようにしました。また、模試
は、必ず間違えた問題を解き直し、知
識の定着を目指しました。
　最後まであきらめずに少しでもよ
いから勉強していけば、結果はつい
てくると思います。また、面接がかなり重要視されていると感
じましたが、共に学習するクラスの人とも会話をしたり、面接
練習を多く実施するなど、「話す」ことに慣れるとよいと思い
ます。

鹿児島校 ～上智大学～

　ＷＥＢ講義や映像の講義には抵抗
があり、東京アカデミーは、生講義
だったので良かったです。
　特に、講師の先生方の知識量が半
端じゃなく、毎回講義を聞くたびに、
東京アカデミーに入会して本当に良
かったと思いました。
　東京アカデミーのスタッフの方はプ
ロなので、信頼して迷わず勉強して
ほしいです。
　私は、受験先は鹿児島市と鹿児島
県しか考えていませんでしたが、二
次試験の対策として、新聞やネット
ニュースも参考にし、日々、鹿児島、日
本、世界に目を向け、疑問点をそのままにしないようにしていまし
た。そして、それらの疑問点について、しっかりと自分の考えを持
つことがとても大事だと思います。

　ＷＥＢ講義や映像の講義には抵抗
があり、東京アカデミーは、生講義
だったので良かったです。
　特に、講師の先生方の知識量が半
端じゃなく、毎回講義を聞くたびに、
東京アカデミーに入会して本当に良
かったと思いました。
　東京アカデミーのスタッフの方はプ
ロなので、信頼して迷わず勉強して
ほしいです。
　私は、受験先は鹿児島市と鹿児島
県しか考えていませんでしたが、二
次試験の対策として、新聞やネット
ニュースも参考にし、日々、鹿児島、日
本、世界に目を向け、疑問点をそのままにしないようにしていまし
た。そして、それらの疑問点について、しっかりと自分の考えを持
つことがとても大事だと思います。

　鹿児島市上級（一般事務） 最終合格

『先生方の知識量が半端ない』

鹿児島校

2017年度

玉江　和喜さん～鹿児島国際大学～

　薩摩川内市上級（一般事務） 最終合格

『頑張れたのは“戦友”の存在』

鹿児島校

2017年度

川添　圭祐さん

　大学の同級生が遊んでいるとき
に、勉強をしなければならないこ
とが何よりも辛かったです。それ
を乗り越えることができたのは、
東京アカデミーで共に勉強を頑
張る 「戦友 」がいたことが大き
かったと思います。
　東京アカデミーの講義は全て生
講義なので内容が頭に入りやす
く、また、模試を受けて自分の実
力や偏差値を把握し、目標設定
することでモチベーションを高め
ることができ、試験に慣れたりす
るのにもとても良かったです。
　何で勉強しないといけないのかと嫌になることもありまし
たが、そこをこらえて勉強を続けていくことで、結果が出た
ときに嬉しい思いが出ました。

　大学の同級生が遊んでいるとき
に、勉強をしなければならないこ
とが何よりも辛かったです。それ
を乗り越えることができたのは、
東京アカデミーで共に勉強を頑
張る 「戦友 」がいたことが大き
かったと思います。
　東京アカデミーの講義は全て生
講義なので内容が頭に入りやす
く、また、模試を受けて自分の実
力や偏差値を把握し、目標設定
することでモチベーションを高め
ることができ、試験に慣れたりす
るのにもとても良かったです。
　何で勉強しないといけないのかと嫌になることもありまし
たが、そこをこらえて勉強を続けていくことで、結果が出た
ときに嬉しい思いが出ました。

現役合格
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