
　鹿児島県初級（警察事務） 最終合格

林 風花さん ～鹿児島情報高校～

『⾃分の苦⼿を知ること』
姉が通っていて最終合格していた姉が通っていて最終合格していた
ことがきっかけで東京アカデミーにことがきっかけで東京アカデミーに
入会しました。講義は集中して受け、入会しました。講義は集中して受け、
移動中の電車の中でテキストを読移動中の電車の中でテキストを読
んだりしていました。面接練習ではんだりしていました。面接練習では
とにかくアカデミーで数をこなし、面とにかくアカデミーで数をこなし、面
接の雰囲気になれるようにしてい接の雰囲気になれるようにしてい
ました。試験の前は、アカデミーでました。試験の前は、アカデミーで
行われた模試も解き直して確認し行われた模試も解き直して確認し
ていました。教務の内村さんや泊さていました。教務の内村さんや泊さ
ん、講師の先生方が優しくサポートん、講師の先生方が優しくサポート
してくださり、何より合格できてよしてくださり、何より合格できてよ
かったです。短期間の勉強となると、かったです。短期間の勉強となると、
時間の使い方が大切になります。時間の使い方が大切になります。
自分の集中できる時間は限られて自分の集中できる時間は限られて
いるので有効的に時間を使うように心がけていました。分かいるので有効的に時間を使うように心がけていました。分か
らないところを曖昧にするのではなく、自分で学んだことを確らないところを曖昧にするのではなく、自分で学んだことを確
実に理解し整理することが大切です。実に理解し整理することが大切です。

姉が通っていて最終合格していた
ことがきっかけで東京アカデミーに
入会しました。講義は集中して受け、
移動中の電車の中でテキストを読
んだりしていました。面接練習では
とにかくアカデミーで数をこなし、面
接の雰囲気になれるようにしてい
ました。試験の前は、アカデミーで
行われた模試も解き直して確認し
ていました。教務の内村さんや泊さ
ん、講師の先生方が優しくサポート
してくださり、何より合格できてよ
かったです。短期間の勉強となると、
時間の使い方が大切になります。
自分の集中できる時間は限られて
いるので有効的に時間を使うように心がけていました。分か
らないところを曖昧にするのではなく、自分で学んだことを確
実に理解し整理することが大切です。

2019度

鹿児島校 若松　美里さん ～鹿児島実業高校～

『闘争⼼』
高い合格実績と、知人からの勧め高い合格実績と、知人からの勧め
で東京アカデミーに入会しました。で東京アカデミーに入会しました。
東京アカデミーに通ってよかったと東京アカデミーに通ってよかったと
思う点はまず、講義の中で、公務思う点はまず、講義の中で、公務
員試験の特徴をとらえた上で、説員試験の特徴をとらえた上で、説
明してくださる点です。また、面接明してくださる点です。また、面接
練習では、自分の意見も踏まえつ練習では、自分の意見も踏まえつ
つ、相手に伝わりやすいようにご指つ、相手に伝わりやすいようにご指
導してくださったので、とても助かり導してくださったので、とても助かり
ました。東京アカデミーと通学電車ました。東京アカデミーと通学電車
では勉強し、家ではゆっくりするとでは勉強し、家ではゆっくりすると
いうように、ONとOFFの切り替えをいうように、ONとOFFの切り替えを
することで、受験勉強中もストレスすることで、受験勉強中もストレス
を抱え込まずに勉強することがでを抱え込まずに勉強することがで
きました。最終合格を頂くまでの長きました。最終合格を頂くまでの長
い期間、思うように成績が伸びなかったり、くじけそうになったい期間、思うように成績が伸びなかったり、くじけそうになった
りすることがあると思います。しかし、それを乗り切って最後りすることがあると思います。しかし、それを乗り切って最後
まで走り切ることで、最終合格をつかむことができると思いままで走り切ることで、最終合格をつかむことができると思いま
す。最後は気持ちです。これから頑張ってください。す。最後は気持ちです。これから頑張ってください。

高い合格実績と、知人からの勧め
で東京アカデミーに入会しました。
東京アカデミーに通ってよかったと
思う点はまず、講義の中で、公務
員試験の特徴をとらえた上で、説
明してくださる点です。また、面接
練習では、自分の意見も踏まえつ
つ、相手に伝わりやすいようにご指
導してくださったので、とても助かり
ました。東京アカデミーと通学電車
では勉強し、家ではゆっくりすると
いうように、ONとOFFの切り替えを
することで、受験勉強中もストレス
を抱え込まずに勉強することがで
きました。最終合格を頂くまでの長
い期間、思うように成績が伸びなかったり、くじけそうになった
りすることがあると思います。しかし、それを乗り切って最後
まで走り切ることで、最終合格をつかむことができると思いま
す。最後は気持ちです。これから頑張ってください。

2019度

鹿児島校

峯苫 凜さん ～鹿児島実業高校～

『努⼒の上に花が咲く』
東アカデミーに通って現役合格した東アカデミーに通って現役合格した
兄に勧められて入会しました。公務兄に勧められて入会しました。公務
員試験に向けて、野球を引退して員試験に向けて、野球を引退して
気持ちを切り替えて「やる時と休む気持ちを切り替えて「やる時と休む
時」の区別をしっかりとしました。時」の区別をしっかりとしました。
　講義後は自習室を積極的に活用　講義後は自習室を積極的に活用
し、仲間と共に頑張りました。東アし、仲間と共に頑張りました。東ア
カでは専門的な知識を多く学べ、カでは専門的な知識を多く学べ、
勉強に集中できる環境が整ってい勉強に集中できる環境が整ってい
た点が良かったです。また、多くのた点が良かったです。また、多くの
友達もでき、支え合いながら協力し友達もでき、支え合いながら協力し
て勉強することができました。何事て勉強することができました。何事
にも全力で努力することが大事だにも全力で努力することが大事だ
と思います。目標を常に持ち続けと思います。目標を常に持ち続け
て、周りの人々への感謝を忘れずて、周りの人々への感謝を忘れず
に取り組めば結果はついてくると思います！！に取り組めば結果はついてくると思います！！

東アカデミーに通って現役合格した
兄に勧められて入会しました。公務
員試験に向けて、野球を引退して
気持ちを切り替えて「やる時と休む
時」の区別をしっかりとしました。
　講義後は自習室を積極的に活用
し、仲間と共に頑張りました。東ア
カでは専門的な知識を多く学べ、
勉強に集中できる環境が整ってい
た点が良かったです。また、多くの
友達もでき、支え合いながら協力し
て勉強することができました。何事
にも全力で努力することが大事だ
と思います。目標を常に持ち続け
て、周りの人々への感謝を忘れず
に取り組めば結果はついてくると思います！！

鹿児島校 福森 優芽さん～鹿児島純心女子短期大学～

『明⽇は明⽇の⾵が吹く』
東京アカデミーで夢を叶えた友人東京アカデミーで夢を叶えた友人
や先輩が周りに多くいたので入会や先輩が周りに多くいたので入会
することを決めました。できるだけすることを決めました。できるだけ
早くから勉強に取り組むことが何よ早くから勉強に取り組むことが何よ
りも重要だと思います。講義をしっりも重要だと思います。講義をしっ
か り と 聞 き 、 自 習 室 で テ キ ス ト をか り と 聞 き 、 自 習 室 で テ キ ス ト を
使って復習して基礎を固めました。使って復習して基礎を固めました。
模試では本番のつもりで受験する模試では本番のつもりで受験する
ことで、緊張感を克服し、時間配分ことで、緊張感を克服し、時間配分
を意識する感覚を養うことができまを意識する感覚を養うことができま
した。周りの人たちの支えや模試した。周りの人たちの支えや模試
の結果が励みになって、楽しみなの結果が励みになって、楽しみな
がら勉強に取り組むことができましがら勉強に取り組むことができまし
た。しかし、なかなか点数が伸びなた。しかし、なかなか点数が伸びな
いときや勉強時間がとれないときいときや勉強時間がとれないとき
は苦しかったですが、絶対に受かる！という強い気持ちで一は苦しかったですが、絶対に受かる！という強い気持ちで一
日一日を過ごすことで乗り越えられたと思います。日一日を過ごすことで乗り越えられたと思います。

東京アカデミーで夢を叶えた友人
や先輩が周りに多くいたので入会
することを決めました。できるだけ
早くから勉強に取り組むことが何よ
りも重要だと思います。講義をしっ
か り と 聞 き 、 自 習 室 で テ キ ス ト を
使って復習して基礎を固めました。
模試では本番のつもりで受験する
ことで、緊張感を克服し、時間配分
を意識する感覚を養うことができま
した。周りの人たちの支えや模試
の結果が励みになって、楽しみな
がら勉強に取り組むことができまし
た。しかし、なかなか点数が伸びな
いときや勉強時間がとれないとき
は苦しかったですが、絶対に受かる！という強い気持ちで一
日一日を過ごすことで乗り越えられたと思います。

現役合格

鹿児島校 倉村 麻希さん ～鳳凰高校～

『努⼒するか、諦めるか』
無料体験講座の際に、公務員試験無料体験講座の際に、公務員試験
の細かい情報を教えていただき、の細かい情報を教えていただき、
信頼できると感じたので入会を決信頼できると感じたので入会を決
めました。講義は休まずに受講し、めました。講義は休まずに受講し、
習ったその日のうちに復習していま習ったその日のうちに復習していま
した。私は歴史が苦手でしたが、わした。私は歴史が苦手でしたが、わ
かりやすく展開された授業と教えてかりやすく展開された授業と教えて
いただいた語呂合わせのおかげでいただいた語呂合わせのおかげで
楽しく勉強することができ、苦手科楽しく勉強することができ、苦手科
目を克服することができました。ま目を克服することができました。ま
た、面接対策は東京アカデミーのた、面接対策は東京アカデミーの
個別指導のおかげで、リラックスし個別指導のおかげで、リラックスし
て本番に臨むことができ、とてもよて本番に臨むことができ、とてもよ
かったです。少しでも早く勉強するかったです。少しでも早く勉強する
ことで、合格率が上がると思います。ことで、合格率が上がると思います。
やればやるだけ点数も上がってくると思うので、合格を信じてやればやるだけ点数も上がってくると思うので、合格を信じて
頑張ってください。頑張ってください。

無料体験講座の際に、公務員試験
の細かい情報を教えていただき、
信頼できると感じたので入会を決
めました。講義は休まずに受講し、
習ったその日のうちに復習していま
した。私は歴史が苦手でしたが、わ
かりやすく展開された授業と教えて
いただいた語呂合わせのおかげで
楽しく勉強することができ、苦手科
目を克服することができました。ま
た、面接対策は東京アカデミーの
個別指導のおかげで、リラックスし
て本番に臨むことができ、とてもよ
かったです。少しでも早く勉強する
ことで、合格率が上がると思います。
やればやるだけ点数も上がってくると思うので、合格を信じて
頑張ってください。

鹿児島校

後藤　愛里さん ～鹿児島県立短期大学～

『雪に耐えて梅花麗し』
短大の説明会で，ほとんどの学生短大の説明会で，ほとんどの学生
が東京アカデミーに通っていると聞が東京アカデミーに通っていると聞
き、友人からの誘いもあり入会を決き、友人からの誘いもあり入会を決
めました。短大の講義がない日はめました。短大の講義がない日は
自習室でアカデミーのテキストを自習室でアカデミーのテキストを
使って勉強していました。模試で自使って勉強していました。模試で自
分の実力がどれだけついているの分の実力がどれだけついているの
か、どのような分野が苦手なのかか、どのような分野が苦手なのか
を把握し成績が上がるように工夫を把握し成績が上がるように工夫
して勉強に励んでいました。それだして勉強に励んでいました。それだ
けでなく、試験情報は事務局の内けでなく、試験情報は事務局の内
村さんに、試験問題は先生などに村さんに、試験問題は先生などに
質問して力を伸ばすことができまし質問して力を伸ばすことができまし
た。勉強しただけ，結果がついてくた。勉強しただけ，結果がついてく
ると思います。息抜きをしつつ，コると思います。息抜きをしつつ，コ
ツコツ勉強を頑張って下さい。心より応援しています。ツコツ勉強を頑張って下さい。心より応援しています。

短大の説明会で，ほとんどの学生
が東京アカデミーに通っていると聞
き、友人からの誘いもあり入会を決
めました。短大の講義がない日は
自習室でアカデミーのテキストを
使って勉強していました。模試で自
分の実力がどれだけついているの
か、どのような分野が苦手なのか
を把握し成績が上がるように工夫
して勉強に励んでいました。それだ
けでなく、試験情報は事務局の内
村さんに、試験問題は先生などに
質問して力を伸ばすことができまし
た。勉強しただけ，結果がついてく
ると思います。息抜きをしつつ，コ
ツコツ勉強を頑張って下さい。心より応援しています。

現役合格

鹿児島校 米丸 隆平 さん ～加治木工業高校～

『⼀⽣懸命やるだけ』
東京アカデミーでは、毎週のように東京アカデミーでは、毎週のように
模擬試験があり、自分の伸び具合模擬試験があり、自分の伸び具合
を確認することができました。東京を確認することができました。東京
アカデミーに通ったことで、新しく友アカデミーに通ったことで、新しく友
人ができ、教え合うことができまし人ができ、教え合うことができまし
た。また、いろいろな過去の試験情た。また、いろいろな過去の試験情
報の資料が充実しており、また、面報の資料が充実しており、また、面
接練習も何回もしてくださったので、接練習も何回もしてくださったので、
とても助かりました。最終合格までとても助かりました。最終合格まで
は、長く苦しかったですが、勉強をは、長く苦しかったですが、勉強を
していく中で、分かるようになることしていく中で、分かるようになること
がとても嬉しかったです。最初はほがとても嬉しかったです。最初はほ
んとに分からないことが多く、不安んとに分からないことが多く、不安
になると思いますが、何度もやってになると思いますが、何度もやって
いくうちにできるようになったり、友いくうちにできるようになったり、友
人に教えてもらったりすることで分かるようになるので大丈夫人に教えてもらったりすることで分かるようになるので大丈夫
で す 。 と り あ え ず 、 最 後 ま で 諦 め ず に 頑 張 れ ば 合 格 で きで す 。 と り あ え ず 、 最 後 ま で 諦 め ず に 頑 張 れ ば 合 格 で き
る！！る！！

東京アカデミーでは、毎週のように
模擬試験があり、自分の伸び具合
を確認することができました。東京
アカデミーに通ったことで、新しく友
人ができ、教え合うことができまし
た。また、いろいろな過去の試験情
報の資料が充実しており、また、面
接練習も何回もしてくださったので、
とても助かりました。最終合格まで
は、長く苦しかったですが、勉強を
していく中で、分かるようになること
がとても嬉しかったです。最初はほ
んとに分からないことが多く、不安
になると思いますが、何度もやって
いくうちにできるようになったり、友
人に教えてもらったりすることで分かるようになるので大丈夫
で す 。 と り あ え ず 、 最 後 ま で 諦 め ず に 頑 張 れ ば 合 格 で き
る！！

鹿児島校 今村 颯人さん ～鹿児島工業高校～

公務員試験を受けるためにはどう公務員試験を受けるためにはどう
するべきかをいろんな人に相談しするべきかをいろんな人に相談し
てみたところ、「東京アカデミーを見てみたところ、「東京アカデミーを見
に行くべきだ」という意見を聞き、親に行くべきだ」という意見を聞き、親
と相談して入会しました。4月からと相談して入会しました。4月から
土曜コースに通い、部活が終わっ土曜コースに通い、部活が終わっ
た後の6月からは夜間コースで講義た後の6月からは夜間コースで講義
を受けました。夏休み期間中は夏を受けました。夏休み期間中は夏
期講習に毎日通い、基本的には東期講習に毎日通い、基本的には東
京アカデミーの講義とその復習を京アカデミーの講義とその復習を
行っていました。本試験１ヶ月くら行っていました。本試験１ヶ月くら
い前からは過去問を徹底して解き、い前からは過去問を徹底して解き、
問題の解答方法をできるだけ頭に問題の解答方法をできるだけ頭に
入れました。しっかり学習すればそ入れました。しっかり学習すればそ
の分結果はついてきます。東京アの分結果はついてきます。東京ア
カデミーの先生方は試験を受ける皆さんを全力でサポートしカデミーの先生方は試験を受ける皆さんを全力でサポートし
て下さるので、しっかり話を聞くことが合格への近道だと思いて下さるので、しっかり話を聞くことが合格への近道だと思い
ます。ます。

公務員試験を受けるためにはどう
するべきかをいろんな人に相談し
てみたところ、「東京アカデミーを見
に行くべきだ」という意見を聞き、親
と相談して入会しました。4月から
土曜コースに通い、部活が終わっ
た後の6月からは夜間コースで講義
を受けました。夏休み期間中は夏
期講習に毎日通い、基本的には東
京アカデミーの講義とその復習を
行っていました。本試験１ヶ月くら
い前からは過去問を徹底して解き、
問題の解答方法をできるだけ頭に
入れました。しっかり学習すればそ
の分結果はついてきます。東京ア
カデミーの先生方は試験を受ける皆さんを全力でサポートし
て下さるので、しっかり話を聞くことが合格への近道だと思い
ます。

現役合格

鹿児島校

永谷 琉さん ～鹿児島工業高校～

『ブレずに、まっすぐ⽣きる』
高校の先生や友人から「公務員を高校の先生や友人から「公務員を
目指すなら東京アカデミーが良い」目指すなら東京アカデミーが良い」
と聞き、入会しました。私は部活動と聞き、入会しました。私は部活動
で授業に遅れて参加する回数が多で授業に遅れて参加する回数が多
かったので、休日に授業の録音をかったので、休日に授業の録音を
聞いていました。アカデミーは先生聞いていました。アカデミーは先生
方や事務局の内村さんや泊さんが方や事務局の内村さんや泊さんが
全力でサポートしてくれる所が一番全力でサポートしてくれる所が一番
かなと思いました。試験当日、会場かなと思いました。試験当日、会場
の入り口に内村さんが立っていたの入り口に内村さんが立っていた
時は「ここまでサポートしてくれた時は「ここまでサポートしてくれた
のか」と驚いたと同時に嬉しい気持のか」と驚いたと同時に嬉しい気持
ちになりました。試験までの期間がちになりました。試験までの期間が
長い割に合格できるかわからない長い割に合格できるかわからない
状況が続くので、精神面や体力面状況が続くので、精神面や体力面
でとてもきついです。しかし、終わってみると意外に短く感じるでとてもきついです。しかし、終わってみると意外に短く感じる
と同時に達成感が出ます。焦っても良いことは一つもありまと同時に達成感が出ます。焦っても良いことは一つもありま
せんし何も始まりません。とにかく、直向きにコツコツと落ちせんし何も始まりません。とにかく、直向きにコツコツと落ち
着いて過ごすことがポイントだと思いました。着いて過ごすことがポイントだと思いました。

高校の先生や友人から「公務員を
目指すなら東京アカデミーが良い」
と聞き、入会しました。私は部活動
で授業に遅れて参加する回数が多
かったので、休日に授業の録音を
聞いていました。アカデミーは先生
方や事務局の内村さんや泊さんが
全力でサポートしてくれる所が一番
かなと思いました。試験当日、会場
の入り口に内村さんが立っていた
時は「ここまでサポートしてくれた
のか」と驚いたと同時に嬉しい気持
ちになりました。試験までの期間が
長い割に合格できるかわからない
状況が続くので、精神面や体力面
でとてもきついです。しかし、終わってみると意外に短く感じる
と同時に達成感が出ます。焦っても良いことは一つもありま
せんし何も始まりません。とにかく、直向きにコツコツと落ち
着いて過ごすことがポイントだと思いました。

現役合格

鹿児島校 小坂元 将吾さん ～鹿児島工業高校～

『やればできる』
土曜週１日コースだったら部活との土曜週１日コースだったら部活との
両立が出来ると思い、東京アカデ両立が出来ると思い、東京アカデ
ミーに入会しました。私は勉強が苦ミーに入会しました。私は勉強が苦
手だったので、とにかく時間をかけ手だったので、とにかく時間をかけ
て反復を繰り返して頭に定着させて反復を繰り返して頭に定着させ
るようにしました。６月頃までは基るようにしました。６月頃までは基
礎的な問題を解き、夏からは出た礎的な問題を解き、夏からは出た
問を使って勉強しました。東京アカ問を使って勉強しました。東京アカ
デミーは講義以外にも模試や個別デミーは講義以外にも模試や個別
面談などがあったため、自分の力面談などがあったため、自分の力
を理解することができたと思います。を理解することができたと思います。
さらに、一般教養の勉強から二次さらに、一般教養の勉強から二次
試験の作文・面接・集団討論まで試験の作文・面接・集団討論まで
サ ポ ー ト し て く れ た の で と て も 良サ ポ ー ト し て く れ た の で と て も 良
かったです。これから公務員を目かったです。これから公務員を目
指す方は１日も早く勉強を始めた方が良いと思います。早く指す方は１日も早く勉強を始めた方が良いと思います。早く
勉強を始めて損することはないので、早い段階でライバルた勉強を始めて損することはないので、早い段階でライバルた
ちに差を付けましょう。ちに差を付けましょう。

土曜週１日コースだったら部活との
両立が出来ると思い、東京アカデ
ミーに入会しました。私は勉強が苦
手だったので、とにかく時間をかけ
て反復を繰り返して頭に定着させ
るようにしました。６月頃までは基
礎的な問題を解き、夏からは出た
問を使って勉強しました。東京アカ
デミーは講義以外にも模試や個別
面談などがあったため、自分の力
を理解することができたと思います。
さらに、一般教養の勉強から二次
試験の作文・面接・集団討論まで
サ ポ ー ト し て く れ た の で と て も 良
かったです。これから公務員を目
指す方は１日も早く勉強を始めた方が良いと思います。早く
勉強を始めて損することはないので、早い段階でライバルた
ちに差を付けましょう。

現役合格

鹿児島校

『マイペース』

鹿児島県庁鹿児島県庁合格!合格!鹿児島県庁合格!
行政・事務職、技術職行政・事務職、技術職行政・事務職、技術職

　鹿児島県初級（一般事務） 最終合格

 小坂元 美聡さん ～鹿児島県立短期大学～

『⾃分⾃⾝を信じる勇気』

2019度

鹿児島校

短大で行われた公務員説明会で短大で行われた公務員説明会で
東京アカデミーに通学し合格した東京アカデミーに通学し合格した
先輩が多いと聞き入会しました。東先輩が多いと聞き入会しました。東
京 ア カ デ ミ ー の 丁 寧 な 生 講 義 と京 ア カ デ ミ ー の 丁 寧 な 生 講 義 と
様々な相談に対してデータや経験様々な相談に対してデータや経験
談を教えていただくことができまし談を教えていただくことができまし
た。試験を受けるにあたって不安た。試験を受けるにあたって不安
なことや心配事の相談に対してもなことや心配事の相談に対しても
親身になって話を聞いて下さりとて親身になって話を聞いて下さりとて
もありがたかったです。過去のデーもありがたかったです。過去のデー
タや報告書なども多くあり、実績のタや報告書なども多くあり、実績の
ある東京アカデミーに通ってよかっある東京アカデミーに通ってよかっ
たと思っています。公務員試験のたと思っています。公務員試験の
勉強は範囲が広く、高校では習わ勉強は範囲が広く、高校では習わ
なかった教科もあり、最初はとてもなかった教科もあり、最初はとても
戸惑ったり不安になったりすると思います。しかし、毎日コツ戸惑ったり不安になったりすると思います。しかし、毎日コツ
コツと積み重ねることで確実に力がつきます。すぐに結果がコツと積み重ねることで確実に力がつきます。すぐに結果が
出なくても、落ち込まず一つ一つの問題に取り組めば必ず結出なくても、落ち込まず一つ一つの問題に取り組めば必ず結
果が出る時が来ます。果が出る時が来ます。

短大で行われた公務員説明会で
東京アカデミーに通学し合格した
先輩が多いと聞き入会しました。東
京 ア カ デ ミ ー の 丁 寧 な 生 講 義 と
様々な相談に対してデータや経験
談を教えていただくことができまし
た。試験を受けるにあたって不安
なことや心配事の相談に対しても
親身になって話を聞いて下さりとて
もありがたかったです。過去のデー
タや報告書なども多くあり、実績の
ある東京アカデミーに通ってよかっ
たと思っています。公務員試験の
勉強は範囲が広く、高校では習わ
なかった教科もあり、最初はとても
戸惑ったり不安になったりすると思います。しかし、毎日コツ
コツと積み重ねることで確実に力がつきます。すぐに結果が
出なくても、落ち込まず一つ一つの問題に取り組めば必ず結
果が出る時が来ます。

　鹿児島県初級（警察事務） 最終合格

　鹿児島県初級（警察事務） 最終合格2019度 2019度　鹿児島県初級（警察事務） 最終合格2019度 　鹿児島県初級（一般事務） 最終合格

　鹿児島県初級（土木） 最終合格2019度 2019度　鹿児島県初級（一般事務） 最終合格2019度 　鹿児島県初級（建築） 最終合格

　鹿児島県初級（土木） 最終合格2019度　鹿児島県初級（土木） 最終合格2019度

現役合格

現役合格

現役合格 現役合格

現役合格

現役合格

 谷口 紗也佳 ～鹿児島県立短期大学校～

『常に邁進する』
普段は講義の後に、出た問を解い普段は講義の後に、出た問を解い
てその日の復習をすることを心掛てその日の復習をすることを心掛
けていました。理解度を高めるたけていました。理解度を高めるた
めには、講義の後の復習が大事にめには、講義の後の復習が大事に
なってくると思います。苦手分野をなってくると思います。苦手分野を
中心に基礎を固めていくことをおす中心に基礎を固めていくことをおす
すめします。東京アカデミーに通っすめします。東京アカデミーに通っ
てよかったと思う点は、分かりやすてよかったと思う点は、分かりやす
い講義を聞けた点です。重要なとい講義を聞けた点です。重要なと
ころを絞って教えてくださるので、ころを絞って教えてくださるので、
効率よく勉強することができました。効率よく勉強することができました。
また分からないところは、先生方にまた分からないところは、先生方に
いつでも質問に行くことができる点いつでも質問に行くことができる点
は、私にとってとても大きかったとは、私にとってとても大きかったと
思います。東アカの先生方は優しく思います。東アカの先生方は優しく
教えてくださるので、どんどん質問しに行ってください。公務教えてくださるので、どんどん質問しに行ってください。公務
員試験は長期にわたるので、大変なことも多いと思いますが、員試験は長期にわたるので、大変なことも多いと思いますが、
東アカの先生方を信じて、自分のやってきたことを信じて最東アカの先生方を信じて、自分のやってきたことを信じて最
後まで諦めず、頑張ることだと思います。後まで諦めず、頑張ることだと思います。

普段は講義の後に、出た問を解い
てその日の復習をすることを心掛
けていました。理解度を高めるた
めには、講義の後の復習が大事に
なってくると思います。苦手分野を
中心に基礎を固めていくことをおす
すめします。東京アカデミーに通っ
てよかったと思う点は、分かりやす
い講義を聞けた点です。重要なと
ころを絞って教えてくださるので、
効率よく勉強することができました。
また分からないところは、先生方に
いつでも質問に行くことができる点
は、私にとってとても大きかったと
思います。東アカの先生方は優しく
教えてくださるので、どんどん質問しに行ってください。公務
員試験は長期にわたるので、大変なことも多いと思いますが、
東アカの先生方を信じて、自分のやってきたことを信じて最
後まで諦めず、頑張ることだと思います。

鹿児島校

　鹿児島県初級（一般事務） 最終合格2019度

現役合格



肥後 摩子さん

『外柔内剛』
現役生合格友人や大学の事務の現役生合格友人や大学の事務の
先生が薦めているという話を聞い先生が薦めているという話を聞い
て入会しました。講義は絶対に休て入会しました。講義は絶対に休
まずに受けました。また、模試でそまずに受けました。また、模試でそ
のときの自分の実力を確認しつつ、のときの自分の実力を確認しつつ、
間違えたところや迷ったところを必間違えたところや迷ったところを必
ず自分のものにし、その問を関連ず自分のものにし、その問を関連
するところも復習して次につなげるするところも復習して次につなげる
ようにしました。約半年という短いようにしました。約半年という短い
時間の中で、東京アカデミーで試時間の中で、東京アカデミーで試
験に出やすいところを過去の試験験に出やすいところを過去の試験
の傾向や情報のデータに沿って重の傾向や情報のデータに沿って重
点的に教えてもらえたことで、勉強点的に教えてもらえたことで、勉強
の計画やすべきことが明確になりの計画やすべきことが明確になり
ました。さらに、東京アカデミーでました。さらに、東京アカデミーで
行われる業務説明会で実際に働いている方々の話を聞くこと行われる業務説明会で実際に働いている方々の話を聞くこと
ができたことで、勉強のモチベーションにつながり、とても良ができたことで、勉強のモチベーションにつながり、とても良
かったです。かったです。

現役生合格友人や大学の事務の
先生が薦めているという話を聞い
て入会しました。講義は絶対に休
まずに受けました。また、模試でそ
のときの自分の実力を確認しつつ、
間違えたところや迷ったところを必
ず自分のものにし、その問を関連
するところも復習して次につなげる
ようにしました。約半年という短い
時間の中で、東京アカデミーで試
験に出やすいところを過去の試験
の傾向や情報のデータに沿って重
点的に教えてもらえたことで、勉強
の計画やすべきことが明確になり
ました。さらに、東京アカデミーで
行われる業務説明会で実際に働いている方々の話を聞くこと
ができたことで、勉強のモチベーションにつながり、とても良
かったです。

鹿児島校

　鹿児島県初級（一般事務） 最終合格2019度

他 地方公務員他 地方公務員合格!合格!他 地方公務員合格!
行政・事務職、技術職行政・事務職、技術職行政・事務職、技術職

高井 美柚さん ～加治木高校～

『越えられない壁を神様は与えない』
私は東アカの合格実績や情報量の私は東アカの合格実績や情報量の
多さ、カリキュラムに魅力を感じ入多さ、カリキュラムに魅力を感じ入
会しました。通って一番良かったと会しました。通って一番良かったと
思うところは、一緒に頑張ることが思うところは、一緒に頑張ることが
できる友人ができたところです。私できる友人ができたところです。私
は普通科の高校のため周りに公務は普通科の高校のため周りに公務
員志望の友人はほとんどいなかっ員志望の友人はほとんどいなかっ
たのですが、面接対策や討論練習たのですが、面接対策や討論練習
などで年上の方とも話す機会が増などで年上の方とも話す機会が増
え、一緒に対策や練習をできたことえ、一緒に対策や練習をできたこと
が良かったです。また、テキストもが良かったです。また、テキストも
分かりやすく、勉強する範囲や大分かりやすく、勉強する範囲や大
切なポイントも分かりやすくてとて切なポイントも分かりやすくてとて
も勉強に役立ちました。東アカの講も勉強に役立ちました。東アカの講
義は絶対に休まないで先生の解き義は絶対に休まないで先生の解き
方を信頼するようにしていました。休まないことで他の人と差方を信頼するようにしていました。休まないことで他の人と差
をつけられず、試験当日も「これだけやったから大丈夫」と自をつけられず、試験当日も「これだけやったから大丈夫」と自
信にも繋がると思います。努力が実を結ぶ試験なので、後悔信にも繋がると思います。努力が実を結ぶ試験なので、後悔
しないように頑張ってください。応援しています！しないように頑張ってください。応援しています！

私は東アカの合格実績や情報量の
多さ、カリキュラムに魅力を感じ入
会しました。通って一番良かったと
思うところは、一緒に頑張ることが
できる友人ができたところです。私
は普通科の高校のため周りに公務
員志望の友人はほとんどいなかっ
たのですが、面接対策や討論練習
などで年上の方とも話す機会が増
え、一緒に対策や練習をできたこと
が良かったです。また、テキストも
分かりやすく、勉強する範囲や大
切なポイントも分かりやすくてとて
も勉強に役立ちました。東アカの講
義は絶対に休まないで先生の解き
方を信頼するようにしていました。休まないことで他の人と差
をつけられず、試験当日も「これだけやったから大丈夫」と自
信にも繋がると思います。努力が実を結ぶ試験なので、後悔
しないように頑張ってください。応援しています！

鹿児島校 渡辺 亜海さん ～国分高校～

『磨杵作針』
高校の先生や両親に勧められて入高校の先生や両親に勧められて入
会しました。東アカの活用法は、毎会しました。東アカの活用法は、毎
週１回ある模試で目標を立てて受週１回ある模試で目標を立てて受
験し、テキストを利用して復習しま験し、テキストを利用して復習しま
した。また、９０分の講義も分かりした。また、９０分の講義も分かり
やすいかつ面白く受講できたので、やすいかつ面白く受講できたので、
短く感じるほど充実していました。短く感じるほど充実していました。
集団討論の対策は東アカでしかで集団討論の対策は東アカでしかで
きなかったため、先生の分かりやきなかったため、先生の分かりや
すい指導を受けたり、様々な疑問すい指導を受けたり、様々な疑問
を質問できてとても良い環境でした。を質問できてとても良い環境でした。
毎日コツコツ勉強して結果がなか毎日コツコツ勉強して結果がなか
なか出なくても焦らず、分からないなか出なくても焦らず、分からない
ことはその日のうちに解決して諦めことはその日のうちに解決して諦め
ないことが大事です。部活をしていないことが大事です。部活をしてい
る人は両立がきついと思いますが、早めに取り掛かるといいる人は両立がきついと思いますが、早めに取り掛かるといい
と思います。やればやった分だけ結果がついてきます。がむと思います。やればやった分だけ結果がついてきます。がむ
しゃらに頑張ってください！！しゃらに頑張ってください！！

高校の先生や両親に勧められて入
会しました。東アカの活用法は、毎
週１回ある模試で目標を立てて受
験し、テキストを利用して復習しま
した。また、９０分の講義も分かり
やすいかつ面白く受講できたので、
短く感じるほど充実していました。
集団討論の対策は東アカでしかで
きなかったため、先生の分かりや
すい指導を受けたり、様々な疑問
を質問できてとても良い環境でした。
毎日コツコツ勉強して結果がなか
なか出なくても焦らず、分からない
ことはその日のうちに解決して諦め
ないことが大事です。部活をしてい
る人は両立がきついと思いますが、早めに取り掛かるといい
と思います。やればやった分だけ結果がついてきます。がむ
しゃらに頑張ってください！！

現役合格

鹿児島校 鶴園 萌さん ～鹿児島県立短期大学～

『継続は⼒なり』
主に勉強をすることと情報収集の主に勉強をすることと情報収集の
ために東京アカデミーを活用していために東京アカデミーを活用してい
ました。東京アカデミーでは様々なました。東京アカデミーでは様々な
自治体や機関の業務説明会が開自治体や機関の業務説明会が開
かれ、相手が求めている人材を知かれ、相手が求めている人材を知
ることができました。私は文系を卒ることができました。私は文系を卒
業していたため、理系科目全般が業していたため、理系科目全般が
一からのスタートでしたが、先生に一からのスタートでしたが、先生に
質問することで、苦手を克服するこ質問することで、苦手を克服するこ
とができました。最終合格できたポとができました。最終合格できたポ
イントは、数をこなして自分に自信イントは、数をこなして自分に自信
をつけることができたところです。をつけることができたところです。
東京アカデミーに通ってよかったと東京アカデミーに通ってよかったと
思う点は、先生方を身近に感じ、質思う点は、先生方を身近に感じ、質
問に行きやすかった点です。受験問に行きやすかった点です。受験
勉強をしているうちに、上手くいかないときもあると思います勉強をしているうちに、上手くいかないときもあると思います
が、気分転換をしながら頑張ってください。が、気分転換をしながら頑張ってください。

主に勉強をすることと情報収集の
ために東京アカデミーを活用してい
ました。東京アカデミーでは様々な
自治体や機関の業務説明会が開
かれ、相手が求めている人材を知
ることができました。私は文系を卒
業していたため、理系科目全般が
一からのスタートでしたが、先生に
質問することで、苦手を克服するこ
とができました。最終合格できたポ
イントは、数をこなして自分に自信
をつけることができたところです。
東京アカデミーに通ってよかったと
思う点は、先生方を身近に感じ、質
問に行きやすかった点です。受験
勉強をしているうちに、上手くいかないときもあると思います
が、気分転換をしながら頑張ってください。

鹿児島校

　霧島市（一般事務） 最終合格2019度 2019度　霧島市（一般事務） 最終合格2019度 　霧島市（一般事務） 最終合格

久保 絢華さん ～伊集院高校～

『置かれた場所で咲きなさい』
私は公務員試験に向けて3ヶ月ほ私は公務員試験に向けて3ヶ月ほ
ど対策を行いました。夏休みは全ど対策を行いました。夏休みは全
日の講義を受けた後に自習室で最日の講義を受けた後に自習室で最
後まで残って勉強し、夏休み終了後まで残って勉強し、夏休み終了
後は高校の休み時間や放課後に後は高校の休み時間や放課後に
残って勉強していました。また、二残って勉強していました。また、二
次試験対策は高校の先生に対策し次試験対策は高校の先生に対策し
てもらいましたが、その時にアカデてもらいましたが、その時にアカデ
ミーの過去の面接質問例をまとめミーの過去の面接質問例をまとめ
た 資 料 を 参 考 に し ま し た 。 ア カ デた 資 料 を 参 考 に し ま し た 。 ア カ デ
ミーに通って良かった点は、一般教ミーに通って良かった点は、一般教
養でそれぞれの教科の解き方のコ養でそれぞれの教科の解き方のコ
ツを教えて頂けたことです。一般教ツを教えて頂けたことです。一般教
養はとにかく何度も解き、面接も何養はとにかく何度も解き、面接も何
度も練習したことで自信をつけるこ度も練習したことで自信をつけるこ
とができ、本番はあまり緊張せず落ち着いて臨むことができとができ、本番はあまり緊張せず落ち着いて臨むことができ
ました。講義の復習や面接練習を繰り返し、自信をつけて頑ました。講義の復習や面接練習を繰り返し、自信をつけて頑
張って下さい。張って下さい。

私は公務員試験に向けて3ヶ月ほ
ど対策を行いました。夏休みは全
日の講義を受けた後に自習室で最
後まで残って勉強し、夏休み終了
後は高校の休み時間や放課後に
残って勉強していました。また、二
次試験対策は高校の先生に対策し
てもらいましたが、その時にアカデ
ミーの過去の面接質問例をまとめ
た 資 料 を 参 考 に し ま し た 。 ア カ デ
ミーに通って良かった点は、一般教
養でそれぞれの教科の解き方のコ
ツを教えて頂けたことです。一般教
養はとにかく何度も解き、面接も何
度も練習したことで自信をつけるこ
とができ、本番はあまり緊張せず落ち着いて臨むことができ
ました。講義の復習や面接練習を繰り返し、自信をつけて頑
張って下さい。

鹿児島校 武井 未梨さん ～鹿児島工業高校～

『笑う⾨に福来る』
東京アカデミーには友達の紹介で東京アカデミーには友達の紹介で
入会しました。私は教科書を自分入会しました。私は教科書を自分
でどんどん進めていく方だったのででどんどん進めていく方だったので
授 業 で は 復 習 に も な っ た の で 良授 業 で は 復 習 に も な っ た の で 良
かったです。アカデミーには２月頃かったです。アカデミーには２月頃
から通いましたが、講義前に自習から通いましたが、講義前に自習
室などを活用し勉強していました。室などを活用し勉強していました。
また、二次試験の面接練習は先生また、二次試験の面接練習は先生
と練習ができ、不安な所は一緒にと練習ができ、不安な所は一緒に
考えてもらえて実戦形式で練習も考えてもらえて実戦形式で練習も
できたので、過去に出た難しい出できたので、過去に出た難しい出
題を練習しました。東京アカデミー題を練習しました。東京アカデミー
に通ってよかったと思う点は、分かに通ってよかったと思う点は、分か
らない所があったら先生に聞きやらない所があったら先生に聞きや
すいし、自習室も静かで利用しやすいし、自習室も静かで利用しや
すかったことです。自分が分からなかったところはそのままにすかったことです。自分が分からなかったところはそのままに
するのではなく、その日のうちに解決して何度も解き直すのするのではなく、その日のうちに解決して何度も解き直すの
が一番身につく方法だと思いました。が一番身につく方法だと思いました。

東京アカデミーには友達の紹介で
入会しました。私は教科書を自分
でどんどん進めていく方だったので
授 業 で は 復 習 に も な っ た の で 良
かったです。アカデミーには２月頃
から通いましたが、講義前に自習
室などを活用し勉強していました。
また、二次試験の面接練習は先生
と練習ができ、不安な所は一緒に
考えてもらえて実戦形式で練習も
できたので、過去に出た難しい出
題を練習しました。東京アカデミー
に通ってよかったと思う点は、分か
らない所があったら先生に聞きや
すいし、自習室も静かで利用しや
すかったことです。自分が分からなかったところはそのままに
するのではなく、その日のうちに解決して何度も解き直すの
が一番身につく方法だと思いました。

現役合格

鹿児島校 寺園 葉月さん ～鹿児島県立短期大学～

『為せば成る為さねば成らぬ何事も 成らぬは⼈の為さぬなりけり』

東京アカデミーに通ってよかった点東京アカデミーに通ってよかった点
は、講義が分かりやすいこと、わかは、講義が分かりやすいこと、わか
らないことは先生方や事務局の内らないことは先生方や事務局の内
村さんや泊さんにすぐに相談でき村さんや泊さんにすぐに相談でき
ること、自習室が毎日朝から夜まること、自習室が毎日朝から夜ま
で開放されていることです。勉強量で開放されていることです。勉強量
が膨大で心身ともにきついなと思うが膨大で心身ともにきついなと思う
時もありましたが、小さな目標をた時もありましたが、小さな目標をた
てていくことで達成感を感じながらてていくことで達成感を感じながら
勉強を進めていくことができると思勉強を進めていくことができると思
います。これから辛いこと、苦しいいます。これから辛いこと、苦しい
ことが少しずつ増えてくると思いまことが少しずつ増えてくると思いま
すが、振り返ったときにあの時は一すが、振り返ったときにあの時は一
生 懸 命 最 後 ま で 頑 張 っ た と 胸 を生 懸 命 最 後 ま で 頑 張 っ た と 胸 を
はって言えるように今できる自分なはって言えるように今できる自分な
りの精一杯を尽くせるように頑張ってください。応援していまりの精一杯を尽くせるように頑張ってください。応援していま
す。す。

東京アカデミーに通ってよかった点
は、講義が分かりやすいこと、わか
らないことは先生方や事務局の内
村さんや泊さんにすぐに相談でき
ること、自習室が毎日朝から夜ま
で開放されていることです。勉強量
が膨大で心身ともにきついなと思う
時もありましたが、小さな目標をた
てていくことで達成感を感じながら
勉強を進めていくことができると思
います。これから辛いこと、苦しい
ことが少しずつ増えてくると思いま
すが、振り返ったときにあの時は一
生 懸 命 最 後 ま で 頑 張 っ た と 胸 を
はって言えるように今できる自分な
りの精一杯を尽くせるように頑張ってください。応援していま
す。

鹿児島校

　日置市（建築） 最終合格2019度 2019度　日置市（一般事務） 最終合格2019度 　阿久根市（一般事務） 最終合格

現役合格

現役合格

現役合格

現役合格

橋口 幸介さん ～れいめい高校～

『苦しい時が伸びる時』
高校のときに夏期講習を受講して高校のときに夏期講習を受講して
高い合格率を肌で感じ、高校卒業高い合格率を肌で感じ、高校卒業
後、全日制に入会しました。ダラダ後、全日制に入会しました。ダラダ
ラした8時間より集中する1時間をラした8時間より集中する1時間を
過ごすことをテーマにしていました。過ごすことをテーマにしていました。
電車通学だったので、電車の中で電車通学だったので、電車の中で
も暗記物の勉強をしていました。東も暗記物の勉強をしていました。東
アカに通ったことで、公務員試験のアカに通ったことで、公務員試験の
受験の心構えを教わりました。東ア受験の心構えを教わりました。東ア
カに通っている人は意識が高い人カに通っている人は意識が高い人
がとても多く、それに加えて自分自がとても多く、それに加えて自分自
身も負けず嫌いだったので、模試身も負けず嫌いだったので、模試
の鹿児島校上位者ランキング表をの鹿児島校上位者ランキング表を
みて刺激を受けていました。競争みて刺激を受けていました。競争
意識が高まったので、とても良かっ意識が高まったので、とても良かっ
たです。メリハリはホントに大事だと思います。自分に甘くなたです。メリハリはホントに大事だと思います。自分に甘くな
らず、自分には厳しくして試験が終った後に自分をほめてあらず、自分には厳しくして試験が終った後に自分をほめてあ
げてください。げてください。

高校のときに夏期講習を受講して
高い合格率を肌で感じ、高校卒業
後、全日制に入会しました。ダラダ
ラした8時間より集中する1時間を
過ごすことをテーマにしていました。
電車通学だったので、電車の中で
も暗記物の勉強をしていました。東
アカに通ったことで、公務員試験の
受験の心構えを教わりました。東ア
カに通っている人は意識が高い人
がとても多く、それに加えて自分自
身も負けず嫌いだったので、模試
の鹿児島校上位者ランキング表を
みて刺激を受けていました。競争
意識が高まったので、とても良かっ
たです。メリハリはホントに大事だと思います。自分に甘くな
らず、自分には厳しくして試験が終った後に自分をほめてあ
げてください。

鹿児島校 瀬戸口 莉子さん ～鹿児島純心女子短期大学～

『初志貫徹』
私はまずオープンセサミを夏まで私はまずオープンセサミを夏まで
にできるだけたくさん解きました。にできるだけたくさん解きました。
そして夏からは、過去問集の出たそして夏からは、過去問集の出た
問をひたすら解き、各教科最低3回問をひたすら解き、各教科最低3回
は通るようにしました。夏期講習では通るようにしました。夏期講習で
は先生方が要点をたくさん教えては先生方が要点をたくさん教えて
下さったので、そこを集中的に勉強下さったので、そこを集中的に勉強
するようにしました。東アカに通っするようにしました。東アカに通っ
て良かった点は、悩んだ時や分かて良かった点は、悩んだ時や分か
らないことがあった時にはすぐに相らないことがあった時にはすぐに相
談できることです。事務局の泊さん談できることです。事務局の泊さん
や先生が丁寧に質問に答えて下さや先生が丁寧に質問に答えて下さ
るので、すぐに不安を消すことがでるので、すぐに不安を消すことがで
きました。東アカに行くと「私も頑張きました。東アカに行くと「私も頑張
らなきゃ」と思え、友人と切磋琢磨らなきゃ」と思え、友人と切磋琢磨
して勉強できました。伸び悩んだ時も周りの友人とお互いにして勉強できました。伸び悩んだ時も周りの友人とお互いに
支えあったので乗り越えることができました。本当に東アカに支えあったので乗り越えることができました。本当に東アカに
通って良かったです。通って良かったです。

私はまずオープンセサミを夏まで
にできるだけたくさん解きました。
そして夏からは、過去問集の出た
問をひたすら解き、各教科最低3回
は通るようにしました。夏期講習で
は先生方が要点をたくさん教えて
下さったので、そこを集中的に勉強
するようにしました。東アカに通っ
て良かった点は、悩んだ時や分か
らないことがあった時にはすぐに相
談できることです。事務局の泊さん
や先生が丁寧に質問に答えて下さ
るので、すぐに不安を消すことがで
きました。東アカに行くと「私も頑張
らなきゃ」と思え、友人と切磋琢磨
して勉強できました。伸び悩んだ時も周りの友人とお互いに
支えあったので乗り越えることができました。本当に東アカに
通って良かったです。

現役合格

鹿児島校 平野 聡志さん ～第一工業大学～

『情報は⼒』
地元に貢献したいという思いから地元に貢献したいという思いから
薩摩川内市を志望し、知人の紹介薩摩川内市を志望し、知人の紹介
で東京アカデミーに入会しました。で東京アカデミーに入会しました。
東京アカデミーの良い点は、人物東京アカデミーの良い点は、人物
対策の手厚いサポートだと思いま対策の手厚いサポートだと思いま
す。様々なアドバイスをもとに薩摩す。様々なアドバイスをもとに薩摩
川内市のことを深く調べ、知識を深川内市のことを深く調べ、知識を深
めることが最終合格に繋がったとめることが最終合格に繋がったと
思います。また、前年の合格者の思います。また、前年の合格者の
試験情報なども知ることができて役試験情報なども知ることができて役
立ちました。もちろん、東京アカデ立ちました。もちろん、東京アカデ
ミーの講義や模試など良い点を挙ミーの講義や模試など良い点を挙
げればきりがありません。公務員げればきりがありません。公務員
試験で最終合格するためには早め試験で最終合格するためには早め
早めの行動を心掛け、情報を集め早めの行動を心掛け、情報を集め
ることが何より大切だと思います。ることが何より大切だと思います。

地元に貢献したいという思いから
薩摩川内市を志望し、知人の紹介
で東京アカデミーに入会しました。
東京アカデミーの良い点は、人物
対策の手厚いサポートだと思いま
す。様々なアドバイスをもとに薩摩
川内市のことを深く調べ、知識を深
めることが最終合格に繋がったと
思います。また、前年の合格者の
試験情報なども知ることができて役
立ちました。もちろん、東京アカデ
ミーの講義や模試など良い点を挙
げればきりがありません。公務員
試験で最終合格するためには早め
早めの行動を心掛け、情報を集め
ることが何より大切だと思います。

鹿児島校

　薩摩川内市（一般事務） 最終合格2019度 2019度　薩摩川内市（一般事務） 最終合格2019度 　薩摩川内市（一般事務） 最終合格

現役合格

現役合格

坂下 玲菜さん ～鹿児島県立短期大学～

『誰もが送る⽇常を犠牲にして咲かす花は美しい』
講義では膨大な試験範囲の中から講義では膨大な試験範囲の中から
頻出の分野を教えてくださり、大事頻出の分野を教えてくださり、大事
な用語の覚え方を取り入れてくださな用語の覚え方を取り入れてくださ
りとても分かりやすかったです。まりとても分かりやすかったです。ま
た、先生の言葉を一言一句聞き逃た、先生の言葉を一言一句聞き逃
さずに聞くぐらいの気持ちで臨んでさずに聞くぐらいの気持ちで臨んで
いました。面接練習では、できるだいました。面接練習では、できるだ
け毎日練習をし、すべての先生とけ毎日練習をし、すべての先生と
練習をすることを意識しました。先練習をすることを意識しました。先
生方一人一人が指摘してくださる生方一人一人が指摘してくださる
ポイントが違うため、大変役に立ちポイントが違うため、大変役に立ち
ました。将来の何の根拠もない不ました。将来の何の根拠もない不
安ばかりを考えるのではなく、目の安ばかりを考えるのではなく、目の
前のできることだけを考えて取り組前のできることだけを考えて取り組
むことが大切だと思います。「不安むことが大切だと思います。「不安
に思っても思わなくてもとりあえず勉強しなければ何のために思っても思わなくてもとりあえず勉強しなければ何のため
にもならない」と思えば、マイナスなことを考えなくてよくなりまにもならない」と思えば、マイナスなことを考えなくてよくなりま
す。す。

講義では膨大な試験範囲の中から
頻出の分野を教えてくださり、大事
な用語の覚え方を取り入れてくださ
りとても分かりやすかったです。ま
た、先生の言葉を一言一句聞き逃
さずに聞くぐらいの気持ちで臨んで
いました。面接練習では、できるだ
け毎日練習をし、すべての先生と
練習をすることを意識しました。先
生方一人一人が指摘してくださる
ポイントが違うため、大変役に立ち
ました。将来の何の根拠もない不
安ばかりを考えるのではなく、目の
前のできることだけを考えて取り組
むことが大切だと思います。「不安
に思っても思わなくてもとりあえず勉強しなければ何のため
にもならない」と思えば、マイナスなことを考えなくてよくなりま
す。

鹿児島校

2019度　鹿児島県初級（一般事務） 最終合格

現役合格

水口 愛さん ～鹿児島玉龍高校～

『チャレンジしないと何も変わらない』
東京アカデミーに通ってよかった点東京アカデミーに通ってよかった点
は夜でも自習室に勉強しに来られは夜でも自習室に勉強しに来られ
るところです。また、テキストは要るところです。また、テキストは要
点がまとまっていたのでポイントが点がまとまっていたのでポイントが
分かりやすく勉強しやすかったで分かりやすく勉強しやすかったで
す。公務員試験では初めての勉強す。公務員試験では初めての勉強
する科目が多くて大変でしたが、問する科目が多くて大変でしたが、問
題を解けば解くほど、点数がとれる題を解けば解くほど、点数がとれる
ようになりとても嬉しかったです。ようになりとても嬉しかったです。
東京アカデミーは、試験情報も豊東京アカデミーは、試験情報も豊
富で全力でサポートしてくださるの富で全力でサポートしてくださるの
で、少しでも心配があったら教務ので、少しでも心配があったら教務の
泊さんに質問すると良いと思いま泊さんに質問すると良いと思いま
す。試験科目が多く大変だと思いす。試験科目が多く大変だと思い
ますが、好きな科目を見つけると、ますが、好きな科目を見つけると、
勉強が楽しくなると思います。また、家族、友人に感謝しなが勉強が楽しくなると思います。また、家族、友人に感謝しなが
ら頑張ってください！ら頑張ってください！

東京アカデミーに通ってよかった点
は夜でも自習室に勉強しに来られ
るところです。また、テキストは要
点がまとまっていたのでポイントが
分かりやすく勉強しやすかったで
す。公務員試験では初めての勉強
する科目が多くて大変でしたが、問
題を解けば解くほど、点数がとれる
ようになりとても嬉しかったです。
東京アカデミーは、試験情報も豊
富で全力でサポートしてくださるの
で、少しでも心配があったら教務の
泊さんに質問すると良いと思いま
す。試験科目が多く大変だと思い
ますが、好きな科目を見つけると、
勉強が楽しくなると思います。また、家族、友人に感謝しなが
ら頑張ってください！

鹿児島校

　鹿児島県初級（一般事務） 最終合格2019度

現役合格

～鹿児島県立短期大学～



鶴田 成貴さん ～鹿屋工業高校～

『雲外蒼天』
全ての講義に出席し、その日のう全ての講義に出席し、その日のう
ちに習ったことを復習していました。ちに習ったことを復習していました。
時間がある時には、自習室を活用時間がある時には、自習室を活用
し、勉強するようにしていました。面し、勉強するようにしていました。面
接練習は数をこなすようにし、なる接練習は数をこなすようにし、なる
べく違う先生のもとで指導をして頂べく違う先生のもとで指導をして頂
き、様々な意見をいただくようにしき、様々な意見をいただくようにし
ていました。東京アカデミーに通っていました。東京アカデミーに通っ
てよかったと思う点は、授業が生講てよかったと思う点は、授業が生講
義だったため、最近の傾向を教え義だったため、最近の傾向を教え
ていただき、それを踏まえた講義をていただき、それを踏まえた講義を
受けられたことです。また、試験に受けられたことです。また、試験に
関する情報が豊富な所や、相談事関する情報が豊富な所や、相談事
や分からないことは教務の内村さや分からないことは教務の内村さ
んや泊さんが丁寧に対応してくださんや泊さんが丁寧に対応してくださ
りとても助かりました。私自身、本当に合格できるか不安でしりとても助かりました。私自身、本当に合格できるか不安でし
たが、多くの人達の支えがあり、合格することができました。たが、多くの人達の支えがあり、合格することができました。
公務員試験は長い戦いになりますが、毎日の積み重ねが合公務員試験は長い戦いになりますが、毎日の積み重ねが合
格に繋がると思うので頑張ってください。格に繋がると思うので頑張ってください。

全ての講義に出席し、その日のう
ちに習ったことを復習していました。
時間がある時には、自習室を活用
し、勉強するようにしていました。面
接練習は数をこなすようにし、なる
べく違う先生のもとで指導をして頂
き、様々な意見をいただくようにし
ていました。東京アカデミーに通っ
てよかったと思う点は、授業が生講
義だったため、最近の傾向を教え
ていただき、それを踏まえた講義を
受けられたことです。また、試験に
関する情報が豊富な所や、相談事
や分からないことは教務の内村さ
んや泊さんが丁寧に対応してくださ
りとても助かりました。私自身、本当に合格できるか不安でし
たが、多くの人達の支えがあり、合格することができました。
公務員試験は長い戦いになりますが、毎日の積み重ねが合
格に繋がると思うので頑張ってください。

鹿児島校 木場 文那さん ～鹿児島県立短期大学～

『⾃信が結果につながる』
姉妹がアカデミーに通っていたこと姉妹がアカデミーに通っていたこと
があり、実績を信頼して入会しましがあり、実績を信頼して入会しまし
た。自習はアカデミーで行い、暗記た。自習はアカデミーで行い、暗記
科目は講義中に覚える努力をし、科目は講義中に覚える努力をし、
一般知能は自習時間に多くの問題一般知能は自習時間に多くの問題
を 解 き ま し た 。 面 接 対 策 は 面 接を 解 き ま し た 。 面 接 対 策 は 面 接
カードの作成から力を入れました。カードの作成から力を入れました。
先生から質問されることで、自分の先生から質問されることで、自分の
中の志望先への熱い思いや考察中の志望先への熱い思いや考察
が深まりました。面接練習は毎日が深まりました。面接練習は毎日
入れることで、試験当日は「あれだ入れることで、試験当日は「あれだ
け頑張ったから大丈夫」と自信をけ頑張ったから大丈夫」と自信を
持って面接に挑めました。試験勉持って面接に挑めました。試験勉
強は大変ですが、講義も分かりや強は大変ですが、講義も分かりや
すく、理解できなかったことが分かすく、理解できなかったことが分か
るようになって結果に反映されることが楽しかったです。また、るようになって結果に反映されることが楽しかったです。また、
悩みを共有できる友人がいたことも心強かったです。根を詰悩みを共有できる友人がいたことも心強かったです。根を詰
め過ぎず、たまには息抜きして最後まで諦めずに努力したらめ過ぎず、たまには息抜きして最後まで諦めずに努力したら
何かしら成果が出ると思います！何かしら成果が出ると思います！

姉妹がアカデミーに通っていたこと
があり、実績を信頼して入会しまし
た。自習はアカデミーで行い、暗記
科目は講義中に覚える努力をし、
一般知能は自習時間に多くの問題
を 解 き ま し た 。 面 接 対 策 は 面 接
カードの作成から力を入れました。
先生から質問されることで、自分の
中の志望先への熱い思いや考察
が深まりました。面接練習は毎日
入れることで、試験当日は「あれだ
け頑張ったから大丈夫」と自信を
持って面接に挑めました。試験勉
強は大変ですが、講義も分かりや
すく、理解できなかったことが分か
るようになって結果に反映されることが楽しかったです。また、
悩みを共有できる友人がいたことも心強かったです。根を詰
め過ぎず、たまには息抜きして最後まで諦めずに努力したら
何かしら成果が出ると思います！

鹿児島校 上水流 千智さん ～鹿児島工業高校～

『為せば成る』
私のアカデミー活用法は、テキスト私のアカデミー活用法は、テキスト
では分からなかった問題や解き方では分からなかった問題や解き方
を忘れてしまいそうな問題に難易を忘れてしまいそうな問題に難易
度によって色分けしながら付箋を度によって色分けしながら付箋を
つけまくりました。さらに、先生がつけまくりました。さらに、先生が
言ったことで重要そうなことはメモ言ったことで重要そうなことはメモ
しました。また、通学時間にテキスしました。また、通学時間にテキス
トを読みながら隙間時間を活用しトを読みながら隙間時間を活用し
ました。一般教養（特に数的推理）ました。一般教養（特に数的推理）
は自分で勉強することが難しいのは自分で勉強することが難しいの
で、アカデミーで先生にしっかりとで、アカデミーで先生にしっかりと
教えて頂けたのは本当に良かった教えて頂けたのは本当に良かった
と思いました。あとは、面接のポイと思いました。あとは、面接のポイ
ン ト だ と か 長 年 公 務 員 試 験 に 携ン ト だ と か 長 年 公 務 員 試 験 に 携
わってきた先生方たちからのアドバわってきた先生方たちからのアドバ
イスが聞けたのも良かったです。私はそんなに自分を追い詰イスが聞けたのも良かったです。私はそんなに自分を追い詰
めて勉強することはなかったので、それが逆に良かったのでめて勉強することはなかったので、それが逆に良かったので
はないかと思いました。勉強することももちろん大事ですが、はないかと思いました。勉強することももちろん大事ですが、
時には息抜きして毎日しっかり睡眠をとることも大事です。時には息抜きして毎日しっかり睡眠をとることも大事です。

私のアカデミー活用法は、テキスト
では分からなかった問題や解き方
を忘れてしまいそうな問題に難易
度によって色分けしながら付箋を
つけまくりました。さらに、先生が
言ったことで重要そうなことはメモ
しました。また、通学時間にテキス
トを読みながら隙間時間を活用し
ました。一般教養（特に数的推理）
は自分で勉強することが難しいの
で、アカデミーで先生にしっかりと
教えて頂けたのは本当に良かった
と思いました。あとは、面接のポイ
ン ト だ と か 長 年 公 務 員 試 験 に 携
わってきた先生方たちからのアドバ
イスが聞けたのも良かったです。私はそんなに自分を追い詰
めて勉強することはなかったので、それが逆に良かったので
はないかと思いました。勉強することももちろん大事ですが、
時には息抜きして毎日しっかり睡眠をとることも大事です。

鹿児島校

　垂水市（一般事務） 最終合格2019度 2019度　垂水市（一般事務） 最終合格2019度 　いちき串木野市（一般事務） 最終合格

黒岩 風太さん ～樟南高校～

『何事も楽しく!!』
友人から誘われ、東京アカデミー友人から誘われ、東京アカデミー
の合格実績を見て入会することをの合格実績を見て入会することを
決めました。授業と模試は必ず受決めました。授業と模試は必ず受
け、授業はその時間で覚えられるけ、授業はその時間で覚えられる
ような努力をしました。また、自習ような努力をしました。また、自習
室も利用して授業の予習や模試の室も利用して授業の予習や模試の
見直しもしっかりとしていました。面見直しもしっかりとしていました。面
接練習は２日に１回のペースで取接練習は２日に１回のペースで取
り組みました。家でも声を出して練り組みました。家でも声を出して練
習し、親にも協力してもらいました。習し、親にも協力してもらいました。
しかし、張り詰めすぎてもストレスしかし、張り詰めすぎてもストレス
が溜まるので、息抜きも大事にしてが溜まるので、息抜きも大事にして
いました。去年は独学で公務員試いました。去年は独学で公務員試
験を受けてダメでしたが、東京アカ験を受けてダメでしたが、東京アカ
デミーでは素晴らしい先生方が詳デミーでは素晴らしい先生方が詳
しく教えてくれるのですごく良かったです。一次試験対策だけしく教えてくれるのですごく良かったです。一次試験対策だけ
でなく面接練習にも力を入れているので、今年は自信を持っでなく面接練習にも力を入れているので、今年は自信を持っ
て試験に臨むことができました。て試験に臨むことができました。

友人から誘われ、東京アカデミー
の合格実績を見て入会することを
決めました。授業と模試は必ず受
け、授業はその時間で覚えられる
ような努力をしました。また、自習
室も利用して授業の予習や模試の
見直しもしっかりとしていました。面
接練習は２日に１回のペースで取
り組みました。家でも声を出して練
習し、親にも協力してもらいました。
しかし、張り詰めすぎてもストレス
が溜まるので、息抜きも大事にして
いました。去年は独学で公務員試
験を受けてダメでしたが、東京アカ
デミーでは素晴らしい先生方が詳
しく教えてくれるのですごく良かったです。一次試験対策だけ
でなく面接練習にも力を入れているので、今年は自信を持っ
て試験に臨むことができました。

鹿児島校 新屋 栞菜さん～鹿児島純心女子短期大学～

『⽣きるとは呼吸をすることではない、⾏動することだ』

社会人として働きながらの挑戦で社会人として働きながらの挑戦で
あったので、通勤中の電車でテキあったので、通勤中の電車でテキ
ストを読むようにしていました。また、ストを読むようにしていました。また、
講義の日は、学習の記憶の新しい講義の日は、学習の記憶の新しい
その日のうちに自宅で復習するよその日のうちに自宅で復習するよ
うにしていました。アカデミーは「勉うにしていました。アカデミーは「勉
強しなくては！」という雰囲気が、強しなくては！」という雰囲気が、
私 の や る 気 に つ な が り と て も 良私 の や る 気 に つ な が り と て も 良
かったです。また、事務局の泊さんかったです。また、事務局の泊さん
が顔と受験先を覚えてくれたことでが顔と受験先を覚えてくれたことで
安心感や相談のしやすさに繋がり安心感や相談のしやすさに繋がり
ました。最初から最後まで自分とのました。最初から最後まで自分との
闘いになります！絶対に合格する闘いになります！絶対に合格する
という気持ちを忘れずにいてくださという気持ちを忘れずにいてくださ
い。でも、一日の寝る前に「今日もい。でも、一日の寝る前に「今日も
一日頑張った」と自分を褒めてあげてください。皆さんの合格一日頑張った」と自分を褒めてあげてください。皆さんの合格
への道が輝かしいものとなることを祈っております。への道が輝かしいものとなることを祈っております。

社会人として働きながらの挑戦で
あったので、通勤中の電車でテキ
ストを読むようにしていました。また、
講義の日は、学習の記憶の新しい
その日のうちに自宅で復習するよ
うにしていました。アカデミーは「勉
強しなくては！」という雰囲気が、
私 の や る 気 に つ な が り と て も 良
かったです。また、事務局の泊さん
が顔と受験先を覚えてくれたことで
安心感や相談のしやすさに繋がり
ました。最初から最後まで自分との
闘いになります！絶対に合格する
という気持ちを忘れずにいてくださ
い。でも、一日の寝る前に「今日も
一日頑張った」と自分を褒めてあげてください。皆さんの合格
への道が輝かしいものとなることを祈っております。

鹿児島校 松木 翔太さん ～錦江湾高校～

『周りを気にせず⾃分のペースで』
平日は講義の後に、土日は朝から平日は講義の後に、土日は朝から
自習室を利用して、少しでも多くの自習室を利用して、少しでも多くの
問題を解いて講義の復習をしてい問題を解いて講義の復習をしてい
ました。公務員試験に向けては、ました。公務員試験に向けては、
講義で覚えられることは集中して講義で覚えられることは集中して
覚え、その日のうちに復習し、土曜覚え、その日のうちに復習し、土曜
日にある模試で自分の力を試し、日にある模試で自分の力を試し、
日曜日に模試の復習や過去問を日曜日に模試の復習や過去問を
解くようにしていました。アカデミー解くようにしていました。アカデミー
に通ってよかったと思う点は、内容に通ってよかったと思う点は、内容
の濃いテキストが配布されること、の濃いテキストが配布されること、
自習室が利用できること、多くの試自習室が利用できること、多くの試
験情報が入手できる点です。自分験情報が入手できる点です。自分
のペースを作って周りに合わせなのペースを作って周りに合わせな
いでやることや一日ずっと勉強するいでやることや一日ずっと勉強する
のではなく、少し休憩を入れて勉強から離れる時間を作るこのではなく、少し休憩を入れて勉強から離れる時間を作るこ
とが大切だと思います。心に余裕を持って受験勉強に取り組とが大切だと思います。心に余裕を持って受験勉強に取り組
むことが大切だと思います。むことが大切だと思います。

平日は講義の後に、土日は朝から
自習室を利用して、少しでも多くの
問題を解いて講義の復習をしてい
ました。公務員試験に向けては、
講義で覚えられることは集中して
覚え、その日のうちに復習し、土曜
日にある模試で自分の力を試し、
日曜日に模試の復習や過去問を
解くようにしていました。アカデミー
に通ってよかったと思う点は、内容
の濃いテキストが配布されること、
自習室が利用できること、多くの試
験情報が入手できる点です。自分
のペースを作って周りに合わせな
いでやることや一日ずっと勉強する
のではなく、少し休憩を入れて勉強から離れる時間を作るこ
とが大切だと思います。心に余裕を持って受験勉強に取り組
むことが大切だと思います。

鹿児島校

　姶良市（一般事務） 最終合格2019度 2019度　姶良市（一般事務） 最終合格2019度 　出水市（一般事務） 最終合格

前村 さくらさん～鹿児島県立短期大学～

『過去問を解いた量が肝』
短大の先生が講義で紹介していた短大の先生が講義で紹介していた
ので入会しました。講義はノートをので入会しました。講義はノートを
取りながら、しっかり聞いて、家に取りながら、しっかり聞いて、家に
帰ってからその日のノートを見返し帰ってからその日のノートを見返し
ながら学んだことを教科ごとにまとながら学んだことを教科ごとにまと
めていました。東京アカデミーの講めていました。東京アカデミーの講
義はとても分かりやすく、ただ解け義はとても分かりやすく、ただ解け
るやり方でなく、早く解けるやり方もるやり方でなく、早く解けるやり方も
教えてくれるところが良かったです。教えてくれるところが良かったです。
また、講義がない日は模試で解けまた、講義がない日は模試で解け
なかった問題のやり直しを重点的なかった問題のやり直しを重点的
に復習していました。試験前の一ヶに復習していました。試験前の一ヶ
月間はDATA問で過去問を何度も解月間はDATA問で過去問を何度も解
きました。過去問をたくさん解いてきました。過去問をたくさん解いて
分からない所ところをその日のうち分からない所ところをその日のうち
に解決する。それが合格のコツです。に解決する。それが合格のコツです。

短大の先生が講義で紹介していた
ので入会しました。講義はノートを
取りながら、しっかり聞いて、家に
帰ってからその日のノートを見返し
ながら学んだことを教科ごとにまと
めていました。東京アカデミーの講
義はとても分かりやすく、ただ解け
るやり方でなく、早く解けるやり方も
教えてくれるところが良かったです。
また、講義がない日は模試で解け
なかった問題のやり直しを重点的
に復習していました。試験前の一ヶ
月間はDATA問で過去問を何度も解
きました。過去問をたくさん解いて
分からない所ところをその日のうち
に解決する。それが合格のコツです。

鹿児島校 牛之濵 悠真さん ～屋久島高校～

『雲外蒼天』
高校の先生や先輩に勧められて東高校の先生や先輩に勧められて東
アカに入会しました。平日は講義をアカに入会しました。平日は講義を
聞き、出た問を解くようにしていま聞き、出た問を解くようにしていま
した。講義で習ったことを忘れないした。講義で習ったことを忘れない
ために復習することはもちろんですために復習することはもちろんです
が、とにかくたくさん問題を解きましが、とにかくたくさん問題を解きまし
た。テキストは解説が分かりやすく、た。テキストは解説が分かりやすく、
最初の一ヶ月は解説を暗記しまし最初の一ヶ月は解説を暗記しまし
た。毎週ある模試で自分の苦手分た。毎週ある模試で自分の苦手分
野を探すことができ、役に立ちまし野を探すことができ、役に立ちまし
た。東アカに通ってよかったと思うた。東アカに通ってよかったと思う
点 は 、 テ キ ス ト が 要 点 ご と に ま と点 は 、 テ キ ス ト が 要 点 ご と に ま と
まっていて、先生方の指導や授業まっていて、先生方の指導や授業
が分かりやすかったこと、教務の内が分かりやすかったこと、教務の内
村さんや泊さんが丁寧に最初の説村さんや泊さんが丁寧に最初の説
明から最後までサポートしてくれたことです。面接時になりた明から最後までサポートしてくれたことです。面接時になりた
い気持ちや受験先について調べたことを交えて話せたことがい気持ちや受験先について調べたことを交えて話せたことが
合格に繋がったと思います。合格に繋がったと思います。

高校の先生や先輩に勧められて東
アカに入会しました。平日は講義を
聞き、出た問を解くようにしていま
した。講義で習ったことを忘れない
ために復習することはもちろんです
が、とにかくたくさん問題を解きまし
た。テキストは解説が分かりやすく、
最初の一ヶ月は解説を暗記しまし
た。毎週ある模試で自分の苦手分
野を探すことができ、役に立ちまし
た。東アカに通ってよかったと思う
点 は 、 テ キ ス ト が 要 点 ご と に ま と
まっていて、先生方の指導や授業
が分かりやすかったこと、教務の内
村さんや泊さんが丁寧に最初の説
明から最後までサポートしてくれたことです。面接時になりた
い気持ちや受験先について調べたことを交えて話せたことが
合格に繋がったと思います。

現役合格

鹿児島校 大村 桃子さん ～鹿児島工業高校～

『為せば成る』
友人が入会していたため東京アカ友人が入会していたため東京アカ
デミーに入会しました。4月から夏デミーに入会しました。4月から夏
休みまでと直前対策でアカデミー休みまでと直前対策でアカデミー
の講義を受けました。私の学習方の講義を受けました。私の学習方
法は、アカデミーの講義を受け、高法は、アカデミーの講義を受け、高
校の登下校中のJRの車内や休み校の登下校中のJRの車内や休み
時間に自主学習を行っていました。時間に自主学習を行っていました。
ま た 、 一 次 試 験 合 格 後 は ア カ デま た 、 一 次 試 験 合 格 後 は ア カ デ
ミーで個別の面接練習を行いましミーで個別の面接練習を行いまし
た。アカデミーに通って良かったとた。アカデミーに通って良かったと
思う点は、一次試験後も二次試験思う点は、一次試験後も二次試験
対策をしっかりとしてくれることと自対策をしっかりとしてくれることと自
習室が使えることです。アカデミー習室が使えることです。アカデミー
で講義を受けるだけでは身につかで講義を受けるだけでは身につか
ないと思うので、時間を見つけて勉ないと思うので、時間を見つけて勉
強するのが大切になると思います。私は高校の登下校の強するのが大切になると思います。私は高校の登下校の
JRの中でテキストを見たり、試験が近くなったら休み時間もJRの中でテキストを見たり、試験が近くなったら休み時間も
勉強をしました。継続的に勉強をして、集中力を最後まで切勉強をしました。継続的に勉強をして、集中力を最後まで切
らさないことが大事です。らさないことが大事です。

友人が入会していたため東京アカ
デミーに入会しました。4月から夏
休みまでと直前対策でアカデミー
の講義を受けました。私の学習方
法は、アカデミーの講義を受け、高
校の登下校中のJRの車内や休み
時間に自主学習を行っていました。
ま た 、 一 次 試 験 合 格 後 は ア カ デ
ミーで個別の面接練習を行いまし
た。アカデミーに通って良かったと
思う点は、一次試験後も二次試験
対策をしっかりとしてくれることと自
習室が使えることです。アカデミー
で講義を受けるだけでは身につか
ないと思うので、時間を見つけて勉
強するのが大切になると思います。私は高校の登下校の
JRの中でテキストを見たり、試験が近くなったら休み時間も
勉強をしました。継続的に勉強をして、集中力を最後まで切
らさないことが大事です。

鹿児島校

　屋久島町（一般事務） 最終合格2019度 2019度　徳之島町（一般事務） 最終合格2019度 　福岡市初級（建築） 最終合格

現役合格

現役合格

現役合格

西田 早梨花さん～鹿児島県立短期大学～

『千⾥の道も⼀歩から』
短大の先生、友人、先輩の勧め、短大の先生、友人、先輩の勧め、
また、他の予備校よりも合格者数また、他の予備校よりも合格者数
がダントツで多かったので入会しまがダントツで多かったので入会しま
した。はじめは全く成績が上がらずした。はじめは全く成績が上がらず
落ち込むことが多かった。でも毎日落ち込むことが多かった。でも毎日
あきらめずに勉強して、苦手分野あきらめずに勉強して、苦手分野
からも逃げずに取り組んだことで少からも逃げずに取り組んだことで少
しずつではあるが実力がついてきしずつではあるが実力がついてき
ました。定期的にある模試で成績ました。定期的にある模試で成績
上位者がランキング表に掲載され上位者がランキング表に掲載され
るので、自分の名前がランクインさるので、自分の名前がランクインさ
れることを目標にしていました。東れることを目標にしていました。東
アカには多くの受講生が在籍し、おアカには多くの受講生が在籍し、お
互いに切磋琢磨し合いながら勉強互いに切磋琢磨し合いながら勉強
に励むことができました。密な講義、に励むことができました。密な講義、
充実した問題集、自習環境が整っており公務員を目指すにあ充実した問題集、自習環境が整っており公務員を目指すにあ
たってバックアップが手厚かったです。これまでの合格実績をたってバックアップが手厚かったです。これまでの合格実績を
もとに作成されたデータ集も最終合格にとても役立いちましもとに作成されたデータ集も最終合格にとても役立いちまし
た。た。

短大の先生、友人、先輩の勧め、
また、他の予備校よりも合格者数
がダントツで多かったので入会しま
した。はじめは全く成績が上がらず
落ち込むことが多かった。でも毎日
あきらめずに勉強して、苦手分野
からも逃げずに取り組んだことで少
しずつではあるが実力がついてき
ました。定期的にある模試で成績
上位者がランキング表に掲載され
るので、自分の名前がランクインさ
れることを目標にしていました。東
アカには多くの受講生が在籍し、お
互いに切磋琢磨し合いながら勉強
に励むことができました。密な講義、
充実した問題集、自習環境が整っており公務員を目指すにあ
たってバックアップが手厚かったです。これまでの合格実績を
もとに作成されたデータ集も最終合格にとても役立いちまし
た。

鹿児島校 吉崎 颯さん ～鹿児島情報高校～

『奇跡は⾃分で⽣むもの』
友人の勧めで、東京アカデミーに友人の勧めで、東京アカデミーに
入会しました。講義はその日のうち入会しました。講義はその日のうち
に復習して、出た問を解いて解説に復習して、出た問を解いて解説
をしっかり理解するようにするようをしっかり理解するようにするよう
にしていました。勉強に息詰まったにしていました。勉強に息詰まった
時には他の教科をするようにして時には他の教科をするようにして
いまいした。難しい問題がなかなかいまいした。難しい問題がなかなか
理解できなかった時は、苦しかった理解できなかった時は、苦しかった
ですが、模試の結果が良かった時ですが、模試の結果が良かった時
にはとても嬉しかったです。東京アにはとても嬉しかったです。東京ア
カデミーに通ってよかったことは、カデミーに通ってよかったことは、
講義が充実していて勉強ができる講義が充実していて勉強ができる
環境が整っているところです。面接環境が整っているところです。面接
練習もしてくださり、何度も練習で練習もしてくださり、何度も練習で
きたのでとても助かりました。面接きたのでとても助かりました。面接
練習や講義はとても分かりやすく、適性検査の対策も行われ、練習や講義はとても分かりやすく、適性検査の対策も行われ、
もし東京アカデミーに入会していなければ合格できていなもし東京アカデミーに入会していなければ合格できていな
かったと思いました。かったと思いました。

友人の勧めで、東京アカデミーに
入会しました。講義はその日のうち
に復習して、出た問を解いて解説
をしっかり理解するようにするよう
にしていました。勉強に息詰まった
時には他の教科をするようにして
いまいした。難しい問題がなかなか
理解できなかった時は、苦しかった
ですが、模試の結果が良かった時
にはとても嬉しかったです。東京ア
カデミーに通ってよかったことは、
講義が充実していて勉強ができる
環境が整っているところです。面接
練習もしてくださり、何度も練習で
きたのでとても助かりました。面接
練習や講義はとても分かりやすく、適性検査の対策も行われ、
もし東京アカデミーに入会していなければ合格できていな
かったと思いました。

鹿児島校

　鹿屋市（一般事務） 最終合格2019度 2019度　指宿広域市町村圏組合（一般事務） 最終合格

現役合格

田之上 大翔さん ～鹿児島工業高校～

『不⾔実⾏』
東京アカデミーでは講義や定期的東京アカデミーでは講義や定期的
に模試を受けられること、自習室のに模試を受けられること、自習室の
利用や個別面談を行ってもらえる利用や個別面談を行ってもらえる
ことなど手厚いサポートしっかりしことなど手厚いサポートしっかりし
ているので安心して勉強することがているので安心して勉強することが
できました。また、講義以外の時間できました。また、講義以外の時間
は自習室で、基本的に出た問の過は自習室で、基本的に出た問の過
去問を解くことで応用力が養われ去問を解くことで応用力が養われ
たと思います。教養試験は高校でたと思います。教養試験は高校で
習わない科目も多いので勉強は可習わない科目も多いので勉強は可
能な限り早くから始めたほうが良い能な限り早くから始めたほうが良い
と思います。専門試験がある方はと思います。専門試験がある方は
高校の補習を受ければ十分だと思高校の補習を受ければ十分だと思
います。東京アカデミーは二次試います。東京アカデミーは二次試
験の面接対策も充実しているので、験の面接対策も充実しているので、
ぜひ活用して合格を勝ち取って下さい。ぜひ活用して合格を勝ち取って下さい。

東京アカデミーでは講義や定期的
に模試を受けられること、自習室の
利用や個別面談を行ってもらえる
ことなど手厚いサポートしっかりし
ているので安心して勉強することが
できました。また、講義以外の時間
は自習室で、基本的に出た問の過
去問を解くことで応用力が養われ
たと思います。教養試験は高校で
習わない科目も多いので勉強は可
能な限り早くから始めたほうが良い
と思います。専門試験がある方は
高校の補習を受ければ十分だと思
います。東京アカデミーは二次試
験の面接対策も充実しているので、
ぜひ活用して合格を勝ち取って下さい。

鹿児島校

　東京都庁（土木） 最終合格2019度

現役合格

現役合格

私たち、東京アカデミー鹿児島校で私たち、東京アカデミー鹿児島校で私たち、東京アカデミー鹿児島校で

2019年度 最終合格最終合格最終合格 しました!!しました!!しました!!



石井 絢子さん ～加治木工業高校～

『息抜きしながら頑張る』
公務員を目指すには，東京アカデ公務員を目指すには，東京アカデ
ミーに通った方がいいと高校の先ミーに通った方がいいと高校の先
輩にすすめられ、入会しました。東輩にすすめられ、入会しました。東
京アカデミーでは講義を受け二次京アカデミーでは講義を受け二次
対策の個別指導を活用しました。対策の個別指導を活用しました。
その中でも高校で出来なかった一その中でも高校で出来なかった一
般教養の勉強ができとても良かっ般教養の勉強ができとても良かっ
たです。また、集団討論は東京アカたです。また、集団討論は東京アカ
デミーで注意点が載った紙を読んデミーで注意点が載った紙を読ん
だり、調べたり、討論練習に参加しだり、調べたり、討論練習に参加し
て対策できたので非常に助かりまて対策できたので非常に助かりま
した。ずっと勉強ばかりだときついした。ずっと勉強ばかりだときつい
と思いますが，スポーツをしたりしと思いますが，スポーツをしたりし
て息抜きをすると良いと思います。て息抜きをすると良いと思います。
頑張って下さい。頑張って下さい。

公務員を目指すには，東京アカデ
ミーに通った方がいいと高校の先
輩にすすめられ、入会しました。東
京アカデミーでは講義を受け二次
対策の個別指導を活用しました。
その中でも高校で出来なかった一
般教養の勉強ができとても良かっ
たです。また、集団討論は東京アカ
デミーで注意点が載った紙を読ん
だり、調べたり、討論練習に参加し
て対策できたので非常に助かりま
した。ずっと勉強ばかりだときつい
と思いますが，スポーツをしたりし
て息抜きをすると良いと思います。
頑張って下さい。

鹿児島校

熊井 友菜さん

『⼈⽣⼀度きり』
様々な予備校を比較し、高い合格様々な予備校を比較し、高い合格
率や生講義に魅力を感じ入会しま率や生講義に魅力を感じ入会しま
した。東京アカデミーは講義がとてした。東京アカデミーは講義がとて
も分かりやすく、先生方が試験にも分かりやすく、先生方が試験に
出やすいポイントをしっかり教えて出やすいポイントをしっかり教えて
くださったので、勉強しやすかったくださったので、勉強しやすかった
です。自習室も毎日開放されており、です。自習室も毎日開放されており、
集中して勉強できました。二次対策集中して勉強できました。二次対策
もしっかりしており、面接練習はほもしっかりしており、面接練習はほ
ぼ毎日いろいろな先生と行い、自ぼ毎日いろいろな先生と行い、自
信をもって、面接試験に臨むことが信をもって、面接試験に臨むことが
できました。また、同じ志を持つ仲できました。また、同じ志を持つ仲
間と勉強することで、負けないよう間と勉強することで、負けないよう
に頑張ろうと思いながら勉強できまに頑張ろうと思いながら勉強できま
した。講義を受けてその他の時間した。講義を受けてその他の時間
は自習室で勉強するなど、時間を有効に使うといいと思いまは自習室で勉強するなど、時間を有効に使うといいと思いま
す。行き詰った時には息抜きも大事です。勉強と休憩の切りす。行き詰った時には息抜きも大事です。勉強と休憩の切り
替えをしっかり行いながら頑張ってください。替えをしっかり行いながら頑張ってください。

様々な予備校を比較し、高い合格
率や生講義に魅力を感じ入会しま
した。東京アカデミーは講義がとて
も分かりやすく、先生方が試験に
出やすいポイントをしっかり教えて
くださったので、勉強しやすかった
です。自習室も毎日開放されており、
集中して勉強できました。二次対策
もしっかりしており、面接練習はほ
ぼ毎日いろいろな先生と行い、自
信をもって、面接試験に臨むことが
できました。また、同じ志を持つ仲
間と勉強することで、負けないよう
に頑張ろうと思いながら勉強できま
した。講義を受けてその他の時間
は自習室で勉強するなど、時間を有効に使うといいと思いま
す。行き詰った時には息抜きも大事です。勉強と休憩の切り
替えをしっかり行いながら頑張ってください。

鹿児島校 坂田 聡斗さん ～加治木工業高校～

『諦めたら終わり』
講義で習ったことを見直したりして、講義で習ったことを見直したりして、
夏休みから本試験がある日の前日夏休みから本試験がある日の前日
まで計画的に勉強に取り組みました。まで計画的に勉強に取り組みました。
二次試験対策は、論作文はアカデ二次試験対策は、論作文はアカデ
ミーや高校の先生にも添削してもらミーや高校の先生にも添削してもら
い、面接はある程度質問の答えをい、面接はある程度質問の答えを
用意しておいて高校やアカデミーで用意しておいて高校やアカデミーで
個別指導してもらいました。勉強し個別指導してもらいました。勉強し
ていると分からない問題が出てきて、ていると分からない問題が出てきて、
解けなかったときは苦しかったです解けなかったときは苦しかったです
が、しっかりと講義を聞くことで、そが、しっかりと講義を聞くことで、そ
んな問題が少しずつ解けるようになんな問題が少しずつ解けるようにな
りとても楽しかったです。多くの問題りとても楽しかったです。多くの問題
を解き、計画的に勉強を頑張って下を解き、計画的に勉強を頑張って下
さい。さい。

講義で習ったことを見直したりして、
夏休みから本試験がある日の前日
まで計画的に勉強に取り組みました。
二次試験対策は、論作文はアカデ
ミーや高校の先生にも添削してもら
い、面接はある程度質問の答えを
用意しておいて高校やアカデミーで
個別指導してもらいました。勉強し
ていると分からない問題が出てきて、
解けなかったときは苦しかったです
が、しっかりと講義を聞くことで、そ
んな問題が少しずつ解けるようにな
りとても楽しかったです。多くの問題
を解き、計画的に勉強を頑張って下
さい。

鹿児島校

　福岡市初級（行政事務） 最終合格2019度 2019度

　霧島市（土木） 最終合格2019度

　伊佐市（土木） 最終合格

上村 遥香さん ～鹿児島玉龍高校～

『みんな違ってみんないい』
同じ高校の先輩で合格した方がた同じ高校の先輩で合格した方がた
くさんいらっしゃると聞き、東京アカくさんいらっしゃると聞き、東京アカ
デミーに入会しました。東京アカデデミーに入会しました。東京アカデ
ミーでの個人面接・集団討論練習ミーでの個人面接・集団討論練習
は出来るだけ多く参加し、納得のいは出来るだけ多く参加し、納得のい
く受け答えができるまで何度も練習く受け答えができるまで何度も練習
しました。東京アカデミーは、テキしました。東京アカデミーは、テキ
スト、講義、試験情報の資料が充スト、講義、試験情報の資料が充
実しており、とても助かりました。何実しており、とても助かりました。何
度も心が折れてしまいそうなことが度も心が折れてしまいそうなことが
ありましたが、周りをみわたせば、ありましたが、周りをみわたせば、
目の色を変えて勉強に取り組んで目の色を変えて勉強に取り組んで
いるライバルであり、仲間でもあるいるライバルであり、仲間でもある
人たちばかりでした。そんなレベル人たちばかりでした。そんなレベル
の高いアカデミー生たちにやる気をの高いアカデミー生たちにやる気を
もらい、最後まで勉強をやり切りました。受験勉強というものもらい、最後まで勉強をやり切りました。受験勉強というもの
は、決して楽なものではありませんが、絶対合格できる！とは、決して楽なものではありませんが、絶対合格できる！と
信じて最後まで頑張ってください。信じて最後まで頑張ってください。

同じ高校の先輩で合格した方がた
くさんいらっしゃると聞き、東京アカ
デミーに入会しました。東京アカデ
ミーでの個人面接・集団討論練習
は出来るだけ多く参加し、納得のい
く受け答えができるまで何度も練習
しました。東京アカデミーは、テキ
スト、講義、試験情報の資料が充
実しており、とても助かりました。何
度も心が折れてしまいそうなことが
ありましたが、周りをみわたせば、
目の色を変えて勉強に取り組んで
いるライバルであり、仲間でもある
人たちばかりでした。そんなレベル
の高いアカデミー生たちにやる気を
もらい、最後まで勉強をやり切りました。受験勉強というもの
は、決して楽なものではありませんが、絶対合格できる！と
信じて最後まで頑張ってください。

鹿児島校

　肝付町（一般事務） 最終合格2019度

Ⅿ・Ⅿさん ～鹿児島県立短期大学～

『⾟いときこそ笑顔』
東京アカデミーに通っていた友人東京アカデミーに通っていた友人
の勧めで入会しました。主に講義の勧めで入会しました。主に講義
で新しいことを学び、空き時間に復で新しいことを学び、空き時間に復
習を行いながら、特に基礎に重点習を行いながら、特に基礎に重点
をおきました。さらに定期的に行わをおきました。さらに定期的に行わ
れる模試を通して実力を確認してれる模試を通して実力を確認して
いました。苦手科目の勉強をするいました。苦手科目の勉強をする
のは辛かったですが、その苦手科のは辛かったですが、その苦手科
目の問題が解けたときはとてもう目の問題が解けたときはとてもう
れしかったです。また面接練習でれしかったです。また面接練習で
は、担当の先生と数多く練習を重は、担当の先生と数多く練習を重
ねることで充実した対策ができましねることで充実した対策ができまし
た。毎日勉強しないといけないので、た。毎日勉強しないといけないので、
辛くなる時があると思いますが、そ辛くなる時があると思いますが、そ
れを乗り越えられることが大切だとれを乗り越えられることが大切だと
思います。たまには息抜きすることも大切だと思います。思います。たまには息抜きすることも大切だと思います。

東京アカデミーに通っていた友人
の勧めで入会しました。主に講義
で新しいことを学び、空き時間に復
習を行いながら、特に基礎に重点
をおきました。さらに定期的に行わ
れる模試を通して実力を確認して
いました。苦手科目の勉強をする
のは辛かったですが、その苦手科
目の問題が解けたときはとてもう
れしかったです。また面接練習で
は、担当の先生と数多く練習を重
ねることで充実した対策ができまし
た。毎日勉強しないといけないので、
辛くなる時があると思いますが、そ
れを乗り越えられることが大切だと
思います。たまには息抜きすることも大切だと思います。

鹿児島校 上村 悠太朗さん ～川辺高校～

『先憂後楽』
昨年合格された先輩のすすめで東昨年合格された先輩のすすめで東
京アカデミーに入会しました。東京京アカデミーに入会しました。東京
アカデミーに通ってよかったと思うアカデミーに通ってよかったと思う
点は、毎週末の模試で試験の感覚点は、毎週末の模試で試験の感覚
をつかむことができるところと毎日をつかむことができるところと毎日
自習室が解放されていたので、夜自習室が解放されていたので、夜
遅くまで活用できたところです。最遅くまで活用できたところです。最
終合格できたのは周りの友人や先終合格できたのは周りの友人や先
輩方の協力も大きかったです。自輩方の協力も大きかったです。自
分で頑張るだけでなく周りの人と教分で頑張るだけでなく周りの人と教
え合いながらすることも大切です。え合いながらすることも大切です。
いま、めぐり合った問題が本番でいま、めぐり合った問題が本番で
再び出てくるかもしれないと思い、再び出てくるかもしれないと思い、
めぐりあった問題を一問一問大切めぐりあった問題を一問一問大切
にしていきました。その問題が次ににしていきました。その問題が次に
出た時に間違えないように復習することが大切です。また、出た時に間違えないように復習することが大切です。また、
遊ぶ友人ではなく、向上心のある一緒に頑張れるような友人遊ぶ友人ではなく、向上心のある一緒に頑張れるような友人
をつくってください。どうしてもやる気のない時、その人の姿がをつくってください。どうしてもやる気のない時、その人の姿が
自分の頑張る力となってくれます。自分の頑張る力となってくれます。

昨年合格された先輩のすすめで東
京アカデミーに入会しました。東京
アカデミーに通ってよかったと思う
点は、毎週末の模試で試験の感覚
をつかむことができるところと毎日
自習室が解放されていたので、夜
遅くまで活用できたところです。最
終合格できたのは周りの友人や先
輩方の協力も大きかったです。自
分で頑張るだけでなく周りの人と教
え合いながらすることも大切です。
いま、めぐり合った問題が本番で
再び出てくるかもしれないと思い、
めぐりあった問題を一問一問大切
にしていきました。その問題が次に
出た時に間違えないように復習することが大切です。また、
遊ぶ友人ではなく、向上心のある一緒に頑張れるような友人
をつくってください。どうしてもやる気のない時、その人の姿が
自分の頑張る力となってくれます。

鹿児島校

　南九州市（一般事務） 最終合格2019度 2019度　南さつま市（一般事務） 最終合格

深見 美海さん ～種子島高校～

『臥薪嘗胆』
家族や先輩による勧めにより東京家族や先輩による勧めにより東京
アカデミーに入会しました。東京アアカデミーに入会しました。東京ア
カデミーの講義は、専門の先生にカデミーの講義は、専門の先生に
よって行われていたため、とても分よって行われていたため、とても分
かりやすかったです。講義が行わかりやすかったです。講義が行わ
れていた間は、毎日習ったところれていた間は、毎日習ったところ
や講義で習った問題を再度解いたや講義で習った問題を再度解いた
り、模試があった日は、解けなかっり、模試があった日は、解けなかっ
た問題の復習をしたりしました。東た問題の復習をしたりしました。東
京アカデミーに通ってよかったと思京アカデミーに通ってよかったと思
う点は、数的や空間など、高校でう点は、数的や空間など、高校で
はほとんど学習しない分野を学習はほとんど学習しない分野を学習
できたことや、アカデミーに通ってできたことや、アカデミーに通って
いる生徒が合格に向けて同じ環境いる生徒が合格に向けて同じ環境
で 学 習 し て い た こ と で 、 モ チ ベ ーで 学 習 し て い た こ と で 、 モ チ ベ ー
ションアップや周りに負けないように勉強ができたことです。ションアップや周りに負けないように勉強ができたことです。
自信をつけるためにもはやめに学習に取り組んでください。自信をつけるためにもはやめに学習に取り組んでください。

家族や先輩による勧めにより東京
アカデミーに入会しました。東京ア
カデミーの講義は、専門の先生に
よって行われていたため、とても分
かりやすかったです。講義が行わ
れていた間は、毎日習ったところ
や講義で習った問題を再度解いた
り、模試があった日は、解けなかっ
た問題の復習をしたりしました。東
京アカデミーに通ってよかったと思
う点は、数的や空間など、高校で
はほとんど学習しない分野を学習
できたことや、アカデミーに通って
いる生徒が合格に向けて同じ環境
で 学 習 し て い た こ と で 、 モ チ ベ ー
ションアップや周りに負けないように勉強ができたことです。
自信をつけるためにもはやめに学習に取り組んでください。

現役合格

鹿児島校 Ｈ・Ｙさん ～種子島高校～

『努⼒の上に花は咲く』
受験先に悩んだり、不安なことが受験先に悩んだり、不安なことが
あったりすれば、事務局の内村さあったりすれば、事務局の内村さ
んや泊さんが相談にのってくださっんや泊さんが相談にのってくださっ
たので、勉強も頑張ることができまたので、勉強も頑張ることができま
した。講義後や休日、お盆期間はした。講義後や休日、お盆期間は
毎日自習室を利用させてもらい、毎日自習室を利用させてもらい、
利用している受講生も多かったの利用している受講生も多かったの
で、刺激になりました。分からないで、刺激になりました。分からない
問題があれば、すぐに先生に質問問題があれば、すぐに先生に質問
出来たり、アカデミーで仲良くなっ出来たり、アカデミーで仲良くなっ
た友人に教えもらったりすることがた友人に教えもらったりすることが
できました。これまでの試験の倍率できました。これまでの試験の倍率
をみたり、自分の試験の悪い結果をみたり、自分の試験の悪い結果
をみたりすると、とても不安になるをみたりすると、とても不安になる
こともありましたが、「勉強すればこともありましたが、「勉強すれば
どこにでもうかる」「倍率なんて関係ない」という思いでずっとどこにでもうかる」「倍率なんて関係ない」という思いでずっと
勉強したことで、最終合格することができました。絶対に公務勉強したことで、最終合格することができました。絶対に公務
員になる！！という強い気持ちを持ち続けてひたすら勉強し員になる！！という強い気持ちを持ち続けてひたすら勉強し
てください。てください。

受験先に悩んだり、不安なことが
あったりすれば、事務局の内村さ
んや泊さんが相談にのってくださっ
たので、勉強も頑張ることができま
した。講義後や休日、お盆期間は
毎日自習室を利用させてもらい、
利用している受講生も多かったの
で、刺激になりました。分からない
問題があれば、すぐに先生に質問
出来たり、アカデミーで仲良くなっ
た友人に教えもらったりすることが
できました。これまでの試験の倍率
をみたり、自分の試験の悪い結果
をみたりすると、とても不安になる
こともありましたが、「勉強すれば
どこにでもうかる」「倍率なんて関係ない」という思いでずっと
勉強したことで、最終合格することができました。絶対に公務
員になる！！という強い気持ちを持ち続けてひたすら勉強し
てください。

鹿児島校

　西之表市（一般事務） 最終合格2019度 2019度　西之表市（一般事務） 最終合格

村口 綺理斗さん ～武岡台高校～

『反省はしても、後悔はするな』
高校の部活の先輩からの勧めで東高校の部活の先輩からの勧めで東
京アカデミーに入会しました。講義京アカデミーに入会しました。講義
は集中して受け、模試も本番を想は集中して受け、模試も本番を想
定して取り組み、復習に力を入れ定して取り組み、復習に力を入れ
ました。私は他のアカデミー生と比ました。私は他のアカデミー生と比
べると勉強時間は少なかったと思べると勉強時間は少なかったと思
いますが、その分一つ一つの講義いますが、その分一つ一つの講義
を大事にして受講しました。東京アを大事にして受講しました。東京ア
カデミーに通ってよかったと思う点カデミーに通ってよかったと思う点
は、講義が分かりやすく、質問がしは、講義が分かりやすく、質問がし
やすい点です。勉強する最適な環やすい点です。勉強する最適な環
境が整っていました。私は全ての境が整っていました。私は全ての
試験が終わったら旅行に行く計画試験が終わったら旅行に行く計画
を立てその楽しみがあった分、最を立てその楽しみがあった分、最
後までやり切れたと思います。です後までやり切れたと思います。です
から、試験後に楽しみを作ることも大切です。から、試験後に楽しみを作ることも大切です。

高校の部活の先輩からの勧めで東
京アカデミーに入会しました。講義
は集中して受け、模試も本番を想
定して取り組み、復習に力を入れ
ました。私は他のアカデミー生と比
べると勉強時間は少なかったと思
いますが、その分一つ一つの講義
を大事にして受講しました。東京ア
カデミーに通ってよかったと思う点
は、講義が分かりやすく、質問がし
やすい点です。勉強する最適な環
境が整っていました。私は全ての
試験が終わったら旅行に行く計画
を立てその楽しみがあった分、最
後までやり切れたと思います。です
から、試験後に楽しみを作ることも大切です。

鹿児島校

東梅 貴優さん ～錦江湾高校～

『無駄な経験はない』
私は習い事が忙しくて自主学習を私は習い事が忙しくて自主学習を
する時間があまりとれなかったのする時間があまりとれなかったの
で、講義をしっかり聞くことを意識しで、講義をしっかり聞くことを意識し
ていました。模試は苦手分野を見ていました。模試は苦手分野を見
つけることに活用しました。また、つけることに活用しました。また、
二次試験対策では、集団討論に苦二次試験対策では、集団討論に苦
手意識があったので同じく合格した手意識があったので同じく合格した
受講生たちとできるだけ多くの自主受講生たちとできるだけ多くの自主
練習も行いながら、先生から討論練習も行いながら、先生から討論
指導を受けました。東京アカデミー指導を受けました。東京アカデミー
の講義はわかりやすく、二次試験の講義はわかりやすく、二次試験
対策の資料も豊富で具体的だった対策の資料も豊富で具体的だった
ため、最後まで充実したサポートをため、最後まで充実したサポートを
してもらった点が良かったです。楽してもらった点が良かったです。楽
しく勉強することが大事だと思いましく勉強することが大事だと思いま
す。もしできなかったら、どうすれば楽しくできるか考えながらす。もしできなかったら、どうすれば楽しくできるか考えながら
勉強すると良いと思います。そうすることで集中力が上がり、勉強すると良いと思います。そうすることで集中力が上がり、
勉強が捗って多くの量を覚えることができます。勉強が捗って多くの量を覚えることができます。

私は習い事が忙しくて自主学習を
する時間があまりとれなかったの
で、講義をしっかり聞くことを意識し
ていました。模試は苦手分野を見
つけることに活用しました。また、
二次試験対策では、集団討論に苦
手意識があったので同じく合格した
受講生たちとできるだけ多くの自主
練習も行いながら、先生から討論
指導を受けました。東京アカデミー
の講義はわかりやすく、二次試験
対策の資料も豊富で具体的だった
ため、最後まで充実したサポートを
してもらった点が良かったです。楽
しく勉強することが大事だと思いま
す。もしできなかったら、どうすれば楽しくできるか考えながら
勉強すると良いと思います。そうすることで集中力が上がり、
勉強が捗って多くの量を覚えることができます。

鹿児島校神園　桃叶さん ～鹿児島県立短期大学～

『始まりは微弱でも最後は壮⼤である』
同じ大学の先輩が東京アカデミー同じ大学の先輩が東京アカデミー
に通って最終合格したことを知ったに通って最終合格したことを知った
ことがきっかけで、入会しました。ことがきっかけで、入会しました。
勉強法は出た問をとにかく解き、苦勉強法は出た問をとにかく解き、苦
手な所はセサミを活用しました。模手な所はセサミを活用しました。模
試は、訂正をできるだけ早いうちに試は、訂正をできるだけ早いうちに
行い、分からないところは、先生に行い、分からないところは、先生に
質問するようにしていました。東京質問するようにしていました。東京
アカデミーに通ったことで、一緒にアカデミーに通ったことで、一緒に
頑張る友人と出会えることができま頑張る友人と出会えることができま
した。勉強を始めるタイミングは早した。勉強を始めるタイミングは早
いに越したことはありません。どれいに越したことはありません。どれ
だけ勉強しても１００％合格するとだけ勉強しても１００％合格すると
いうことはないけれど、勉強した分いうことはないけれど、勉強した分
だけ、自分を落ち着けられます。最だけ、自分を落ち着けられます。最
期に両親や先生方、友達への感謝の気持ちを忘れずに勉強期に両親や先生方、友達への感謝の気持ちを忘れずに勉強
を続ければ、きっと良い結果になります。を続ければ、きっと良い結果になります。

同じ大学の先輩が東京アカデミー
に通って最終合格したことを知った
ことがきっかけで、入会しました。
勉強法は出た問をとにかく解き、苦
手な所はセサミを活用しました。模
試は、訂正をできるだけ早いうちに
行い、分からないところは、先生に
質問するようにしていました。東京
アカデミーに通ったことで、一緒に
頑張る友人と出会えることができま
した。勉強を始めるタイミングは早
いに越したことはありません。どれ
だけ勉強しても１００％合格すると
いうことはないけれど、勉強した分
だけ、自分を落ち着けられます。最
期に両親や先生方、友達への感謝の気持ちを忘れずに勉強
を続ければ、きっと良い結果になります。

現役合格

鹿児島校 上村 美桜さん ～鹿児島県立短期大学～

『努⼒は必ず報われる』
一緒に公務員を目指していた友人一緒に公務員を目指していた友人
が東京アカデミーに入会したことがが東京アカデミーに入会したことが
きっかけで、私も同じ場所で勉強しきっかけで、私も同じ場所で勉強し
たいと思い入会しました。東京アカたいと思い入会しました。東京アカ
デミーに通ってよかったと思う点は、デミーに通ってよかったと思う点は、
自習しやすい環境が整っていると自習しやすい環境が整っていると
ころです。朝早くから夜遅くまで自ころです。朝早くから夜遅くまで自
習室が利用でき、分からないところ習室が利用でき、分からないところ
はすぐに先生に質問することがではすぐに先生に質問することがで
きるので、自習しやすかったです。きるので、自習しやすかったです。
また、模試もたくさんあるので、自また、模試もたくさんあるので、自
分のモチベーションを保ったり、で分のモチベーションを保ったり、で
きていないところを把握できたりしきていないところを把握できたりし
ました。ました。
私自身もたくさん勉強しても、なか私自身もたくさん勉強しても、なか
なか思い通りの結果が出ずに、悔しい思いをたくさんしましたなか思い通りの結果が出ずに、悔しい思いをたくさんしました
が、自分を信じて諦めずに頑張ったおかげで、合格することが、自分を信じて諦めずに頑張ったおかげで、合格すること
ができました。頑張った分だけ結果はついてくると思いますができました。頑張った分だけ結果はついてくると思います。。

一緒に公務員を目指していた友人
が東京アカデミーに入会したことが
きっかけで、私も同じ場所で勉強し
たいと思い入会しました。東京アカ
デミーに通ってよかったと思う点は、
自習しやすい環境が整っていると
ころです。朝早くから夜遅くまで自
習室が利用でき、分からないところ
はすぐに先生に質問することがで
きるので、自習しやすかったです。
また、模試もたくさんあるので、自
分のモチベーションを保ったり、で
きていないところを把握できたりし
ました。
私自身もたくさん勉強しても、なか
なか思い通りの結果が出ずに、悔しい思いをたくさんしました
が、自分を信じて諦めずに頑張ったおかげで、合格すること
ができました。頑張った分だけ結果はついてくると思います。

鹿児島校

　鹿児島市初級（一般事務） 最終合格2019度

　鹿児島市初級（一般事務） 最終合格2019度

　鹿児島市中級（一般事務） 最終合格2019度　鹿児島市中級（一般事務） 最終合格2019度

現役合格 現役合格

現役合格 現役合格

鹿児島市役所鹿児島市役所合格!合格!鹿児島市役所合格!
一般事務職一般事務職一般事務職

現役合格 現役合格



  国家公務員国家公務員合格!合格! 国家公務員合格!
行政・事務職、技術職、専門職行政・事務職、技術職、専門職行政・事務職、技術職、専門職

　国家一般職（事務九州） 最終合格

若松 ひかるさん～鹿児島県立短期大学～

『為せば成る、為さねば成らぬ何事も』
東京アカデミーに通ってよかった点東京アカデミーに通ってよかった点
は、講義を休んでしまったときでもは、講義を休んでしまったときでも
あとから講義の録音を聞くことがであとから講義の録音を聞くことがで
きたこと、試験の傾向や勉強するきたこと、試験の傾向や勉強する
ポイントなどをわかりやすく丁寧にポイントなどをわかりやすく丁寧に
教えてくだること、過去の試験情報教えてくだること、過去の試験情報
の資料が豊富なことです。東京アの資料が豊富なことです。東京ア
カデミーには、同じ目標を持つ友人カデミーには、同じ目標を持つ友人
が多くいるため、一緒に頑張れたとが多くいるため、一緒に頑張れたと
思います。不安になったときは自分思います。不安になったときは自分
が公務員として働いている姿を想が公務員として働いている姿を想
像することで「よし、頑張ろう」と気像することで「よし、頑張ろう」と気
持ちを新たにし、取り組んでいまし持ちを新たにし、取り組んでいまし
た。最終合格先が決まると楽しいこた。最終合格先が決まると楽しいこ
とがたくさん待っていますよ。こんとがたくさん待っていますよ。こん
なに机に向かって勉強するのはこれで最後だという気持ちでなに机に向かって勉強するのはこれで最後だという気持ちで
頑張ってください。頑張ってください。

東京アカデミーに通ってよかった点
は、講義を休んでしまったときでも
あとから講義の録音を聞くことがで
きたこと、試験の傾向や勉強する
ポイントなどをわかりやすく丁寧に
教えてくだること、過去の試験情報
の資料が豊富なことです。東京ア
カデミーには、同じ目標を持つ友人
が多くいるため、一緒に頑張れたと
思います。不安になったときは自分
が公務員として働いている姿を想
像することで「よし、頑張ろう」と気
持ちを新たにし、取り組んでいまし
た。最終合格先が決まると楽しいこ
とがたくさん待っていますよ。こん
なに机に向かって勉強するのはこれで最後だという気持ちで
頑張ってください。

2019度

鹿児島校 重久 恵瑠さん ～加治木高校～

『継続は⼒なり』
私は東アカで配布された問題集を私は東アカで配布された問題集を
繰り返し解くことに時間をかけまし繰り返し解くことに時間をかけまし
た。特に、苦手な分野は何度も目た。特に、苦手な分野は何度も目
を通すようにしていました。また、を通すようにしていました。また、
講義で習ったことをその日のうちに講義で習ったことをその日のうちに
復習し覚えることを心がけていまし復習し覚えることを心がけていまし
た。東アカに通って良かった点は、た。東アカに通って良かった点は、
先生方から各教科の試験に出やす先生方から各教科の試験に出やす
いポイントを分かりやすく教えて頂いポイントを分かりやすく教えて頂
いたことです。試験範囲はとても広いたことです。試験範囲はとても広
いですが、試験に出やすいポイントいですが、試験に出やすいポイント
を重点的に効率よく勉強できました。を重点的に効率よく勉強できました。
また、東アカは情報がとても多く、また、東アカは情報がとても多く、
試験勉強に役立てることができまし試験勉強に役立てることができまし
た。初めは何から勉強すればよいた。初めは何から勉強すればよい
か分からないと思いますが、東アカで勉強すれば絶対に力はか分からないと思いますが、東アカで勉強すれば絶対に力は
つきます！成績が上がらないと不安になる時もあるかもしれつきます！成績が上がらないと不安になる時もあるかもしれ
ませんが、自分を信じて頑張って下さい！ませんが、自分を信じて頑張って下さい！

私は東アカで配布された問題集を
繰り返し解くことに時間をかけまし
た。特に、苦手な分野は何度も目
を通すようにしていました。また、
講義で習ったことをその日のうちに
復習し覚えることを心がけていまし
た。東アカに通って良かった点は、
先生方から各教科の試験に出やす
いポイントを分かりやすく教えて頂
いたことです。試験範囲はとても広
いですが、試験に出やすいポイント
を重点的に効率よく勉強できました。
また、東アカは情報がとても多く、
試験勉強に役立てることができまし
た。初めは何から勉強すればよい
か分からないと思いますが、東アカで勉強すれば絶対に力は
つきます！成績が上がらないと不安になる時もあるかもしれ
ませんが、自分を信じて頑張って下さい！

2019度

鹿児島校

田中 美颯さん ～武岡台高校～

『意志あるところに道は開ける』
東京アカデミーは教養対策はもち東京アカデミーは教養対策はもち
ろんのこと、面接対策が充実していろんのこと、面接対策が充実してい
たので入会を決めました。日々のたので入会を決めました。日々の
授業だけでなく、模試を受けて、そ授業だけでなく、模試を受けて、そ
の復習をしたり、苦手分野を把握しの復習をしたり、苦手分野を把握し
たりと有効活用することで力が付きたりと有効活用することで力が付き
ました。面接対策では、何度も練習ました。面接対策では、何度も練習
をして経験を積み、慣れることが何をして経験を積み、慣れることが何
より大切です。そうすることで、自より大切です。そうすることで、自
分の考えをしっかり面接官に伝え分の考えをしっかり面接官に伝え
ることができるようになり、合格にることができるようになり、合格に
繋がると思います。自分が働いて繋がると思います。自分が働いて
いる未来を想像してモチベーションいる未来を想像してモチベーション
が高まります。夢は必ずかなうと信が高まります。夢は必ずかなうと信
じて頑張って下さい。じて頑張って下さい。

東京アカデミーは教養対策はもち
ろんのこと、面接対策が充実してい
たので入会を決めました。日々の
授業だけでなく、模試を受けて、そ
の復習をしたり、苦手分野を把握し
たりと有効活用することで力が付き
ました。面接対策では、何度も練習
をして経験を積み、慣れることが何
より大切です。そうすることで、自
分の考えをしっかり面接官に伝え
ることができるようになり、合格に
繋がると思います。自分が働いて
いる未来を想像してモチベーション
が高まります。夢は必ずかなうと信
じて頑張って下さい。

鹿児島校 壽福 絵梨香さん ～鹿児島純心女子短期大学～

『⼈⽣が私たちに要求するのは勇気である』
最初は通信講座で勉強し、夏から最初は通信講座で勉強し、夏から
は夏期講習を受講して自習室を利は夏期講習を受講して自習室を利
用させて頂き、模試も毎回受けて用させて頂き、模試も毎回受けて
いました。東京アカデミーに通っていました。東京アカデミーに通って
良かった点は、講義の要点がまと良かった点は、講義の要点がまと
まっており、講義で学習したところまっており、講義で学習したところ
が本試験で出題されたことです。まが本試験で出題されたことです。ま
た、二次試験対策もしっかりしていた、二次試験対策もしっかりしてい
たので、最後まで安心して試験にたので、最後まで安心して試験に
臨めました。公務員試験の勉強は臨めました。公務員試験の勉強は
早めに取り組んだほうが良いです。早めに取り組んだほうが良いです。
特に活用したテキストは過去問集特に活用したテキストは過去問集
のDATA問で、これを何度も繰り返のDATA問で、これを何度も繰り返
すことが大事だと思います。試験勉すことが大事だと思います。試験勉
強は本当にきついです。前向いて強は本当にきついです。前向いて
あきらめず、そして周りで一緒に頑張る友人と支えながら全あきらめず、そして周りで一緒に頑張る友人と支えながら全
力で取り組めば叶います。力で取り組めば叶います。

最初は通信講座で勉強し、夏から
は夏期講習を受講して自習室を利
用させて頂き、模試も毎回受けて
いました。東京アカデミーに通って
良かった点は、講義の要点がまと
まっており、講義で学習したところ
が本試験で出題されたことです。ま
た、二次試験対策もしっかりしてい
たので、最後まで安心して試験に
臨めました。公務員試験の勉強は
早めに取り組んだほうが良いです。
特に活用したテキストは過去問集
のDATA問で、これを何度も繰り返
すことが大事だと思います。試験勉
強は本当にきついです。前向いて
あきらめず、そして周りで一緒に頑張る友人と支えながら全
力で取り組めば叶います。

現役合格

鹿児島校  鮫島 ひよりさん

『進まざる者は必ず退き、退かざる者は必ず進む』
東京アカデミーに通ってよかったこ東京アカデミーに通ってよかったこ
とは、勉強の仕方がわかること、二とは、勉強の仕方がわかること、二
次対策（面接・作文）が実践形式で次対策（面接・作文）が実践形式で
本番に役立ったこと、講義が分かり本番に役立ったこと、講義が分かり
やすいことです。さらに周囲に公務やすいことです。さらに周囲に公務
員を目指す人がいる中で勉強する員を目指す人がいる中で勉強する
ため集中できたり、すぐに相談できため集中できたり、すぐに相談でき
る環境が整っていたため不安を解る環境が整っていたため不安を解
消できたりしたこともよかったです。消できたりしたこともよかったです。
学習面では、苦手な分野から逃げ学習面では、苦手な分野から逃げ
ずに少しずつでいいのでコツコツとずに少しずつでいいのでコツコツと
継続的に学習することで徐々に結継続的に学習することで徐々に結
果につながっていくと思います。東果につながっていくと思います。東
京アカデミーのサポートを信じて夢京アカデミーのサポートを信じて夢
に向かって頑張ってください。に向かって頑張ってください。

東京アカデミーに通ってよかったこ
とは、勉強の仕方がわかること、二
次対策（面接・作文）が実践形式で
本番に役立ったこと、講義が分かり
やすいことです。さらに周囲に公務
員を目指す人がいる中で勉強する
ため集中できたり、すぐに相談でき
る環境が整っていたため不安を解
消できたりしたこともよかったです。
学習面では、苦手な分野から逃げ
ずに少しずつでいいのでコツコツと
継続的に学習することで徐々に結
果につながっていくと思います。東
京アカデミーのサポートを信じて夢
に向かって頑張ってください。

鹿児島校

迫田  茉奈さん ～武岡台高校～

『継続は⼒なり』
東アカの講義を受講してなるべくそ東アカの講義を受講してなるべくそ
の日のうちに内容を理解するようの日のうちに内容を理解するよう
にしていました。種類が豊富なテキにしていました。種類が豊富なテキ
ストの問題を解いて、何度も間違うストの問題を解いて、何度も間違う
ところやあまり理解できていない部ところやあまり理解できていない部
分だけを集めたノートを作り、空き分だけを集めたノートを作り、空き
時間に見るようにしました。面接対時間に見るようにしました。面接対
策は個別指導をできるだけ多く行策は個別指導をできるだけ多く行
い、回答内容にたくさんのアドバイい、回答内容にたくさんのアドバイ
スをいただきました。学校の友人たスをいただきました。学校の友人た
ちが、遊んでいる夏休みに勉強しちが、遊んでいる夏休みに勉強し
て い た り 、 大 学 進 学 に 向 け て 頑て い た り 、 大 学 進 学 に 向 け て 頑
張っている中で自分だけ違う道を張っている中で自分だけ違う道を
めざし勉強したりと辛いことはたくめざし勉強したりと辛いことはたく
さんありましたが、頑張って勉強をさんありましたが、頑張って勉強を
続けて試験を乗り越えることができました。ポイントは好きな続けて試験を乗り越えることができました。ポイントは好きな
教科と苦手な教科との時間配分を考え、夏休みをうまく活用教科と苦手な教科との時間配分を考え、夏休みをうまく活用
して勉強に励むことだと思います。して勉強に励むことだと思います。

東アカの講義を受講してなるべくそ
の日のうちに内容を理解するよう
にしていました。種類が豊富なテキ
ストの問題を解いて、何度も間違う
ところやあまり理解できていない部
分だけを集めたノートを作り、空き
時間に見るようにしました。面接対
策は個別指導をできるだけ多く行
い、回答内容にたくさんのアドバイ
スをいただきました。学校の友人た
ちが、遊んでいる夏休みに勉強し
て い た り 、 大 学 進 学 に 向 け て 頑
張っている中で自分だけ違う道を
めざし勉強したりと辛いことはたく
さんありましたが、頑張って勉強を
続けて試験を乗り越えることができました。ポイントは好きな
教科と苦手な教科との時間配分を考え、夏休みをうまく活用
して勉強に励むことだと思います。

鹿児島校

久保田 秀吾さん～鹿児島工業高校～

『結局⾃分』
夜間部は全日制に比べて講義時夜間部は全日制に比べて講義時
間数が少なかった分、一つ一つの間数が少なかった分、一つ一つの
講義を大切にしました。さらに、自講義を大切にしました。さらに、自
習室をフル活用して習ったところの習室をフル活用して習ったところの
復習や苦手分野はDATA問を使っ復習や苦手分野はDATA問を使っ
て学習していました。勉強で行きて学習していました。勉強で行き
詰った時は、どうしても我慢できな詰った時は、どうしても我慢できな
い時だけ近くのカラオケに行って気い時だけ近くのカラオケに行って気
分転換をしていました。東京アカデ分転換をしていました。東京アカデ
ミーに通って良かった点は、大切なミーに通って良かった点は、大切な
ポイントを集めた過去問題集の出ポイントを集めた過去問題集の出
た問があることや講義で先生が何た問があることや講義で先生が何
をすればいいか丁寧に教えてくれをすればいいか丁寧に教えてくれ
るところです。技術職を受験する方るところです。技術職を受験する方
は専門科目と教養科目の両立したは専門科目と教養科目の両立した
勉強が大切だと思いました。勉強が大切だと思いました。

夜間部は全日制に比べて講義時
間数が少なかった分、一つ一つの
講義を大切にしました。さらに、自
習室をフル活用して習ったところの
復習や苦手分野はDATA問を使っ
て学習していました。勉強で行き
詰った時は、どうしても我慢できな
い時だけ近くのカラオケに行って気
分転換をしていました。東京アカデ
ミーに通って良かった点は、大切な
ポイントを集めた過去問題集の出
た問があることや講義で先生が何
をすればいいか丁寧に教えてくれ
るところです。技術職を受験する方
は専門科目と教養科目の両立した
勉強が大切だと思いました。

鹿児島校

山本 賢吾さん ～川内商工高校～

公務員試験の学習方法は、基礎の公務員試験の学習方法は、基礎の
問題集を３周ほど解き、その後実問題集を３周ほど解き、その後実
践の問題集を解くようにしました。践の問題集を解くようにしました。
実践問題で迷ったら時は基礎問題実践問題で迷ったら時は基礎問題
を解き直すようにしていました。まを解き直すようにしていました。ま
た、私はアカデミーへの通学時間た、私はアカデミーへの通学時間
が往復２時間くらいあったので、そが往復２時間くらいあったので、そ
の時間に出た問を使って復習をしの時間に出た問を使って復習をし
ました。講義終了後は自習室を利ました。講義終了後は自習室を利
用できたので、とても落ち着いて学用できたので、とても落ち着いて学
習 す る こ と が で き ま し た 。 ア カ デ習 す る こ と が で き ま し た 。 ア カ デ
ミーは先生や事務局内村さんや泊ミーは先生や事務局内村さんや泊
さんのサポート・やる気が手厚く、さんのサポート・やる気が手厚く、
自分までやる気を頂きました。情報自分までやる気を頂きました。情報
量も多く、公務員試験のことを細か量も多く、公務員試験のことを細か
く説明して下さって本当に助かりました！ く説明して下さって本当に助かりました！ 

公務員試験の学習方法は、基礎の
問題集を３周ほど解き、その後実
践の問題集を解くようにしました。
実践問題で迷ったら時は基礎問題
を解き直すようにしていました。ま
た、私はアカデミーへの通学時間
が往復２時間くらいあったので、そ
の時間に出た問を使って復習をし
ました。講義終了後は自習室を利
用できたので、とても落ち着いて学
習 す る こ と が で き ま し た 。 ア カ デ
ミーは先生や事務局内村さんや泊
さんのサポート・やる気が手厚く、
自分までやる気を頂きました。情報
量も多く、公務員試験のことを細か
く説明して下さって本当に助かりました！ 

現役合格

鹿児島校

福岡 拓実さん ～鹿児島工業高校～

『初志貫徹』
春から東京アカデミーに入会し講春から東京アカデミーに入会し講
義を受講しました。東京アカデミー義を受講しました。東京アカデミー
の講義は解き方をしっかり解説しての講義は解き方をしっかり解説して
くれるので、自分で勉強するよりはくれるので、自分で勉強するよりは
るかに効率が良かったです。二次るかに効率が良かったです。二次
試験対策はアカデミーの先生にお試験対策はアカデミーの先生にお
願いして個別面接練習をしてもらい願いして個別面接練習をしてもらい
ました。東京アカデミーに通っていました。東京アカデミーに通ってい
なかったら教養試験の問題に自信なかったら教養試験の問題に自信
を持てなかったと思います。また、を持てなかったと思います。また、
周りに勉強に励んでいる人たちを周りに勉強に励んでいる人たちを
見てやる気が自然と出てきました。見てやる気が自然と出てきました。
これから勉強する皆さん頑張ってこれから勉強する皆さん頑張って
下さい。下さい。

春から東京アカデミーに入会し講
義を受講しました。東京アカデミー
の講義は解き方をしっかり解説して
くれるので、自分で勉強するよりは
るかに効率が良かったです。二次
試験対策はアカデミーの先生にお
願いして個別面接練習をしてもらい
ました。東京アカデミーに通ってい
なかったら教養試験の問題に自信
を持てなかったと思います。また、
周りに勉強に励んでいる人たちを
見てやる気が自然と出てきました。
これから勉強する皆さん頑張って
下さい。

鹿児島校 中川 隆之さん ～指宿高校～

『決意あるところに道は開ける』
東京アカデミーに通ってよかったと東京アカデミーに通ってよかったと
ころは、分からない問題があったら、ころは、分からない問題があったら、
自分がわかるまで、教えてくれると自分がわかるまで、教えてくれると
ころです。模試なども頻繁にあり、ころです。模試なども頻繁にあり、
さらに自分の順位も分かるので、モさらに自分の順位も分かるので、モ
チベーションの向上につながりましチベーションの向上につながりまし
た。さらに過去問をくださったり、作た。さらに過去問をくださったり、作
文を添削してくださったりと講師の文を添削してくださったりと講師の
先生や教務の内村さんや泊さんの先生や教務の内村さんや泊さんの
サポートがとても充実していました。サポートがとても充実していました。
精神面では勉強すればするほど、精神面では勉強すればするほど、
不安になってくることもあると思い不安になってくることもあると思い
ますが、みんな同じ気持ちだと思うますが、みんな同じ気持ちだと思う
と少し気持ちは楽になると思います。と少し気持ちは楽になると思います。
勉強のために睡眠時間を削ると次勉強のために睡眠時間を削ると次
の日にひびきます。無理に睡眠を削るのはおすすめしません。の日にひびきます。無理に睡眠を削るのはおすすめしません。

東京アカデミーに通ってよかったと
ころは、分からない問題があったら、
自分がわかるまで、教えてくれると
ころです。模試なども頻繁にあり、
さらに自分の順位も分かるので、モ
チベーションの向上につながりまし
た。さらに過去問をくださったり、作
文を添削してくださったりと講師の
先生や教務の内村さんや泊さんの
サポートがとても充実していました。
精神面では勉強すればするほど、
不安になってくることもあると思い
ますが、みんな同じ気持ちだと思う
と少し気持ちは楽になると思います。
勉強のために睡眠時間を削ると次
の日にひびきます。無理に睡眠を削るのはおすすめしません。

現役合格

鹿児島校

『⼀⼼不乱』

　国家一般職（事務九州） 最終合格

 古川 晴喜さん ～開陽高校～

『超克』

2019度

鹿児島校

両親に勧められて東京アカデミー両親に勧められて東京アカデミー
に入会しました。アカデミーの活用に入会しました。アカデミーの活用
法は、講義はもちろんのこと、一番法は、講義はもちろんのこと、一番
活用したのは教科書のオープンセ活用したのは教科書のオープンセ
サミでした。公務員試験の学習でサミでした。公務員試験の学習で
重要なことは、できる時にやる、や重要なことは、できる時にやる、や
り溜めしておこうというような気持でり溜めしておこうというような気持で
常にいることです。学習量が多いた常にいることです。学習量が多いた
め、貯蓄はないものと考えるほうがめ、貯蓄はないものと考えるほうが
良いと思います。壁にぶつかったと良いと思います。壁にぶつかったと
きはストレス解消法として、食べてきはストレス解消法として、食べて
寝ることと次の日に持ち込まないよ寝ることと次の日に持ち込まないよ
うにしていました。アカデミーは早うにしていました。アカデミーは早
い段階から二次試験対策がある点い段階から二次試験対策がある点
とコンスタントに模試が受験できるとコンスタントに模試が受験できる
点が良かったです。これから受験勉強をする皆さんは苦手を点が良かったです。これから受験勉強をする皆さんは苦手を
潰していくゲームだと思って頑張って下さい。潰していくゲームだと思って頑張って下さい。

両親に勧められて東京アカデミー
に入会しました。アカデミーの活用
法は、講義はもちろんのこと、一番
活用したのは教科書のオープンセ
サミでした。公務員試験の学習で
重要なことは、できる時にやる、や
り溜めしておこうというような気持で
常にいることです。学習量が多いた
め、貯蓄はないものと考えるほうが
良いと思います。壁にぶつかったと
きはストレス解消法として、食べて
寝ることと次の日に持ち込まないよ
うにしていました。アカデミーは早
い段階から二次試験対策がある点
とコンスタントに模試が受験できる
点が良かったです。これから受験勉強をする皆さんは苦手を
潰していくゲームだと思って頑張って下さい。

　国家一般職（事務九州） 最終合格

　税務職（九州） 最終合格2019度 2019度　税務職（九州） 最終合格2019度

　国家一般職（技術九州） 最終合格2019度

2019度　税務職（九州） 最終合格2019度 　国家一般職（技術九州） 最終合格

　国家一般職（林業） 最終合格2019度　国家一般職（技術関東） 最終合格2019度

　税務職（九州） 最終合格

～鹿児島純心女子短期大学～

小平  結輝さん ～鹿児島中央高校～

『努⼒あるのみ』
高校の友人に紹介され入会しまし高校の友人に紹介され入会しまし
た。東京アカデミーの講義は試験た。東京アカデミーの講義は試験
傾向をしっかり分析し、先生方がポ傾向をしっかり分析し、先生方がポ
イントを絞ってよく出る問題を教えイントを絞ってよく出る問題を教え
てくれるのでとてもよかったです。てくれるのでとてもよかったです。
これは自主学習では何時間かけてこれは自主学習では何時間かけて
も得ることができないことだと受講も得ることができないことだと受講
してわかりました。アルバイトをしなしてわかりました。アルバイトをしな
がら受験勉強だったので、講義中がら受験勉強だったので、講義中
に睡魔と戦うこともありましたが、に睡魔と戦うこともありましたが、
絶対に居眠りはしないと決めてい絶対に居眠りはしないと決めてい
ました。作文や最低5年分、面接練ました。作文や最低5年分、面接練
習は数えられないぐらい個別指導習は数えられないぐらい個別指導
していただきました。夏の時期は友していただきました。夏の時期は友
人が遊んでいる中、最後の追い込人が遊んでいる中、最後の追い込
み勉強で辛いこともありましたが、努力しなければ成績が上み勉強で辛いこともありましたが、努力しなければ成績が上
がることはないので乗り越えることができたのだと思います。がることはないので乗り越えることができたのだと思います。

高校の友人に紹介され入会しまし
た。東京アカデミーの講義は試験
傾向をしっかり分析し、先生方がポ
イントを絞ってよく出る問題を教え
てくれるのでとてもよかったです。
これは自主学習では何時間かけて
も得ることができないことだと受講
してわかりました。アルバイトをしな
がら受験勉強だったので、講義中
に睡魔と戦うこともありましたが、
絶対に居眠りはしないと決めてい
ました。作文や最低5年分、面接練
習は数えられないぐらい個別指導
していただきました。夏の時期は友
人が遊んでいる中、最後の追い込
み勉強で辛いこともありましたが、努力しなければ成績が上
がることはないので乗り越えることができたのだと思います。

鹿児島校

　税務職（九州） 最終合格2019度

現役合格 現役合格

現役合格

現役合格

現役合格



　海上保安学校（船舶） 最終合格

 上京田 翔之さん ～鹿児島南高校～

『感謝』

2019度

鹿児島校

東京アカデミーは、過去の公務員東京アカデミーは、過去の公務員
試験をもとにした問題集(出た問)を試験をもとにした問題集(出た問)を
使い、より本番に近い問題を多く解使い、より本番に近い問題を多く解
くことができ、短時間で十分力をつくことができ、短時間で十分力をつ
けることができました。自習室では、けることができました。自習室では、
質の高い環境で集中して勉強に取質の高い環境で集中して勉強に取
り組めました。面接対策は、本番でり組めました。面接対策は、本番で
緊張して何も言えないということが緊張して何も言えないということが
ないように、友人や先生方と練習ないように、友人や先生方と練習
を行い、数をこなすようにし、慣れを行い、数をこなすようにし、慣れ
るようにしていました。模試の結果るようにしていました。模試の結果
がなかなか伸びないことが続くと、がなかなか伸びないことが続くと、
モチベーションが下がることもありモチベーションが下がることもあり
ましたが、勉強すればするほど、自ましたが、勉強すればするほど、自
分にどんどん知識を身に付けてい分にどんどん知識を身に付けてい
くことができることが嬉しかったです。将来の自分の理想を手くことができることが嬉しかったです。将来の自分の理想を手
にするには、今努力するしかないと思います。東京アカデミーにするには、今努力するしかないと思います。東京アカデミー
の先生方や親には最高の環境を用意してもらいました。そのの先生方や親には最高の環境を用意してもらいました。その
ことに感謝し、試験までやる気を維持することが大切です。ことに感謝し、試験までやる気を維持することが大切です。

東京アカデミーは、過去の公務員
試験をもとにした問題集(出た問)を
使い、より本番に近い問題を多く解
くことができ、短時間で十分力をつ
けることができました。自習室では、
質の高い環境で集中して勉強に取
り組めました。面接対策は、本番で
緊張して何も言えないということが
ないように、友人や先生方と練習
を行い、数をこなすようにし、慣れ
るようにしていました。模試の結果
がなかなか伸びないことが続くと、
モチベーションが下がることもあり
ましたが、勉強すればするほど、自
分にどんどん知識を身に付けてい
くことができることが嬉しかったです。将来の自分の理想を手
にするには、今努力するしかないと思います。東京アカデミー
の先生方や親には最高の環境を用意してもらいました。その
ことに感謝し、試験までやる気を維持することが大切です。

Ａ・Ｋさん ～鹿児島南高校～

『誰もが送る⽇常を犠牲にして咲かす花は美しい』
東京アカデミーには家族からの紹東京アカデミーには家族からの紹
介で入会しました。東京アカデミー介で入会しました。東京アカデミー
の講義は今まで受けてきた講義との講義は今まで受けてきた講義と
は全く違い、科目ごとにポイントをは全く違い、科目ごとにポイントを
絞り効率的に教えてくれ、講義もわ絞り効率的に教えてくれ、講義もわ
かりやすくとてもよかったです。まかりやすくとてもよかったです。ま
た、受講した後はアカデミーで解放た、受講した後はアカデミーで解放
されている自習室を活用し必ず復されている自習室を活用し必ず復
習していました。いくら勉強しても習していました。いくら勉強しても
点数が上がらない時がつらかった点数が上がらない時がつらかった
ですが、勉強が行き詰った時は音ですが、勉強が行き詰った時は音
楽を聴くことでストレスを解消して楽を聴くことでストレスを解消して
いました。集中力を大事にして頑いました。集中力を大事にして頑
張って下さい。張って下さい。

東京アカデミーには家族からの紹
介で入会しました。東京アカデミー
の講義は今まで受けてきた講義と
は全く違い、科目ごとにポイントを
絞り効率的に教えてくれ、講義もわ
かりやすくとてもよかったです。ま
た、受講した後はアカデミーで解放
されている自習室を活用し必ず復
習していました。いくら勉強しても
点数が上がらない時がつらかった
ですが、勉強が行き詰った時は音
楽を聴くことでストレスを解消して
いました。集中力を大事にして頑
張って下さい。

鹿児島校

2019度　刑務官A（九州） 最終合格

消防官消防官合格!合格!消防官合格!

　姶良市（消防職） 最終合格

愛甲 凌佑さん ～れいめい高校～

『不屈不撓』
高校の先輩が東京アカデミーに入高校の先輩が東京アカデミーに入
会して合格していたことを知り、自会して合格していたことを知り、自
分もアカデミーで公務員試験の勉分もアカデミーで公務員試験の勉
強をしたいと決意し入会しました。強をしたいと決意し入会しました。
講義のカリキュラムに合わせて家講義のカリキュラムに合わせて家
でも勉強をするようにし、基礎問題でも勉強をするようにし、基礎問題
をより多く解くようにしていました。をより多く解くようにしていました。
自分が絶対に受かるのだという気自分が絶対に受かるのだという気
持ちで堂々と受験できたことが最持ちで堂々と受験できたことが最
終合格できたポイントだと思います。終合格できたポイントだと思います。
判断推理や数的処理などの公務判断推理や数的処理などの公務
員試験特有の問題に関して東京ア員試験特有の問題に関して東京ア
カデミーの講義を受けることができカデミーの講義を受けることができ
てよかったです。講義ではポイントてよかったです。講義ではポイント
をおさえて学べてとても有意義でしをおさえて学べてとても有意義でし
た。試験を受けるまでは不安があると思いますが、自分を信た。試験を受けるまでは不安があると思いますが、自分を信
じて勉強すればきっと合格できると思います。じて勉強すればきっと合格できると思います。

高校の先輩が東京アカデミーに入
会して合格していたことを知り、自
分もアカデミーで公務員試験の勉
強をしたいと決意し入会しました。
講義のカリキュラムに合わせて家
でも勉強をするようにし、基礎問題
をより多く解くようにしていました。
自分が絶対に受かるのだという気
持ちで堂々と受験できたことが最
終合格できたポイントだと思います。
判断推理や数的処理などの公務
員試験特有の問題に関して東京ア
カデミーの講義を受けることができ
てよかったです。講義ではポイント
をおさえて学べてとても有意義でし
た。試験を受けるまでは不安があると思いますが、自分を信
じて勉強すればきっと合格できると思います。

2019度

鹿児島校 鶴留 椋平さん ～鹿児島情報高校～

『初志貫徹』
パンフレットをみて、圧倒的な合格パンフレットをみて、圧倒的な合格
率を知り東京アカデミーに入会しま率を知り東京アカデミーに入会しま
した。定期的に模試があるので、そした。定期的に模試があるので、そ
の模試でランキング表に載ることをの模試でランキング表に載ることを
目標に、毎日開放されている自習目標に、毎日開放されている自習
室を朝から活用し勉強に取り組み室を朝から活用し勉強に取り組み
ました。講師の先生方に何度質問ました。講師の先生方に何度質問
に行っても毎回快く引き受けてくれに行っても毎回快く引き受けてくれ
ること、教務の内村さんや泊さんのること、教務の内村さんや泊さんの
サポート、同じ志をもった受講生とサポート、同じ志をもった受講生と
切磋琢磨できる雰囲気、その環境切磋琢磨できる雰囲気、その環境
を提供してくれるところは他にはなを提供してくれるところは他にはな
いと思うので、通ってよかったです。いと思うので、通ってよかったです。
東アカの先生方を信じて、成績が東アカの先生方を信じて、成績が
伸びず、苦しい時期もあると思うけ伸びず、苦しい時期もあると思うけ
ど、自分自身、最後の最後で合格ラインに模試の点数が上ど、自分自身、最後の最後で合格ラインに模試の点数が上
がってきて間に合ったので、苦しい時期もあると思うけど、諦がってきて間に合ったので、苦しい時期もあると思うけど、諦
めずに最後まで頑張り抜いて下さい！めずに最後まで頑張り抜いて下さい！

パンフレットをみて、圧倒的な合格
率を知り東京アカデミーに入会しま
した。定期的に模試があるので、そ
の模試でランキング表に載ることを
目標に、毎日開放されている自習
室を朝から活用し勉強に取り組み
ました。講師の先生方に何度質問
に行っても毎回快く引き受けてくれ
ること、教務の内村さんや泊さんの
サポート、同じ志をもった受講生と
切磋琢磨できる雰囲気、その環境
を提供してくれるところは他にはな
いと思うので、通ってよかったです。
東アカの先生方を信じて、成績が
伸びず、苦しい時期もあると思うけ
ど、自分自身、最後の最後で合格ラインに模試の点数が上
がってきて間に合ったので、苦しい時期もあると思うけど、諦
めずに最後まで頑張り抜いて下さい！

2019度

鹿児島校

吉永 楓さん ～伊集院高校～

『⾃分に負けない覚悟を決めること』
友人の勧めで、東京アカデミーに友人の勧めで、東京アカデミーに
入会しました。講義はその日のうち入会しました。講義はその日のうち
に復習して、出た問を解いて解説に復習して、出た問を解いて解説
をしっかり理解するようにするようをしっかり理解するようにするよう
にしていました。勉強に息詰まったにしていました。勉強に息詰まった
時には他の教科をするようにして時には他の教科をするようにして
いまいした。難しい問題がなかなかいまいした。難しい問題がなかなか
理解できなかった時は、苦しかった理解できなかった時は、苦しかった
ですが、模試の結果が良かった時ですが、模試の結果が良かった時
にはとても嬉しかったです。東京アにはとても嬉しかったです。東京ア
カデミーに通ってよかったことは、カデミーに通ってよかったことは、
講義が充実していて勉強ができる講義が充実していて勉強ができる
環境が整っているところです。面接環境が整っているところです。面接
練習もしてくださり、何度も練習で練習もしてくださり、何度も練習で
きたのでとても助かりました。面接きたのでとても助かりました。面接
練習や講義はとても分かりやすく、適性検査の対策も行われ、練習や講義はとても分かりやすく、適性検査の対策も行われ、
もし東京アカデミーに入会していなければ合格できていなもし東京アカデミーに入会していなければ合格できていな
かったと思いました。かったと思いました。

友人の勧めで、東京アカデミーに
入会しました。講義はその日のうち
に復習して、出た問を解いて解説
をしっかり理解するようにするよう
にしていました。勉強に息詰まった
時には他の教科をするようにして
いまいした。難しい問題がなかなか
理解できなかった時は、苦しかった
ですが、模試の結果が良かった時
にはとても嬉しかったです。東京ア
カデミーに通ってよかったことは、
講義が充実していて勉強ができる
環境が整っているところです。面接
練習もしてくださり、何度も練習で
きたのでとても助かりました。面接
練習や講義はとても分かりやすく、適性検査の対策も行われ、
もし東京アカデミーに入会していなければ合格できていな
かったと思いました。

鹿児島校 久保 洵平さん ～志學館大学～

『努⼒に勝る天才なし』
一次試験に向けた学習方法は、ア一次試験に向けた学習方法は、ア
カデミーの教材を使って「予習→授カデミーの教材を使って「予習→授
業→復習」をひたすら繰り返しまし業→復習」をひたすら繰り返しまし
た。東京アカデミーに通ってよかった。東京アカデミーに通ってよかっ
た点は、学力の向上だけでなく、出た点は、学力の向上だけでなく、出
題される問題の傾向や競い合う人題される問題の傾向や競い合う人
たちのレベルや意識の高さを知るたちのレベルや意識の高さを知る
ことができることです。勉強も体力ことができることです。勉強も体力
作りも早くから始めるべきです。し作りも早くから始めるべきです。し
かし、闇雲に行うのではなく、どのかし、闇雲に行うのではなく、どの
ような出題傾向があるのかを知り、ような出題傾向があるのかを知り、
的を絞って効率的に行った方が良的を絞って効率的に行った方が良
いと思います。アカデミーは効率のいと思います。アカデミーは効率の
良 さ に 特 化 し て い る の で 、 ア カ デ良 さ に 特 化 し て い る の で 、 ア カ デ
ミーで真面目に取り組めばきっと合ミーで真面目に取り組めばきっと合
格できます。格できます。

一次試験に向けた学習方法は、ア
カデミーの教材を使って「予習→授
業→復習」をひたすら繰り返しまし
た。東京アカデミーに通ってよかっ
た点は、学力の向上だけでなく、出
題される問題の傾向や競い合う人
たちのレベルや意識の高さを知る
ことができることです。勉強も体力
作りも早くから始めるべきです。し
かし、闇雲に行うのではなく、どの
ような出題傾向があるのかを知り、
的を絞って効率的に行った方が良
いと思います。アカデミーは効率の
良 さ に 特 化 し て い る の で 、 ア カ デ
ミーで真面目に取り組めばきっと合
格できます。

現役合格

鹿児島校  滿尾 宗一郎さん

『弱気は最⼤の敵』
講義をしっかり聞いて、自習室で復講義をしっかり聞いて、自習室で復
習しそれでも分からなかったら先生習しそれでも分からなかったら先生
に質問し理解していました。アカデに質問し理解していました。アカデ
ミーは自習室がほぼ毎日使用でき、ミーは自習室がほぼ毎日使用でき、
勉強する環境が整っていたことが勉強する環境が整っていたことが
良かったです。二次試験は自分の良かったです。二次試験は自分の
考え・意見などを先生方に伝え、そ考え・意見などを先生方に伝え、そ
れについてのアドバイスをもらい練れについてのアドバイスをもらい練
習したうえで試験に臨みました。勉習したうえで試験に臨みました。勉
強が苦手で最初の頃は全然分から強が苦手で最初の頃は全然分から
ず、楽しくなかったですが、講義をず、楽しくなかったですが、講義を
しっかり受けて復習をちゃんとしてしっかり受けて復習をちゃんとして
理解し、DATA問を繰り返し解けば、理解し、DATA問を繰り返し解けば、
鹿児島校の模試上位者ランキング鹿児島校の模試上位者ランキング
表に載るようになりました。「人は表に載るようになりました。「人は
人、自分は自分」と思って毎日勉強していました。絶対に受か人、自分は自分」と思って毎日勉強していました。絶対に受か
るという強い思い、やる気をもって毎日勉強・トレーニングをしるという強い思い、やる気をもって毎日勉強・トレーニングをし
ていれば、成績も伸びていき、結果につながると思います。ていれば、成績も伸びていき、結果につながると思います。

講義をしっかり聞いて、自習室で復
習しそれでも分からなかったら先生
に質問し理解していました。アカデ
ミーは自習室がほぼ毎日使用でき、
勉強する環境が整っていたことが
良かったです。二次試験は自分の
考え・意見などを先生方に伝え、そ
れについてのアドバイスをもらい練
習したうえで試験に臨みました。勉
強が苦手で最初の頃は全然分から
ず、楽しくなかったですが、講義を
しっかり受けて復習をちゃんとして
理解し、DATA問を繰り返し解けば、
鹿児島校の模試上位者ランキング
表に載るようになりました。「人は
人、自分は自分」と思って毎日勉強していました。絶対に受か
るという強い思い、やる気をもって毎日勉強・トレーニングをし
ていれば、成績も伸びていき、結果につながると思います。

鹿児島校

森  健介さん ～鹿児島水産高校～

『あきらめたらいかん』
立地のよさから東京アカデミーに立地のよさから東京アカデミーに
入 会 し ま し た 。 東 京 ア カ デ ミ ー に入 会 し ま し た 。 東 京 ア カ デ ミ ー に
通ってよかったと思う点は、講義の通ってよかったと思う点は、講義の
分かりやすさです。先生方の説明分かりやすさです。先生方の説明
はとても分かりやすく、東京アカデはとても分かりやすく、東京アカデ
ミーに入会していなかったら、合格ミーに入会していなかったら、合格
していなかったと思います。最終合していなかったと思います。最終合
格できたポイントは、努力して勉強格できたポイントは、努力して勉強
したことだと思います。絶対に合格したことだと思います。絶対に合格
してみせるという意欲が大事です。してみせるという意欲が大事です。
東京アカデミーに来たら絶対に居東京アカデミーに来たら絶対に居
眠りをしないようにし、講義は一番眠りをしないようにし、講義は一番
前の席でとにかく先生方のいうこと前の席でとにかく先生方のいうこと
を一生懸命聞いて勉強していましを一生懸命聞いて勉強していまし
た。た。

立地のよさから東京アカデミーに
入 会 し ま し た 。 東 京 ア カ デ ミ ー に
通ってよかったと思う点は、講義の
分かりやすさです。先生方の説明
はとても分かりやすく、東京アカデ
ミーに入会していなかったら、合格
していなかったと思います。最終合
格できたポイントは、努力して勉強
したことだと思います。絶対に合格
してみせるという意欲が大事です。
東京アカデミーに来たら絶対に居
眠りをしないようにし、講義は一番
前の席でとにかく先生方のいうこと
を一生懸命聞いて勉強していまし
た。 現役合格

鹿児島校 小囿 京さん ～川内高校～

高校の先輩の勧めで東アカに入会高校の先輩の勧めで東アカに入会
しました。公務員試験でしか出題さしました。公務員試験でしか出題さ
れない科目は、東アカの講義をしっれない科目は、東アカの講義をしっ
かり聞き、帰宅してから復習し、空かり聞き、帰宅してから復習し、空
き時間にノートを見返すことで対策き時間にノートを見返すことで対策
していました。解き方が思いつかなしていました。解き方が思いつかな
かったり、分からなかったりした問かったり、分からなかったりした問
題も講義中に解説してくださったの題も講義中に解説してくださったの
で、とても助かりました。東アカはで、とても助かりました。東アカは
学習環境が整っており、参考書が学習環境が整っており、参考書が
とても充実していたので勉強しやすとても充実していたので勉強しやす
かったです。さらに東アカで行われかったです。さらに東アカで行われ
る模試での自分の順位を確認するる模試での自分の順位を確認する
ことで、さらに勉強に奮闘することことで、さらに勉強に奮闘すること
ができました。勉強が苦手でしたが、ができました。勉強が苦手でしたが、
東アカに通っている知り合いと切磋琢磨しながら、勉強に打東アカに通っている知り合いと切磋琢磨しながら、勉強に打
ち込みました。仲間と勉強することで、苦しい時に励ましてくち込みました。仲間と勉強することで、苦しい時に励ましてく
れたので、努力し続けることができ、合格することができましれたので、努力し続けることができ、合格することができまし
た。た。

高校の先輩の勧めで東アカに入会
しました。公務員試験でしか出題さ
れない科目は、東アカの講義をしっ
かり聞き、帰宅してから復習し、空
き時間にノートを見返すことで対策
していました。解き方が思いつかな
かったり、分からなかったりした問
題も講義中に解説してくださったの
で、とても助かりました。東アカは
学習環境が整っており、参考書が
とても充実していたので勉強しやす
かったです。さらに東アカで行われ
る模試での自分の順位を確認する
ことで、さらに勉強に奮闘すること
ができました。勉強が苦手でしたが、
東アカに通っている知り合いと切磋琢磨しながら、勉強に打
ち込みました。仲間と勉強することで、苦しい時に励ましてく
れたので、努力し続けることができ、合格することができまし
た。

現役合格

鹿児島校

『努⼒を継続する』

　霧島市（消防吏員） 最終合格

 野村 竜也さん ～国分高校～

『⼀度決めたら最後までやり通す』

2019度

鹿児島校

友人の誘いで東京アカデミーに入友人の誘いで東京アカデミーに入
会を決めました。講義をしっかりと会を決めました。講義をしっかりと
聞き、自習でテキストを使って復習聞き、自習でテキストを使って復習
をしました。また、模試で間違えたをしました。また、模試で間違えた
ところは復習し同じ間違いをしないところは復習し同じ間違いをしない
ように心がけました。面接対策でように心がけました。面接対策で
は、何度も個別練習をして、面接は、何度も個別練習をして、面接
になれるようにしました。東京アカになれるようにしました。東京アカ
デミーは自習室など勉強できる環デミーは自習室など勉強できる環
境が整っていたのでとてもよかった境が整っていたのでとてもよかった
です。自習をどれだけするかで結です。自習をどれだけするかで結
果が大きく変わると思います。勉強果が大きく変わると思います。勉強
することで自信もつき成績も変わるすることで自信もつき成績も変わる
と思います。と思います。

友人の誘いで東京アカデミーに入
会を決めました。講義をしっかりと
聞き、自習でテキストを使って復習
をしました。また、模試で間違えた
ところは復習し同じ間違いをしない
ように心がけました。面接対策で
は、何度も個別練習をして、面接
になれるようにしました。東京アカ
デミーは自習室など勉強できる環
境が整っていたのでとてもよかった
です。自習をどれだけするかで結
果が大きく変わると思います。勉強
することで自信もつき成績も変わる
と思います。

～公務員ビジネス専門学校～

茶園  湧太さん ～鹿児島城西高校～

『雲外蒼天』
その日の講義で習った授業内容でその日の講義で習った授業内容で
分からなかった問題は、自習室で分からなかった問題は、自習室で
理解するまで繰り返し勉強に取り理解するまで繰り返し勉強に取り
組みました。そうすることで幅広い組みました。そうすることで幅広い
公務員試験の問題にも自信をもっ公務員試験の問題にも自信をもっ
て取り組むことができました。東京て取り組むことができました。東京
アカデミーの講義は過去のデータアカデミーの講義は過去のデータ
を元に頻出分野を中心とした授業を元に頻出分野を中心とした授業
内容でとても分かりやすかったです。内容でとても分かりやすかったです。
さらに模擬試験を受けることで、本さらに模擬試験を受けることで、本
番に実力を発揮するために役立ち番に実力を発揮するために役立ち
ました。短期間でしたが、本番に間ました。短期間でしたが、本番に間
に合わせるために必死に勉強をしに合わせるために必死に勉強をし
て友達同士でお互いに苦手分野をて友達同士でお互いに苦手分野を
克服することができてよかったです。克服することができてよかったです。
本番の試験で絶対に後悔しないために、最後まで諦めずに本番の試験で絶対に後悔しないために、最後まで諦めずに
努力することが一番大切だと思います。また東京アカデミー努力することが一番大切だと思います。また東京アカデミー
の講師の方々が全力でサポートしてくださるので、最終合格の講師の方々が全力でサポートしてくださるので、最終合格
を目指して頑張ってください。を目指して頑張ってください。

その日の講義で習った授業内容で
分からなかった問題は、自習室で
理解するまで繰り返し勉強に取り
組みました。そうすることで幅広い
公務員試験の問題にも自信をもっ
て取り組むことができました。東京
アカデミーの講義は過去のデータ
を元に頻出分野を中心とした授業
内容でとても分かりやすかったです。
さらに模擬試験を受けることで、本
番に実力を発揮するために役立ち
ました。短期間でしたが、本番に間
に合わせるために必死に勉強をし
て友達同士でお互いに苦手分野を
克服することができてよかったです。
本番の試験で絶対に後悔しないために、最後まで諦めずに
努力することが一番大切だと思います。また東京アカデミー
の講師の方々が全力でサポートしてくださるので、最終合格
を目指して頑張ってください。

現役合格

鹿児島校

　指宿南九州消防組合（消防吏員） 最終合格

　日置市（消防吏員） 最終合格2019度 2019度　日置市（消防吏員） 最終合格2019度 　日置市（消防吏員） 最終合格

　薩摩川内市（消防職） 最終合格2019度 2019度　南さつま市(消防職） 最終合格2019度 　さつま町（消防職） 最終合格

現役合格

現役合格現役合格

現役合格

その他多数その他多数その他多数

最終合格しています!!

『最終合格』の秘訣は
東アカ鹿児島校にあり!



警察官警察官合格!合格!警察官合格!

　鹿児島県警察官（Ｂ男性） 最終合格

中村 玲王さん ～沖永良部高校～

『道険笑歩』
私は勉強がとにかく苦手だったの私は勉強がとにかく苦手だったの
で、講義はノートにとり復習をしてで、講義はノートにとり復習をして
基礎をとにかく勉強しました。自主基礎をとにかく勉強しました。自主
学 習 は 分 か ら な い と こ ろ を 最 初学 習 は 分 か ら な い と こ ろ を 最 初
やってそこから応用につなげて少しやってそこから応用につなげて少し
ずつ分からないところを克服していずつ分からないところを克服してい
きました。東アカの講義は勉強がきました。東アカの講義は勉強が
苦手な僕でも分かりやすく、要点を苦手な僕でも分かりやすく、要点を
抑えながらスムーズに勉強にする抑えながらスムーズに勉強にする
ことができました。また、友達に分ことができました。また、友達に分
からないところを聞きながらお互いからないところを聞きながらお互い
に協力しながら勉強できたこともよに協力しながら勉強できたこともよ
かったです。勉強が全くできない僕かったです。勉強が全くできない僕
でもコツコツやれば夢を叶えられまでもコツコツやれば夢を叶えられま
した。何においてもできないことはした。何においてもできないことは
ないです。やらないだけです。もしだめでもやれるところまでないです。やらないだけです。もしだめでもやれるところまで
自分だけ信じて頑張ってみてください。きっと笑うのは才能が自分だけ信じて頑張ってみてください。きっと笑うのは才能が
ある人ではなく、コツコツやった人です。大丈夫！みんなならある人ではなく、コツコツやった人です。大丈夫！みんななら
できる！！できる！！

私は勉強がとにかく苦手だったの
で、講義はノートにとり復習をして
基礎をとにかく勉強しました。自主
学 習 は 分 か ら な い と こ ろ を 最 初
やってそこから応用につなげて少し
ずつ分からないところを克服してい
きました。東アカの講義は勉強が
苦手な僕でも分かりやすく、要点を
抑えながらスムーズに勉強にする
ことができました。また、友達に分
からないところを聞きながらお互い
に協力しながら勉強できたこともよ
かったです。勉強が全くできない僕
でもコツコツやれば夢を叶えられま
した。何においてもできないことは
ないです。やらないだけです。もしだめでもやれるところまで
自分だけ信じて頑張ってみてください。きっと笑うのは才能が
ある人ではなく、コツコツやった人です。大丈夫！みんななら
できる！！

2019度

鹿児島校 藤田 将慶さん ～加治木工業高校～

『雲外蒼天』
講義で学んだことを忘れないように講義で学んだことを忘れないように
翌日と一週間後に復習していまし翌日と一週間後に復習していまし
た。また、少しでも苦手な分野を減た。また、少しでも苦手な分野を減
らし、出題傾向を把握していました。らし、出題傾向を把握していました。
勉強で苦しかったことは、学んだこ勉強で苦しかったことは、学んだこ
とのない分野や特殊な問題、出題とのない分野や特殊な問題、出題
範囲が広いことです。いくら勉強し範囲が広いことです。いくら勉強し
ても足りないと思ったので早めに勉ても足りないと思ったので早めに勉
強を始めたほうが良いと思います。強を始めたほうが良いと思います。
また、東京アカデミーほど多くの情また、東京アカデミーほど多くの情
報を持っている予備校は他にない報を持っている予備校は他にない
と思います。欲しい情報と環境がとと思います。欲しい情報と環境がと
ても整っているので効率の良い学ても整っているので効率の良い学
習ができる点が良かったです。私習ができる点が良かったです。私
は部活と両立させていたので、精は部活と両立させていたので、精
神的にとてもきつい時期もありましたが、そんなときは趣味や神的にとてもきつい時期もありましたが、そんなときは趣味や
休憩をし、体と心を休めることも大切だと思います。休憩をし、体と心を休めることも大切だと思います。

講義で学んだことを忘れないように
翌日と一週間後に復習していまし
た。また、少しでも苦手な分野を減
らし、出題傾向を把握していました。
勉強で苦しかったことは、学んだこ
とのない分野や特殊な問題、出題
範囲が広いことです。いくら勉強し
ても足りないと思ったので早めに勉
強を始めたほうが良いと思います。
また、東京アカデミーほど多くの情
報を持っている予備校は他にない
と思います。欲しい情報と環境がと
ても整っているので効率の良い学
習ができる点が良かったです。私
は部活と両立させていたので、精
神的にとてもきつい時期もありましたが、そんなときは趣味や
休憩をし、体と心を休めることも大切だと思います。

2019度

鹿児島校

岩切 翔太さん ～鹿児島工業高校～

『凡事徹底』
毎日アカデミーの講義の予習と復毎日アカデミーの講義の予習と復
習を心掛け、前半は基礎を固め、習を心掛け、前半は基礎を固め、
後半では出た問で過去問を解き続後半では出た問で過去問を解き続
けました。また、模試が返される度けました。また、模試が返される度
に間違えた問題をひたすら分かるに間違えた問題をひたすら分かる
まで解き直し、講師の方々に何度まで解き直し、講師の方々に何度
も質問しました。アカデミーに通っも質問しました。アカデミーに通っ
て良かった点は、模試が多いためて良かった点は、模試が多いため
自分の苦手なところを知ることがで自分の苦手なところを知ることがで
きることです。一次試験対策の講きることです。一次試験対策の講
義だけでなく小論文や面接の講義義だけでなく小論文や面接の講義
も早い時期からあり、手厚くサポーも早い時期からあり、手厚くサポー
トしてもらえる点もアカデミーだからトしてもらえる点もアカデミーだから
こそだと感じました。努力すればすこそだと感じました。努力すればす
るほど選択肢も合格する確率も広るほど選択肢も合格する確率も広
がったり高くなったりすると思います。がったり高くなったりすると思います。

毎日アカデミーの講義の予習と復
習を心掛け、前半は基礎を固め、
後半では出た問で過去問を解き続
けました。また、模試が返される度
に間違えた問題をひたすら分かる
まで解き直し、講師の方々に何度
も質問しました。アカデミーに通っ
て良かった点は、模試が多いため
自分の苦手なところを知ることがで
きることです。一次試験対策の講
義だけでなく小論文や面接の講義
も早い時期からあり、手厚くサポー
トしてもらえる点もアカデミーだから
こそだと感じました。努力すればす
るほど選択肢も合格する確率も広
がったり高くなったりすると思います。

鹿児島校 清 佑稀さん ～鹿児島工業高校～

『今⽇の敗戦に感謝、これでまた強くなれる』
兄の勧めと体験講座を受けてみて、兄の勧めと体験講座を受けてみて、
授業の分かりやすさと雰囲気の良授業の分かりやすさと雰囲気の良
さを実感し、東アカに入会しました。さを実感し、東アカに入会しました。
通ってよかったと思う点は、教務の通ってよかったと思う点は、教務の
内村さんや泊さんの対応がとても内村さんや泊さんの対応がとても
親切なこと、ライバルが多くいるこ親切なこと、ライバルが多くいるこ
と、休日でも自習室が開放されてと、休日でも自習室が開放されて
いることです。分からないままで済いることです。分からないままで済
ますことがなく思う存分勉強に集中ますことがなく思う存分勉強に集中
することができます。何より最終合することができます。何より最終合
格することができたので、東アカに格することができたので、東アカに
通ってよかったと改めて感じました。通ってよかったと改めて感じました。
勉強は早い時期から始めて、損を勉強は早い時期から始めて、損を
することは絶対にありません。なかすることは絶対にありません。なか
なか成績が上がらなくても、力はつなか成績が上がらなくても、力はつ
いてくると思います。たった数ヶ月を貪欲に勉強することであいてくると思います。たった数ヶ月を貪欲に勉強することであ
なたの夢が叶います。東アカでの過ごし方が、合否を左右すなたの夢が叶います。東アカでの過ごし方が、合否を左右す
ると思います。どんなに結果がでなくても諦めずに勉強してくると思います。どんなに結果がでなくても諦めずに勉強してく
ださい。ださい。

兄の勧めと体験講座を受けてみて、
授業の分かりやすさと雰囲気の良
さを実感し、東アカに入会しました。
通ってよかったと思う点は、教務の
内村さんや泊さんの対応がとても
親切なこと、ライバルが多くいるこ
と、休日でも自習室が開放されて
いることです。分からないままで済
ますことがなく思う存分勉強に集中
することができます。何より最終合
格することができたので、東アカに
通ってよかったと改めて感じました。
勉強は早い時期から始めて、損を
することは絶対にありません。なか
なか成績が上がらなくても、力はつ
いてくると思います。たった数ヶ月を貪欲に勉強することであ
なたの夢が叶います。東アカでの過ごし方が、合否を左右す
ると思います。どんなに結果がでなくても諦めずに勉強してく
ださい。

現役合格

鹿児島校  野元堀 修也さん

『逆境を笑え』
東京アカデミーには友人からの紹東京アカデミーには友人からの紹
介で入会しました。私の公務員試介で入会しました。私の公務員試
験に向けての学習方法は、毎週行験に向けての学習方法は、毎週行
われる模試を分析して自分の苦手われる模試を分析して自分の苦手
な分野を集中的に復習しました。アな分野を集中的に復習しました。ア
カデミーのテキストは頻出分野のカデミーのテキストは頻出分野の
情報量が多く、自主学習がとても情報量が多く、自主学習がとても
やりやすかったです。また、二次試やりやすかったです。また、二次試
験対策の面接練習は自信がつくま験対策の面接練習は自信がつくま
で何度も行いました。公務員試験で何度も行いました。公務員試験
の勉強は全体的に苦しいものでしの勉強は全体的に苦しいものでし
たが、自分の成績が上がった時やたが、自分の成績が上がった時や
答えられなかったところを答えられ答えられなかったところを答えられ
るようになった時は楽しかったです。るようになった時は楽しかったです。
学習面においても面接においても学習面においても面接においても
やればやった分だけ自信がつくので、自分が納得のいくまでやればやった分だけ自信がつくので、自分が納得のいくまで
突き詰めることを大事にして頑張って下さい。突き詰めることを大事にして頑張って下さい。

東京アカデミーには友人からの紹
介で入会しました。私の公務員試
験に向けての学習方法は、毎週行
われる模試を分析して自分の苦手
な分野を集中的に復習しました。ア
カデミーのテキストは頻出分野の
情報量が多く、自主学習がとても
やりやすかったです。また、二次試
験対策の面接練習は自信がつくま
で何度も行いました。公務員試験
の勉強は全体的に苦しいものでし
たが、自分の成績が上がった時や
答えられなかったところを答えられ
るようになった時は楽しかったです。
学習面においても面接においても
やればやった分だけ自信がつくので、自分が納得のいくまで
突き詰めることを大事にして頑張って下さい。

鹿児島校

濵田  芳久さん ～鹿児島商業高校～

『継続は⼒なり』
講義を受けてその日習ったことを講義を受けてその日習ったことを
家に帰ってから復習していました。家に帰ってから復習していました。
また、模試も積極的に受けてできまた、模試も積極的に受けてでき
なかったことを解き直すという形でなかったことを解き直すという形で
学習していました。私は10月まで学習していました。私は10月まで
部活の試合があり、部活と試験勉部活の試合があり、部活と試験勉
強の両立を行ってきました。部活の強の両立を行ってきました。部活の
練習のない日や練習と練習の間に練習のない日や練習と練習の間に
できるだけ勉強しました。あまり効できるだけ勉強しました。あまり効
率の良い勉強法ではなかったので率の良い勉強法ではなかったので
すが、努力した結果だと思います。すが、努力した結果だと思います。
事務局の内村さんや泊さんが試験事務局の内村さんや泊さんが試験
の申込方法や面接など、細かいとの申込方法や面接など、細かいと
ころまで面倒を見てくださったのでころまで面倒を見てくださったので
ありがたかったです。自分の思いありがたかったです。自分の思い
通りにいかないことのほうが多いと思いますが、皆さんも決し通りにいかないことのほうが多いと思いますが、皆さんも決し
てくじけることなく頑張ってみてください。てくじけることなく頑張ってみてください。

講義を受けてその日習ったことを
家に帰ってから復習していました。
また、模試も積極的に受けてでき
なかったことを解き直すという形で
学習していました。私は10月まで
部活の試合があり、部活と試験勉
強の両立を行ってきました。部活の
練習のない日や練習と練習の間に
できるだけ勉強しました。あまり効
率の良い勉強法ではなかったので
すが、努力した結果だと思います。
事務局の内村さんや泊さんが試験
の申込方法や面接など、細かいと
ころまで面倒を見てくださったので
ありがたかったです。自分の思い
通りにいかないことのほうが多いと思いますが、皆さんも決し
てくじけることなく頑張ってみてください。

現役合格

鹿児島校

米満 琴里さん ～加世田高校～

一つ一つの講義を大切にし、先生一つ一つの講義を大切にし、先生
がおっしゃることはすべて頭に入れがおっしゃることはすべて頭に入れ
るようにしました。頻出度の高い問るようにしました。頻出度の高い問
題を教えてくださったので、本試験題を教えてくださったので、本試験
で解くことができました。さらに面接で解くことができました。さらに面接
練習では、入退出の方法など一か練習では、入退出の方法など一か
ら教えてくださり、とても助かりましら教えてくださり、とても助かりまし
た。学習面では、隙間時間をどう有た。学習面では、隙間時間をどう有
効活用するかが重要だと思います。効活用するかが重要だと思います。
通学時間や寝る前など少し変えて通学時間や寝る前など少し変えて
みるだけで大きく変わります。また、みるだけで大きく変わります。また、
アカデミーの講義を受けるだけでなアカデミーの講義を受けるだけでな
く、復習をどれだけするかも大切でく、復習をどれだけするかも大切で
す。講義を受けるのはみんな同じす。講義を受けるのはみんな同じ
なので、そこからどう周りと差をつなので、そこからどう周りと差をつ
けるのかが勝負だと思います。頑張ってください！！けるのかが勝負だと思います。頑張ってください！！

一つ一つの講義を大切にし、先生
がおっしゃることはすべて頭に入れ
るようにしました。頻出度の高い問
題を教えてくださったので、本試験
で解くことができました。さらに面接
練習では、入退出の方法など一か
ら教えてくださり、とても助かりまし
た。学習面では、隙間時間をどう有
効活用するかが重要だと思います。
通学時間や寝る前など少し変えて
みるだけで大きく変わります。また、
アカデミーの講義を受けるだけでな
く、復習をどれだけするかも大切で
す。講義を受けるのはみんな同じ
なので、そこからどう周りと差をつ
けるのかが勝負だと思います。頑張ってください！！

現役合格

鹿児島校

『努⼒は必ず報われる』

　鹿児島県警察官（Ｂ男性） 最終合格

 上之門 竜空さん ～加世田高校～

『時は⾦なり』

2019度

鹿児島校

友人が入会していたことと、高い合友人が入会していたことと、高い合
格実績に魅力を感じ入会しました。格実績に魅力を感じ入会しました。
講 義 で は 、 先 生 が 大 事 だ と お っ講 義 で は 、 先 生 が 大 事 だ と お っ
しゃったところは、その講義の時間しゃったところは、その講義の時間
だけで内容を吸収し、家での復習だけで内容を吸収し、家での復習
などでテキストの類似問題で完全などでテキストの類似問題で完全
に覚えるようにしていました。東アに覚えるようにしていました。東ア
カで行われる模試では間違ったとカで行われる模試では間違ったと
ころをなぜ間違ったかも理解して一ころをなぜ間違ったかも理解して一
週間後にもう一度解くようにしてい週間後にもう一度解くようにしてい
ました。面接練習は、１人の先生だました。面接練習は、１人の先生だ
けでなく、複数の先生に練習していけでなく、複数の先生に練習してい
ただき、短い時間で的確に経験豊ただき、短い時間で的確に経験豊
富な先生方からアドバイスをいた富な先生方からアドバイスをいた
だいていました。公務員試験特有だいていました。公務員試験特有
の一般知能は一人でマスターするのは難しいので、東京アカの一般知能は一人でマスターするのは難しいので、東京アカ
デミーにきて教えてもらってよかったです。勉強できるときはデミーにきて教えてもらってよかったです。勉強できるときは
して休憩するときはしっかり休憩するなど、切り替えをしっかして休憩するときはしっかり休憩するなど、切り替えをしっか
りすることが大切です。りすることが大切です。

友人が入会していたことと、高い合
格実績に魅力を感じ入会しました。
講 義 で は 、 先 生 が 大 事 だ と お っ
しゃったところは、その講義の時間
だけで内容を吸収し、家での復習
などでテキストの類似問題で完全
に覚えるようにしていました。東ア
カで行われる模試では間違ったと
ころをなぜ間違ったかも理解して一
週間後にもう一度解くようにしてい
ました。面接練習は、１人の先生だ
けでなく、複数の先生に練習してい
ただき、短い時間で的確に経験豊
富な先生方からアドバイスをいた
だいていました。公務員試験特有
の一般知能は一人でマスターするのは難しいので、東京アカ
デミーにきて教えてもらってよかったです。勉強できるときは
して休憩するときはしっかり休憩するなど、切り替えをしっか
りすることが大切です。

～鹿児島工業高校～

入尾野  朔良さん

『報われるまで努⼒する』
東京アカデミーは、講義の内容は東京アカデミーは、講義の内容は
もちろんのこと、講義以外でも教務もちろんのこと、講義以外でも教務
の内村さんや泊さんの受験生のサの内村さんや泊さんの受験生のサ
ポートがとても素晴らしいと思いまポートがとても素晴らしいと思いま
した。二次試験対策でも、講師のした。二次試験対策でも、講師の
方々に的確なアドバイスを頂けた方々に的確なアドバイスを頂けた
ので、自分の面接内容に取り入れので、自分の面接内容に取り入れ
より良いものにすることができましより良いものにすることができまし
た。公務員試験の勉強は早めに始た。公務員試験の勉強は早めに始
めたほうがいいと思います。テキスめたほうがいいと思います。テキス
トで問題をたくさん解くことも大切だトで問題をたくさん解くことも大切だ
と思いますが、講義の復習をしっかと思いますが、講義の復習をしっか
りとして基礎を固めることが大切だりとして基礎を固めることが大切だ
と 思 い ま す 。 基 礎 を 固 め る こ と にと 思 い ま す 。 基 礎 を 固 め る こ と に
よって、応用問題などもスムーズによって、応用問題などもスムーズに
解けると思います。困っていることや悩んでいることがあった解けると思います。困っていることや悩んでいることがあった
ら、周りの大人に相談したほうがいいと思います。その方がら、周りの大人に相談したほうがいいと思います。その方が
自分の考え方の幅が広がり自分にぴったりな判断をすること自分の考え方の幅が広がり自分にぴったりな判断をすること
ができます。ができます。

東京アカデミーは、講義の内容は
もちろんのこと、講義以外でも教務
の内村さんや泊さんの受験生のサ
ポートがとても素晴らしいと思いま
した。二次試験対策でも、講師の
方々に的確なアドバイスを頂けた
ので、自分の面接内容に取り入れ
より良いものにすることができまし
た。公務員試験の勉強は早めに始
めたほうがいいと思います。テキス
トで問題をたくさん解くことも大切だ
と思いますが、講義の復習をしっか
りとして基礎を固めることが大切だ
と 思 い ま す 。 基 礎 を 固 め る こ と に
よって、応用問題などもスムーズに
解けると思います。困っていることや悩んでいることがあった
ら、周りの大人に相談したほうがいいと思います。その方が
自分の考え方の幅が広がり自分にぴったりな判断をすること
ができます。

現役合格

鹿児島校

　鹿児島県警察官（Ｂ男性） 最終合格

　鹿児島県警察官（Ｂ男性） 最終合格2019度 2019度　鹿児島県警察官（Ｂ男性） 最終合格2019度 　鹿児島県警察官（Ｂ男性） 最終合格

　鹿児島県警察官（Ｂ女性） 最終合格2019度 2019度

　鹿児島県警察官（Ｂ男性） 最終合格2019度

　鹿児島県警察官（Ｂ女性） 最終合格

現役合格

現役合格

濱田 大夢さん ～出水中央高校～

私は主に、講義で先生方が説明し私は主に、講義で先生方が説明し
て下さることをテキストやノートに記て下さることをテキストやノートに記
入したり、模試もただやるのではな入したり、模試もただやるのではな
く、どこを何で間違えたのか理解でく、どこを何で間違えたのか理解で
きるまで復習を行いました。試験本きるまで復習を行いました。試験本
番から逆算して、いつ何を勉強す番から逆算して、いつ何を勉強す
るのか、自分に何が足りないのか、るのか、自分に何が足りないのか、
また自分は何が得意なのか分かっまた自分は何が得意なのか分かっ
たうえで勉強する。東京アカデミーたうえで勉強する。東京アカデミー
に通ってよかったと思う点は、先生に通ってよかったと思う点は、先生
方がわかりやすく授業をして下さる方がわかりやすく授業をして下さる
こと、周りの人と切磋琢磨しながら、こと、周りの人と切磋琢磨しながら、
勉強できることだと思います。勉強勉強できることだと思います。勉強
は、試験が近づくにつれて点数がは、試験が近づくにつれて点数が
上がらなかったときが苦しかったで上がらなかったときが苦しかったで
すが、なんとか点数を上げようと勉強していって、点数が上すが、なんとか点数を上げようと勉強していって、点数が上
がった時はうれしかったです。また、分からなかったことが分がった時はうれしかったです。また、分からなかったことが分
かるようになったときは楽しかったです。かるようになったときは楽しかったです。

私は主に、講義で先生方が説明し
て下さることをテキストやノートに記
入したり、模試もただやるのではな
く、どこを何で間違えたのか理解で
きるまで復習を行いました。試験本
番から逆算して、いつ何を勉強す
るのか、自分に何が足りないのか、
また自分は何が得意なのか分かっ
たうえで勉強する。東京アカデミー
に通ってよかったと思う点は、先生
方がわかりやすく授業をして下さる
こと、周りの人と切磋琢磨しながら、
勉強できることだと思います。勉強
は、試験が近づくにつれて点数が
上がらなかったときが苦しかったで
すが、なんとか点数を上げようと勉強していって、点数が上
がった時はうれしかったです。また、分からなかったことが分
かるようになったときは楽しかったです。

鹿児島校

『周りの空気にのまれない』

有村  竜悟さん

『堅忍不抜』
現役合格した兄の影響で入会しま現役合格した兄の影響で入会しま
した。東京アカデミーでは、先生方した。東京アカデミーでは、先生方
の授業がとてもわかりやすく、試験の授業がとてもわかりやすく、試験
情報でわからないことは事務の泊情報でわからないことは事務の泊
さんや内村さんわかりやすく説明しさんや内村さんわかりやすく説明し
てくださり非常に助かりました。講てくださり非常に助かりました。講
座期間中に行われた模試の結果座期間中に行われた模試の結果
が悪かったときはとても悔しかったが悪かったときはとても悔しかった
のを今でも覚えています。模試がのを今でも覚えています。模試が
終わったあとはその日のうちに訂終わったあとはその日のうちに訂
正をして同じ問題が出題されたら正をして同じ問題が出題されたら
絶対に間違わないように心掛けま絶対に間違わないように心掛けま
した。家では中々勉強をすることがした。家では中々勉強をすることが
できなかったので、講義中に大切できなかったので、講義中に大切
なポイントを押さえて終わったら自なポイントを押さえて終わったら自
習室や図書館で予習・復習を行いました。あと、過去問で出習室や図書館で予習・復習を行いました。あと、過去問で出
た苦手な問題もできるまで何度も復習して学習しました。公た苦手な問題もできるまで何度も復習して学習しました。公
務員試験は努力すれば努力した分だけ結果がついてくると務員試験は努力すれば努力した分だけ結果がついてくると
思います。思います。

現役合格した兄の影響で入会しま
した。東京アカデミーでは、先生方
の授業がとてもわかりやすく、試験
情報でわからないことは事務の泊
さんや内村さんわかりやすく説明し
てくださり非常に助かりました。講
座期間中に行われた模試の結果
が悪かったときはとても悔しかった
のを今でも覚えています。模試が
終わったあとはその日のうちに訂
正をして同じ問題が出題されたら
絶対に間違わないように心掛けま
した。家では中々勉強をすることが
できなかったので、講義中に大切
なポイントを押さえて終わったら自
習室や図書館で予習・復習を行いました。あと、過去問で出
た苦手な問題もできるまで何度も復習して学習しました。公
務員試験は努力すれば努力した分だけ結果がついてくると
思います。

鹿児島校

　警視庁警察官（Ⅲ類男性） 最終合格2019度 2019度 　警視庁警察官（Ⅲ類男性） 最終合格

～錦江湾高校～

米満 琴里さん ～加世田高校～

一つ一つの講義を大切にし、先生一つ一つの講義を大切にし、先生
がおっしゃることはすべて頭に入れがおっしゃることはすべて頭に入れ
るようにしました。頻出度の高い問るようにしました。頻出度の高い問
題を教えてくださったので、本試験題を教えてくださったので、本試験
で解くことができました。さらに面接で解くことができました。さらに面接
練習では、入退出の方法など一か練習では、入退出の方法など一か
ら教えてくださり、とても助かりましら教えてくださり、とても助かりまし
た。学習面では、隙間時間をどう有た。学習面では、隙間時間をどう有
効活用するかが重要だと思います。効活用するかが重要だと思います。
通学時間や寝る前など少し変えて通学時間や寝る前など少し変えて
みるだけで大きく変わります。また、みるだけで大きく変わります。また、
アカデミーの講義を受けるだけでなアカデミーの講義を受けるだけでな
く、復習をどれだけするかも大切でく、復習をどれだけするかも大切で
す。講義を受けるのはみんな同じす。講義を受けるのはみんな同じ
なので、そこからどう周りと差をつなので、そこからどう周りと差をつ
けるのかが勝負だと思います。頑張ってください！！けるのかが勝負だと思います。頑張ってください！！

一つ一つの講義を大切にし、先生
がおっしゃることはすべて頭に入れ
るようにしました。頻出度の高い問
題を教えてくださったので、本試験
で解くことができました。さらに面接
練習では、入退出の方法など一か
ら教えてくださり、とても助かりまし
た。学習面では、隙間時間をどう有
効活用するかが重要だと思います。
通学時間や寝る前など少し変えて
みるだけで大きく変わります。また、
アカデミーの講義を受けるだけでな
く、復習をどれだけするかも大切で
す。講義を受けるのはみんな同じ
なので、そこからどう周りと差をつ
けるのかが勝負だと思います。頑張ってください！！

現役合格

鹿児島校

『努⼒は必ず報われる』

2019度 　鹿児島県警察官（Ｂ女性） 最終合格

髙橋 杏奈さん ～鹿児島南高校～

先輩も通っていて合格者が多かっ先輩も通っていて合格者が多かっ
たので入会しました。アカデミーのたので入会しました。アカデミーの
授業は分かりやすく、一つ一つの授業は分かりやすく、一つ一つの
問題にしっかり時間をかけて説明問題にしっかり時間をかけて説明
してくださるので、確実に「分かる」してくださるので、確実に「分かる」
が増えていくことが嬉しくなり、自分が増えていくことが嬉しくなり、自分
から嫌いな勉強にも取り組むようにから嫌いな勉強にも取り組むように
なりました。先生方やアカデミーのなりました。先生方やアカデミーの
雰囲気も良く、全員で合格しようと雰囲気も良く、全員で合格しようと
いう環境で取り組めたことも良かっいう環境で取り組めたことも良かっ
たです。高校の同級生の進路先がたです。高校の同級生の進路先が
決まっていく中、自分だけ進路が決決まっていく中、自分だけ進路が決
まらないまま勉強だらけの毎日をまらないまま勉強だらけの毎日を
過ごすことが正直辛かったです。今過ごすことが正直辛かったです。今
を乗り越えられたら、夢に近づけるを乗り越えられたら、夢に近づける
と自分を奮い立たせて気合を入れました。アカデミーは全部と自分を奮い立たせて気合を入れました。アカデミーは全部
を丁寧に教えてくれるとても良い環境で、夢をあきらめず、最を丁寧に教えてくれるとても良い環境で、夢をあきらめず、最
後まで頑張ってよかったです。後まで頑張ってよかったです。

先輩も通っていて合格者が多かっ
たので入会しました。アカデミーの
授業は分かりやすく、一つ一つの
問題にしっかり時間をかけて説明
してくださるので、確実に「分かる」
が増えていくことが嬉しくなり、自分
から嫌いな勉強にも取り組むように
なりました。先生方やアカデミーの
雰囲気も良く、全員で合格しようと
いう環境で取り組めたことも良かっ
たです。高校の同級生の進路先が
決まっていく中、自分だけ進路が決
まらないまま勉強だらけの毎日を
過ごすことが正直辛かったです。今
を乗り越えられたら、夢に近づける
と自分を奮い立たせて気合を入れました。アカデミーは全部
を丁寧に教えてくれるとても良い環境で、夢をあきらめず、最
後まで頑張ってよかったです。

現役合格

鹿児島校

『初志貫徹』

2019度 　宮崎県警察官（Ｂ女性） 最終合格



『周りの人のおかげで乗り越えられました』
　東京アカデミーの全ての講義、テキ　東京アカデミーの全ての講義、テキ
スト（特にDATA問）はもちろん、面接スト（特にDATA問）はもちろん、面接
練習、過去のデータ、チューターへの練習、過去のデータ、チューターへの
相談、事務局の方々への相談等、全相談、事務局の方々への相談等、全
てを活用しました。東アカは、データてを活用しました。東アカは、データ
や情報が充実していて、ライバルやや情報が充実していて、ライバルや
仲間と励まし合いながら勉強できる仲間と励まし合いながら勉強できる
環境があり、事務局の方が相談に環境があり、事務局の方が相談に
乗って下さり本当によかったです。乗って下さり本当によかったです。
　勉強は、大学がある日を除き、東ア　勉強は、大学がある日を除き、東ア
カの自習室を活用しました。講義はでカの自習室を活用しました。講義はで
きる限り受けてその日と次の日で理きる限り受けてその日と次の日で理
解できるようにしました。解できるようにしました。
　精神面できつくなるときが最終合　精神面できつくなるときが最終合
格できるまで何度もあると思います。格できるまで何度もあると思います。
私は自分だけではきつくて乗り越え私は自分だけではきつくて乗り越え
られなかったと思うくらい周りの人のおかげで頑張ることができられなかったと思うくらい周りの人のおかげで頑張ることができ
ました。頑張りや不安を共有できる仲間を作り、頼れる人にはました。頑張りや不安を共有できる仲間を作り、頼れる人には
頼り、息抜きをしっかりすることが大事だと思います！応援して頼り、息抜きをしっかりすることが大事だと思います！応援して
います！います！

　東京アカデミーの全ての講義、テキ
スト（特にDATA問）はもちろん、面接
練習、過去のデータ、チューターへの
相談、事務局の方々への相談等、全
てを活用しました。東アカは、データ
や情報が充実していて、ライバルや
仲間と励まし合いながら勉強できる
環境があり、事務局の方が相談に
乗って下さり本当によかったです。
　勉強は、大学がある日を除き、東ア
カの自習室を活用しました。講義はで
きる限り受けてその日と次の日で理
解できるようにしました。
　精神面できつくなるときが最終合
格できるまで何度もあると思います。
私は自分だけではきつくて乗り越え
られなかったと思うくらい周りの人のおかげで頑張ることができ
ました。頑張りや不安を共有できる仲間を作り、頼れる人には
頼り、息抜きをしっかりすることが大事だと思います！応援して
います！

鹿児島校 遠矢　千紘さん

　鹿児島県上級（行政） 最終合格2019年度

～鹿児島大学～

現役合格

鹿児島県鹿児島県合格!合格!鹿児島県合格!
行政・事務職、技術職、警察官行政・事務職、技術職、警察官行政・事務職、技術職、警察官

　鹿児島県警察官Ａ 最終合格

『継続は力なり』
　授業では、独学ではわからなかたこ　授業では、独学ではわからなかたこ
とを理解することができ、また、テキとを理解することができ、また、テキ
ストも分かりやすく要点をまとめていストも分かりやすく要点をまとめてい
るので見やすく、DATA問もたくさん問るので見やすく、DATA問もたくさん問
題があり、大いに活用しました。題があり、大いに活用しました。
　数的推理などは、とくかく演習の数　数的推理などは、とくかく演習の数
をこなし、パターンの習得と問題に慣をこなし、パターンの習得と問題に慣
れるように努めました。れるように努めました。
　二次試験対策の面接練習はたくさ　二次試験対策の面接練習はたくさ
んさせてもらいましたが、的確な指導んさせてもらいましたが、的確な指導
ですごくためになりました。ですごくためになりました。
　東京アカデミーでは、様々なことに　東京アカデミーでは、様々なことに
ついて、とにかく理解を深めることがついて、とにかく理解を深めることが
できました。先生方や、事務局の方できました。先生方や、事務局の方
へ質問すると、正確な回答を得られへ質問すると、正確な回答を得られ
ることがとてもよかったです。ることがとてもよかったです。
　難しく考えるとすべてが面倒になるので気楽にとりあえずや　難しく考えるとすべてが面倒になるので気楽にとりあえずや
れることをやっていけば大丈夫だと思います。れることをやっていけば大丈夫だと思います。
　「継続は力なり」は本当だと感じました。　「継続は力なり」は本当だと感じました。

　授業では、独学ではわからなかたこ
とを理解することができ、また、テキ
ストも分かりやすく要点をまとめてい
るので見やすく、DATA問もたくさん問
題があり、大いに活用しました。
　数的推理などは、とくかく演習の数
をこなし、パターンの習得と問題に慣
れるように努めました。
　二次試験対策の面接練習はたくさ
んさせてもらいましたが、的確な指導
ですごくためになりました。
　東京アカデミーでは、様々なことに
ついて、とにかく理解を深めることが
できました。先生方や、事務局の方
へ質問すると、正確な回答を得られ
ることがとてもよかったです。
　難しく考えるとすべてが面倒になるので気楽にとりあえずや
れることをやっていけば大丈夫だと思います。
　「継続は力なり」は本当だと感じました。

2019年度

鹿児島校 船迫　和弘さん～鹿児島国際大学～

『頑張ろう!という気持ちに自然となれました』
　毎日の講義に必ず出席し、模試は　毎日の講義に必ず出席し、模試は
定期的に受けていました。テキストは定期的に受けていました。テキストは
準拠テキストとDATA問のみを最初か準拠テキストとDATA問のみを最初か
ら最後まで愛用させてもらいました。ら最後まで愛用させてもらいました。
　人物対策は、エントリーシート添削　人物対策は、エントリーシート添削
会や個別面接の練習を利用しました。会や個別面接の練習を利用しました。
私は文章を書くことが苦手だったので私は文章を書くことが苦手だったので
エントリーシートは直す所がたくさんエントリーシートは直す所がたくさん
ありましたが、先生に教えてもらいなありましたが、先生に教えてもらいな
がら自分をアピールできるようなものがら自分をアピールできるようなもの
に仕上げることができました。に仕上げることができました。
　月～日まで自習室が空いていて東　月～日まで自習室が空いていて東
京アカデミーに行くと自習を頑張って京アカデミーに行くと自習を頑張って
いる人達の光景が目に入る点がとている人達の光景が目に入る点がとて
もよかったです。自分も頑張ろう！！もよかったです。自分も頑張ろう！！
という気持ちに自然となれました。という気持ちに自然となれました。
　公務員試験は長期戦です。苦しくて投げ出したくなることもある　公務員試験は長期戦です。苦しくて投げ出したくなることもある
と思います。そんな時は友達と一緒にリフレッシュしたり趣味に没と思います。そんな時は友達と一緒にリフレッシュしたり趣味に没
頭する日が1日くらいあってもいいと思います。息抜きと自分の身頭する日が1日くらいあってもいいと思います。息抜きと自分の身
体を大事にして頑張って下さい！！！体を大事にして頑張って下さい！！！

　毎日の講義に必ず出席し、模試は
定期的に受けていました。テキストは
準拠テキストとDATA問のみを最初か
ら最後まで愛用させてもらいました。
　人物対策は、エントリーシート添削
会や個別面接の練習を利用しました。
私は文章を書くことが苦手だったので
エントリーシートは直す所がたくさん
ありましたが、先生に教えてもらいな
がら自分をアピールできるようなもの
に仕上げることができました。
　月～日まで自習室が空いていて東
京アカデミーに行くと自習を頑張って
いる人達の光景が目に入る点がとて
もよかったです。自分も頑張ろう！！
という気持ちに自然となれました。
　公務員試験は長期戦です。苦しくて投げ出したくなることもある
と思います。そんな時は友達と一緒にリフレッシュしたり趣味に没
頭する日が1日くらいあってもいいと思います。息抜きと自分の身
体を大事にして頑張って下さい！！！

現役合格

鹿児島校 原田　加奈子さん ～鹿児島大学～

　鹿児島県上級（行政）特別枠 最終合格2019年度

『最後は自分との勝負』

鹿児島校 室之園　怜央さん ～志學館大学～

　鹿児島県上級（警察事務） 最終合格2019年度

　アカデミーに入会してよかったこと　アカデミーに入会してよかったこと
は、同じ目標に向かって頑張る仲間は、同じ目標に向かって頑張る仲間
の存在があったことです。勉強を続けの存在があったことです。勉強を続け
ていくうちに辛い時期もあったのですていくうちに辛い時期もあったのです
が、そんな時に周りを見渡せば、同じが、そんな時に周りを見渡せば、同じ
ように頑張っている仲間がいたからように頑張っている仲間がいたから
自分も最後まで頑張ることができまし自分も最後まで頑張ることができまし
た。た。
　試験までの道のりは長いので、とに　試験までの道のりは長いので、とに
かく計画を立てることが必要だと思いかく計画を立てることが必要だと思い
ます。計画的に実践することで、精神ます。計画的に実践することで、精神
的にも楽になると思います。あとは自的にも楽になると思います。あとは自
分との勝負です。報われない努力も分との勝負です。報われない努力も
あると思いますが、あきらめない限りあると思いますが、あきらめない限り
結果はついてきます。合格している結果はついてきます。合格している
人は間違いなく努力しています。公務人は間違いなく努力しています。公務
員試験は長丁場になるので途中でくじけそうになるのは当然の員試験は長丁場になるので途中でくじけそうになるのは当然の
ことです。大事なのはそこでどうするかです。時には肩の力を抜ことです。大事なのはそこでどうするかです。時には肩の力を抜
く場面もつくり、自分を信じて最後まで頑張ってください。く場面もつくり、自分を信じて最後まで頑張ってください。

　アカデミーに入会してよかったこと
は、同じ目標に向かって頑張る仲間
の存在があったことです。勉強を続け
ていくうちに辛い時期もあったのです
が、そんな時に周りを見渡せば、同じ
ように頑張っている仲間がいたから
自分も最後まで頑張ることができまし
た。
　試験までの道のりは長いので、とに
かく計画を立てることが必要だと思い
ます。計画的に実践することで、精神
的にも楽になると思います。あとは自
分との勝負です。報われない努力も
あると思いますが、あきらめない限り
結果はついてきます。合格している
人は間違いなく努力しています。公務
員試験は長丁場になるので途中でくじけそうになるのは当然の
ことです。大事なのはそこでどうするかです。時には肩の力を抜
く場面もつくり、自分を信じて最後まで頑張ってください。

現役合格

　鹿児島県上級（警察事務） 最終合格

『二つの大きな目標を立てて勉強しました』

2019年度

鹿児島校 井上　大地さん～鹿児島国際大学～

　自宅や大学では同じ目標をもつ人　自宅や大学では同じ目標をもつ人
は少なく、やる気が出ない時に甘えは少なく、やる気が出ない時に甘え
てしまいますが、東京アカデミーではてしまいますが、東京アカデミーでは
皆、必死に勉強しているので、「私も皆、必死に勉強しているので、「私も
やらなければ！」という気になります。やらなければ！」という気になります。
また、勉強面だけでなく、悩みを事務また、勉強面だけでなく、悩みを事務
局で相談できる点や、説明会を行っ局で相談できる点や、説明会を行っ
てくれることで不安をすぐに解消できてくれることで不安をすぐに解消でき
た点が通ってよかったと思う点です。た点が通ってよかったと思う点です。
　私は２つの目標を立てました。１　私は２つの目標を立てました。１
つ目は講義やガイダンスにはなるつ目は講義やガイダンスにはなる
べく参加することです。ガイダンスべく参加することです。ガイダンス
は職種の情報や勉強の仕方を得るは職種の情報や勉強の仕方を得る
ことができ、選択肢を広げることがことができ、選択肢を広げることが
できました。２つ目は、適度な休息できました。２つ目は、適度な休息
をとることです。私は、２月までアルをとることです。私は、２月までアル
バイトをし、そのときは勉強から少バイトをし、そのときは勉強から少
し離れ、いいリフレッシュになっていました。３月以降は毎日８し離れ、いいリフレッシュになっていました。３月以降は毎日８
時間以上勉強したらそれ以上は勉強しないようにして集中力時間以上勉強したらそれ以上は勉強しないようにして集中力
を養いました。自分に合った勉強法を見つけ、ストレスになりを養いました。自分に合った勉強法を見つけ、ストレスになり
すぎない方法を見つけることが大切だと思います。すぎない方法を見つけることが大切だと思います。

　自宅や大学では同じ目標をもつ人
は少なく、やる気が出ない時に甘え
てしまいますが、東京アカデミーでは
皆、必死に勉強しているので、「私も
やらなければ！」という気になります。
また、勉強面だけでなく、悩みを事務
局で相談できる点や、説明会を行っ
てくれることで不安をすぐに解消でき
た点が通ってよかったと思う点です。
　私は２つの目標を立てました。１
つ目は講義やガイダンスにはなる
べく参加することです。ガイダンス
は職種の情報や勉強の仕方を得る
ことができ、選択肢を広げることが
できました。２つ目は、適度な休息
をとることです。私は、２月までアル
バイトをし、そのときは勉強から少
し離れ、いいリフレッシュになっていました。３月以降は毎日８
時間以上勉強したらそれ以上は勉強しないようにして集中力
を養いました。自分に合った勉強法を見つけ、ストレスになり
すぎない方法を見つけることが大切だと思います。

現役合格

　鹿児島県上級（行政） 最終合格

『面接でのネタ作りは大切』
　東アカでは、模試や面談には必　東アカでは、模試や面談には必
ず参加し、苦手だった面接は早いず参加し、苦手だった面接は早い
段階から練習して対策しました。段階から練習して対策しました。
　勉強は、書いて覚えるのではなく　勉強は、書いて覚えるのではなく
見て覚えるようにしました。アウト見て覚えるようにしました。アウト
プットができるように自分なりに空プットができるように自分なりに空
欄のあるまとめノートを作り覚えま欄のあるまとめノートを作り覚えま
した。勉強した分が結果につながりした。勉強した分が結果につながり
やすい専門科目をとにかく勉強しやすい専門科目をとにかく勉強し
ました。ました。
　面接は２人以上の先生に指導し　面接は２人以上の先生に指導し
てもらうようにしましたが、面接のてもらうようにしましたが、面接の
ネタ作りをしていたことが最終合格ネタ作りをしていたことが最終合格
につながったと思います。海外研につながったと思います。海外研
修や長期ボランティア、所属してい修や長期ボランティア、所属してい
たクラブチームのコーチの経験は、たクラブチームのコーチの経験は、
継続力や行動力のアピールになりました。継続力や行動力のアピールになりました。
　年明けから計画的に勉強できれば、無理せずに合格できる　年明けから計画的に勉強できれば、無理せずに合格できる
と感じました。自分は計画的にできなくて大変だったため、受と感じました。自分は計画的にできなくて大変だったため、受
験される方は、後悔のないように頑張ってほしいと思います。験される方は、後悔のないように頑張ってほしいと思います。

　東アカでは、模試や面談には必
ず参加し、苦手だった面接は早い
段階から練習して対策しました。
　勉強は、書いて覚えるのではなく
見て覚えるようにしました。アウト
プットができるように自分なりに空
欄のあるまとめノートを作り覚えま
した。勉強した分が結果につながり
やすい専門科目をとにかく勉強し
ました。
　面接は２人以上の先生に指導し
てもらうようにしましたが、面接の
ネタ作りをしていたことが最終合格
につながったと思います。海外研
修や長期ボランティア、所属してい
たクラブチームのコーチの経験は、
継続力や行動力のアピールになりました。
　年明けから計画的に勉強できれば、無理せずに合格できる
と感じました。自分は計画的にできなくて大変だったため、受
験される方は、後悔のないように頑張ってほしいと思います。

2019年度

鹿児島校 中村　綾さん ～鹿児島大学～

現役合格

　鹿児島県中級（教育事務） 最終合格

『フォローやサポート体制が万全！』
　講義、テキスト、ガイダンス、個別　講義、テキスト、ガイダンス、個別
面談、模試、相談などフォローやサ面談、模試、相談などフォローやサ
ポート体制がすべて万全だったことポート体制がすべて万全だったこと
が東京アカデミーの最大の魅力でしが東京アカデミーの最大の魅力でし
た。大学学内講座だと模試が別料た。大学学内講座だと模試が別料
金だったこともあり、その点もアカデ金だったこともあり、その点もアカデ
ミーに入ってよかったと思いました。ミーに入ってよかったと思いました。
　また、講義では、フォロー講座とし　また、講義では、フォロー講座とし
て2回重要な範囲を通ってくれたのて2回重要な範囲を通ってくれたの
で理解が深まりとてもよかったです。で理解が深まりとてもよかったです。
　講義がある間は、講義はしっかり　講義がある間は、講義はしっかり
受け、論文や面接どちらも東京アカ受け、論文や面接どちらも東京アカ
デミーにお世話になりました。論文デミーにお世話になりました。論文
練習や面接練習はできるだけ多く練習や面接練習はできるだけ多く
行いました。行いました。
　受験先は自分が受けることができる試験すべて受験し、最後　受験先は自分が受けることができる試験すべて受験し、最後
まで諦めずに取り組みました。今後、公務員を受験される方は、まで諦めずに取り組みました。今後、公務員を受験される方は、
最後まであきらめずに頑張って下さい。最後まであきらめずに頑張って下さい。

　講義、テキスト、ガイダンス、個別
面談、模試、相談などフォローやサ
ポート体制がすべて万全だったこと
が東京アカデミーの最大の魅力でし
た。大学学内講座だと模試が別料
金だったこともあり、その点もアカデ
ミーに入ってよかったと思いました。
　また、講義では、フォロー講座とし
て2回重要な範囲を通ってくれたの
で理解が深まりとてもよかったです。
　講義がある間は、講義はしっかり
受け、論文や面接どちらも東京アカ
デミーにお世話になりました。論文
練習や面接練習はできるだけ多く
行いました。
　受験先は自分が受けることができる試験すべて受験し、最後
まで諦めずに取り組みました。今後、公務員を受験される方は、
最後まであきらめずに頑張って下さい。

2019年度

鹿児島校 原田　菜々子さん ～鹿児島大学～

現役合格

　鹿児島県上級（畜産） 最終合格

『直前期に焦らないための計画的学習が大切』
　大学2年生には入会して勉強を始　大学2年生には入会して勉強を始
めました。勉強は、講義を受けて、めました。勉強は、講義を受けて、
その日のうちにノートを見返す感じその日のうちにノートを見返す感じ
でやっていました。大学の夏休みでやっていました。大学の夏休み
は、毎日東京アカデミーの自習室は、毎日東京アカデミーの自習室
等で、少なくとも1日4時間は勉強を等で、少なくとも1日4時間は勉強を
するようにしていました。本腰を入するようにしていました。本腰を入
れ て 勉 強 を 始 め た の は 、11月 にれ て 勉 強 を 始 め た の は 、11月 に
入ってからで、朝の6時頃から大学入ってからで、朝の6時頃から大学
の自分の研究室に行き、8時半までの自分の研究室に行き、8時半まで
前日の講義の復習と一般知能を解前日の講義の復習と一般知能を解
き、大学の授業に参加後、夕方東き、大学の授業に参加後、夕方東
京アカデミーの講義を受けに行くと京アカデミーの講義を受けに行くと
いう形でした。講義が終わったら、いう形でした。講義が終わったら、
自宅に帰らず、そのまま研究室に自宅に帰らず、そのまま研究室に
直行して、11時半ぐらいまで復習をしていました。直行して、11時半ぐらいまで復習をしていました。
　試験に向けての勉強を開始する時期や勉強時間、頻度など　試験に向けての勉強を開始する時期や勉強時間、頻度など
は人それぞれですが、試験直前になって焦ることがないようは人それぞれですが、試験直前になって焦ることがないよう
に頑張ってください。に頑張ってください。

　大学2年生には入会して勉強を始
めました。勉強は、講義を受けて、
その日のうちにノートを見返す感じ
でやっていました。大学の夏休み
は、毎日東京アカデミーの自習室
等で、少なくとも1日4時間は勉強を
するようにしていました。本腰を入
れ て 勉 強 を 始 め た の は 、11月 に
入ってからで、朝の6時頃から大学
の自分の研究室に行き、8時半まで
前日の講義の復習と一般知能を解
き、大学の授業に参加後、夕方東
京アカデミーの講義を受けに行くと
いう形でした。講義が終わったら、
自宅に帰らず、そのまま研究室に
直行して、11時半ぐらいまで復習をしていました。
　試験に向けての勉強を開始する時期や勉強時間、頻度など
は人それぞれですが、試験直前になって焦ることがないよう
に頑張ってください。

2019年度

鹿児島校 實島　伶奈さん ～鹿児島大学～

現役合格

　鹿児島県中級（教育事務） 最終合格

『“教育事務”の仕事をしたくて転職を決意』
　私は、教育事務として、鹿児島県の　私は、教育事務として、鹿児島県の
教育に貢献したいという思いがあり、教育に貢献したいという思いがあり、
勤めていた会社を辞め、東京アカデ勤めていた会社を辞め、東京アカデ
ミーで合格を目指す決意をしました。ミーで合格を目指す決意をしました。
　全日制に入会しましたが、全日制　全日制に入会しましたが、全日制
には自分と同じように職歴がある方には自分と同じように職歴がある方
など既卒の方ばかりで、精神面で大など既卒の方ばかりで、精神面で大
きな支えになりました。きな支えになりました。
　勉強は、講義を受けてしっかり復習　勉強は、講義を受けてしっかり復習
をして、着実に力をつけていくようにをして、着実に力をつけていくように
努めました。私が本命視していた教努めました。私が本命視していた教
育事務の試験は、一次が9月末で他育事務の試験は、一次が9月末で他
の試験より比較的遅い時期で、そのの試験より比較的遅い時期で、その
頃には既に他の試験に最終合格し頃には既に他の試験に最終合格し
て安堵する人も多い中、「自分は自て安堵する人も多い中、「自分は自
分」と言い聞かせ、本番の試験まで分」と言い聞かせ、本番の試験まで
集中力を絶やさないように心がけました。集中力を絶やさないように心がけました。
　最終合格できたのは、面接で前職の経験や熱意を伝えることが　最終合格できたのは、面接で前職の経験や熱意を伝えることが
できたからなのかもしれません。今後公務員を目指す方は、目標できたからなのかもしれません。今後公務員を目指す方は、目標
をしっかりと見据えて、あきらめずに粘り強く頑張ってください。をしっかりと見据えて、あきらめずに粘り強く頑張ってください。

　私は、教育事務として、鹿児島県の
教育に貢献したいという思いがあり、
勤めていた会社を辞め、東京アカデ
ミーで合格を目指す決意をしました。
　全日制に入会しましたが、全日制
には自分と同じように職歴がある方
など既卒の方ばかりで、精神面で大
きな支えになりました。
　勉強は、講義を受けてしっかり復習
をして、着実に力をつけていくように
努めました。私が本命視していた教
育事務の試験は、一次が9月末で他
の試験より比較的遅い時期で、その
頃には既に他の試験に最終合格し
て安堵する人も多い中、「自分は自
分」と言い聞かせ、本番の試験まで
集中力を絶やさないように心がけました。
　最終合格できたのは、面接で前職の経験や熱意を伝えることが
できたからなのかもしれません。今後公務員を目指す方は、目標
をしっかりと見据えて、あきらめずに粘り強く頑張ってください。

2019年度

鹿児島校 日置　和大さん ～鹿児島大学～

『すべてにおいて質が高い』
　東京アカデミーは、すべてにおい　東京アカデミーは、すべてにおい
て質が高いと思います。授業内容て質が高いと思います。授業内容
も大変分かりやすいですし、事務も大変分かりやすいですし、事務
局のサポートも充実し、公務員試局のサポートも充実し、公務員試
験について聞いたら何でも教えてく験について聞いたら何でも教えてく
れたので、分からない・不安な点がれたので、分からない・不安な点が
あればすぐに事務局に相談していあればすぐに事務局に相談してい
ました。就職活動は不安や迷いがました。就職活動は不安や迷いが
つきものだと思います。その上でもつきものだと思います。その上でも
ガイダンスや相談できる学校の存ガイダンスや相談できる学校の存
在は心強く感じました。また、面接在は心強く感じました。また、面接
対策なども的確なアドバイスをいた対策なども的確なアドバイスをいた
だけました。安心して公務員試験だけました。安心して公務員試験
に臨めたので通って本当によかっに臨めたので通って本当によかっ
たと思っています。たと思っています。
　最終合格できたポイントは正直分　最終合格できたポイントは正直分
かりませんが、自分のアピールポイントや社会人として基本かりませんが、自分のアピールポイントや社会人として基本
的な事ができることをしっかり伝えていくことだと思います。的な事ができることをしっかり伝えていくことだと思います。
　最後まで諦めないで続けていけば結果につながっていくと　最後まで諦めないで続けていけば結果につながっていくと
思います。思います。

　東京アカデミーは、すべてにおい
て質が高いと思います。授業内容
も大変分かりやすいですし、事務
局のサポートも充実し、公務員試
験について聞いたら何でも教えてく
れたので、分からない・不安な点が
あればすぐに事務局に相談してい
ました。就職活動は不安や迷いが
つきものだと思います。その上でも
ガイダンスや相談できる学校の存
在は心強く感じました。また、面接
対策なども的確なアドバイスをいた
だけました。安心して公務員試験
に臨めたので通って本当によかっ
たと思っています。
　最終合格できたポイントは正直分
かりませんが、自分のアピールポイントや社会人として基本
的な事ができることをしっかり伝えていくことだと思います。
　最後まで諦めないで続けていけば結果につながっていくと
思います。

鹿児島校 野元　麻由さん ～志學館大学～

　鹿児島県上級（行政） 最終合格2019年度

　鹿児島県警察官Ａ 最終合格

『面接カード＆論文添削、面接練習を何度も活用』
　講義がわかりやすく、できるだけ出　講義がわかりやすく、できるだけ出
席し、その日に復習するように掛けま席し、その日に復習するように掛けま
した。模試ではなかなか結果が出なくした。模試ではなかなか結果が出なく
ても、根気強く頑張ることが大切です。ても、根気強く頑張ることが大切です。
　私自身、東京アカデミーに入校す　私自身、東京アカデミーに入校す
る前から鹿児島県警を受験するとる前から鹿児島県警を受験すると
決めていました。自分の強みを面決めていました。自分の強みを面
接カードや面接でアピールできたこ接カードや面接でアピールできたこ
とが最終合格につながったと思いとが最終合格につながったと思い
ます。私自身、大学2年から行ってます。私自身、大学2年から行って
いたボランティアの経験を特にアいたボランティアの経験を特にア
ピールできました。尚、論文対策もピールできました。尚、論文対策も
大切です。どのような内容が出題さ大切です。どのような内容が出題さ
れるか分からないため、多くのパれるか分からないため、多くのパ
ターンを準備すべく、新聞に毎日目ターンを準備すべく、新聞に毎日目
を通し，県警のホームページに書を通し，県警のホームページに書
いてある事件・事故の情報などもいてある事件・事故の情報なども
把握していきましょう。把握していきましょう。
　面接時は、「自分は警察官になる！」というやる気を面接官　面接時は、「自分は警察官になる！」というやる気を面接官
にいかに伝えるかということと、自分に自信を持つことがとてにいかに伝えるかということと、自分に自信を持つことがとて
も重要です。も重要です。

　講義がわかりやすく、できるだけ出
席し、その日に復習するように掛けま
した。模試ではなかなか結果が出なく
ても、根気強く頑張ることが大切です。
　私自身、東京アカデミーに入校す
る前から鹿児島県警を受験すると
決めていました。自分の強みを面
接カードや面接でアピールできたこ
とが最終合格につながったと思い
ます。私自身、大学2年から行って
いたボランティアの経験を特にア
ピールできました。尚、論文対策も
大切です。どのような内容が出題さ
れるか分からないため、多くのパ
ターンを準備すべく、新聞に毎日目
を通し，県警のホームページに書
いてある事件・事故の情報なども
把握していきましょう。
　面接時は、「自分は警察官になる！」というやる気を面接官
にいかに伝えるかということと、自分に自信を持つことがとて
も重要です。

2019年度

鹿児島校 松元　豪志さん

現役合格

～鹿児島国際大学～

　鹿児島県上級（行政）特別枠 最終合格

『うらやましい！と言われ東アカでよかったと実感』
　頼れる先生がいること、“公務員の　頼れる先生がいること、“公務員の
ための”勉強場所があること、そしてための”勉強場所があること、そして
同じ志を持った仲間たちと切磋琢磨同じ志を持った仲間たちと切磋琢磨
できることが東アカの強みです。席はできることが東アカの強みです。席は
自由ですが、座席位置は知らぬ間に自由ですが、座席位置は知らぬ間に
だいたい決まり、前の人の背中を見だいたい決まり、前の人の背中を見
ながら「この人に負けてなるものか」ながら「この人に負けてなるものか」
と自分を奮い立たせました。　また、と自分を奮い立たせました。　また、
二次試験では、膨大な情報を頂き、二次試験では、膨大な情報を頂き、
（東アカ生でない学生から）うらやまし（東アカ生でない学生から）うらやまし
いと言われることが多かったです。東いと言われることが多かったです。東
アカで良かったと感じた瞬間でした。アカで良かったと感じた瞬間でした。
　『自分を信じること』；他人が何をし　『自分を信じること』；他人が何をし
ていても自分のペースで勉強したり、ていても自分のペースで勉強したり、
遊んだりする。これは一年間貫き通し遊んだりする。これは一年間貫き通し
ました。しかし、特に先生や事務の方ました。しかし、特に先生や事務の方
が言うことは全て傾聴し、どうしてこうが言うことは全て傾聴し、どうしてこう
いうアドバイスをしてくれるのか、自分の中で考えることを習慣づいうアドバイスをしてくれるのか、自分の中で考えることを習慣づ
けました。なぜなら東アカにいるのはプロばかりだからです。プロけました。なぜなら東アカにいるのはプロばかりだからです。プロ
のアドバイスは確かな経験に基づくもの。素直にすべてを受け入のアドバイスは確かな経験に基づくもの。素直にすべてを受け入
れようとする姿勢・心がけは重要です。れようとする姿勢・心がけは重要です。

　頼れる先生がいること、“公務員の
ための”勉強場所があること、そして
同じ志を持った仲間たちと切磋琢磨
できることが東アカの強みです。席は
自由ですが、座席位置は知らぬ間に
だいたい決まり、前の人の背中を見
ながら「この人に負けてなるものか」
と自分を奮い立たせました。　また、
二次試験では、膨大な情報を頂き、
（東アカ生でない学生から）うらやまし
いと言われることが多かったです。東
アカで良かったと感じた瞬間でした。
　『自分を信じること』；他人が何をし
ていても自分のペースで勉強したり、
遊んだりする。これは一年間貫き通し
ました。しかし、特に先生や事務の方
が言うことは全て傾聴し、どうしてこう
いうアドバイスをしてくれるのか、自分の中で考えることを習慣づ
けました。なぜなら東アカにいるのはプロばかりだからです。プロ
のアドバイスは確かな経験に基づくもの。素直にすべてを受け入
れようとする姿勢・心がけは重要です。

2019年度

鹿児島校 宅萬　進太郎さん

現役合格

～鹿児島大学～



　鹿児島県警察官Ａ 最終合格

『勉強以外の様々な情報提供にも助けられました』
　私は、講義での勉強はもちろんです　私は、講義での勉強はもちろんです
が、試験に関する情報やテキスト、二が、試験に関する情報やテキスト、二
次試験ガイダンスなどとても助けられ次試験ガイダンスなどとても助けられ
ました。本命試験での点数配分や、ました。本命試験での点数配分や、
面接のやり方等を知ることができた面接のやり方等を知ることができた
のは、試験前にやることが明白になのは、試験前にやることが明白にな
り、迷うことなく対策ができました。まり、迷うことなく対策ができました。ま
た、一番大きかったことは同じ警察官た、一番大きかったことは同じ警察官
を目指している人達と一緒に勉強でを目指している人達と一緒に勉強で
きたことです。もっと勉強をしないといきたことです。もっと勉強をしないとい
けないと強く思うことができました。けないと強く思うことができました。
　私は、試験の1か月前まで大学で　私は、試験の1か月前まで大学で
続けてきたボランティアをしていま続けてきたボランティアをしていま
した。自分がやりたいことを精一杯した。自分がやりたいことを精一杯
頑張ったからこそ残りの1ヶ月を集頑張ったからこそ残りの1ヶ月を集
中して勉強することができたと思い中して勉強することができたと思い
ます。勉強をしていて、周りから遅ます。勉強をしていて、周りから遅
れて不安になることもあると思いますが、東アカのテキストなれて不安になることもあると思いますが、東アカのテキストな
どを使って、今やるべきことを把握して勉強をしてみてくださどを使って、今やるべきことを把握して勉強をしてみてくださ
い。あとは、絶対合格するんだという強い気持ちが大切だとい。あとは、絶対合格するんだという強い気持ちが大切だと
思います。今できることを全力で取り組んでください。思います。今できることを全力で取り組んでください。

　私は、講義での勉強はもちろんです
が、試験に関する情報やテキスト、二
次試験ガイダンスなどとても助けられ
ました。本命試験での点数配分や、
面接のやり方等を知ることができた
のは、試験前にやることが明白にな
り、迷うことなく対策ができました。ま
た、一番大きかったことは同じ警察官
を目指している人達と一緒に勉強で
きたことです。もっと勉強をしないとい
けないと強く思うことができました。
　私は、試験の1か月前まで大学で
続けてきたボランティアをしていま
した。自分がやりたいことを精一杯
頑張ったからこそ残りの1ヶ月を集
中して勉強することができたと思い
ます。勉強をしていて、周りから遅
れて不安になることもあると思いますが、東アカのテキストな
どを使って、今やるべきことを把握して勉強をしてみてくださ
い。あとは、絶対合格するんだという強い気持ちが大切だと
思います。今できることを全力で取り組んでください。

2019年度

鹿児島校 打越　逸平さん

現役合格

～志學館大学～

　鹿児島県中級（教育事務） 最終合格

『勉強する環境が整っている』
　東京アカデミーは勉強する環境が　東京アカデミーは勉強する環境が
整 っ て お り 、 周 り に は 同 じ 目 標 を整 っ て お り 、 周 り に は 同 じ 目 標 を
持った人が常にいるので、刺激をも持った人が常にいるので、刺激をも
らいながら勉強できることができましらいながら勉強できることができまし
た。試験勉強に限らず、何か疑問にた。試験勉強に限らず、何か疑問に
思うことがあれば、先生や事務局の思うことがあれば、先生や事務局の
方に聞くことが良いと思います。積方に聞くことが良いと思います。積
極的にコミュニケーションをとること極的にコミュニケーションをとること
で何か困ったときにすぐに力になっで何か困ったときにすぐに力になっ
てくれると思います。てくれると思います。
　勉強は、しっかりと授業を聞いて、　勉強は、しっかりと授業を聞いて、
徹底的に復習をすることと、問題を徹底的に復習をすることと、問題を
解くときも時間を決めてだらだらとし解くときも時間を決めてだらだらとし
ないことが必要だと思います。ないことが必要だと思います。
　私が教育事務を受験したのは、教　私が教育事務を受験したのは、教
育現場で子ども達と関わる仕事がし育現場で子ども達と関わる仕事がし
たいと考えたからです。試験勉強期間は大変ですが、ずっと続たいと考えたからです。試験勉強期間は大変ですが、ずっと続
くわけではないので、合格だけを目標にして取り組むことが良くわけではないので、合格だけを目標にして取り組むことが良
いと思います。また、努力した分自信にもつながると思うので最いと思います。また、努力した分自信にもつながると思うので最
後まで頑張って下さい。後まで頑張って下さい。

　東京アカデミーは勉強する環境が
整 っ て お り 、 周 り に は 同 じ 目 標 を
持った人が常にいるので、刺激をも
らいながら勉強できることができまし
た。試験勉強に限らず、何か疑問に
思うことがあれば、先生や事務局の
方に聞くことが良いと思います。積
極的にコミュニケーションをとること
で何か困ったときにすぐに力になっ
てくれると思います。
　勉強は、しっかりと授業を聞いて、
徹底的に復習をすることと、問題を
解くときも時間を決めてだらだらとし
ないことが必要だと思います。
　私が教育事務を受験したのは、教
育現場で子ども達と関わる仕事がし
たいと考えたからです。試験勉強期間は大変ですが、ずっと続
くわけではないので、合格だけを目標にして取り組むことが良
いと思います。また、努力した分自信にもつながると思うので最
後まで頑張って下さい。

2019年度

鹿児島校 大迫　潤一さん ～下関市立大学～

　鹿児島県中級（教育事務） 最終合格

『面接練習はすればするほど合格に近づく』
　東京アカデミーの授業は分かりや　東京アカデミーの授業は分かりや
すく、面接対策では過去にも聞かすく、面接対策では過去にも聞か
れた質問なども交えて実践的な対れた質問なども交えて実践的な対
策をしていただき、本番の面接でも策をしていただき、本番の面接でも
似たような質問をされましたが、慌似たような質問をされましたが、慌
てることなく答えることができました。てることなく答えることができました。
面接練習はすればするほど本番で面接練習はすればするほど本番で
やりやすく感じますので、面接練習やりやすく感じますので、面接練習
は早めにたくさんやってもらうことをは早めにたくさんやってもらうことを
おススメします。おススメします。
　勉強に関しては、講義で学んだこ　勉強に関しては、講義で学んだこ
とを家に帰ったら復習して、解けなとを家に帰ったら復習して、解けな
かった問題にはチェックをつけて、かった問題にはチェックをつけて、
次の日にまた解いて、しっかり身に次の日にまた解いて、しっかり身に
付くまで繰り返し解くようにしました。付くまで繰り返し解くようにしました。
　休みの日は、勉強する時間を決め計画的に行い、それ以外　休みの日は、勉強する時間を決め計画的に行い、それ以外
は、思いっきり好きなことをするとストレス発散になって良いとは、思いっきり好きなことをするとストレス発散になって良いと
思います！思います！

　東京アカデミーの授業は分かりや
すく、面接対策では過去にも聞か
れた質問なども交えて実践的な対
策をしていただき、本番の面接でも
似たような質問をされましたが、慌
てることなく答えることができました。
面接練習はすればするほど本番で
やりやすく感じますので、面接練習
は早めにたくさんやってもらうことを
おススメします。
　勉強に関しては、講義で学んだこ
とを家に帰ったら復習して、解けな
かった問題にはチェックをつけて、
次の日にまた解いて、しっかり身に
付くまで繰り返し解くようにしました。
　休みの日は、勉強する時間を決め計画的に行い、それ以外
は、思いっきり好きなことをするとストレス発散になって良いと
思います！

2019年度

鹿児島校 横山　永遠さん～鹿児島国際大学～

現役合格

『人物試験対策は万全に』
　東アカは、先生の授業が分かりや　東アカは、先生の授業が分かりや
すい。いろんな人の頑張っている姿をすい。いろんな人の頑張っている姿を
見てやる気が出る。いろんな情報が見てやる気が出る。いろんな情報が
手に入る。といった点がよかったです。手に入る。といった点がよかったです。
　県警の説明会等で興味・関心を　県警の説明会等で興味・関心を
持ったので受験を決めました。県警持ったので受験を決めました。県警
は人物試験重視なので、いかにやるは人物試験重視なので、いかにやる
気を伝えられるかが重要だと思いま気を伝えられるかが重要だと思いま
す。私は、積極的に説明会等に参加す。私は、積極的に説明会等に参加
して顔を覚えてもらえましたが、やるして顔を覚えてもらえましたが、やる
気を少しでも伝えることができたのか気を少しでも伝えることができたのか
なと思います。なと思います。
　人物重視なのでもちろん面接の練　人物重視なのでもちろん面接の練
習にも力を入れることが大切です。面習にも力を入れることが大切です。面
接練習は東アカと大学を利用してできるだけいろんな人と行いま接練習は東アカと大学を利用してできるだけいろんな人と行いま
した。また、体力試験はあまりハードルが高くないですが、体力作した。また、体力試験はあまりハードルが高くないですが、体力作
りはしていた方がいいです。りはしていた方がいいです。

　東アカは、先生の授業が分かりや
すい。いろんな人の頑張っている姿を
見てやる気が出る。いろんな情報が
手に入る。といった点がよかったです。
　県警の説明会等で興味・関心を
持ったので受験を決めました。県警
は人物試験重視なので、いかにやる
気を伝えられるかが重要だと思いま
す。私は、積極的に説明会等に参加
して顔を覚えてもらえましたが、やる
気を少しでも伝えることができたのか
なと思います。
　人物重視なのでもちろん面接の練
習にも力を入れることが大切です。面
接練習は東アカと大学を利用してできるだけいろんな人と行いま
した。また、体力試験はあまりハードルが高くないですが、体力作
りはしていた方がいいです。

鹿児島校 太村　健太さん

現役合格

　鹿児島県警察官Ａ 最終合格2019年度

～鹿児島国際大学～

　鹿児島県上級（化学Ⅱ） 最終合格

『独学では気づけない情報を多く得ることができました』
　地元鹿児島で働きたいと思ってい　地元鹿児島で働きたいと思ってい
たのと、大学で身に付けた学問をたのと、大学で身に付けた学問を
仕事で活かしたいと思い、専門職仕事で活かしたいと思い、専門職
を希望しました。を希望しました。
　東京アカデミーでは、個別面接の　東京アカデミーでは、個別面接の
練習を一番多く利用しました。一次練習を一番多く利用しました。一次
試験が終わった後、自分の時間と試験が終わった後、自分の時間と
担当の先生の予定が合えば、毎日担当の先生の予定が合えば、毎日
のように面接練習を入れてもらってのように面接練習を入れてもらって
いました。いました。
　練習中は、自分自身を録画し、客　練習中は、自分自身を録画し、客
観的に見直すことができるようにし観的に見直すことができるようにし
ていました。面接練習を多く行うこていました。面接練習を多く行うこ
とで、二次試験の面接は、自信をとで、二次試験の面接は、自信を
持って受けることができました。持って受けることができました。
　勉強は、独学でもできるかもしれませんが、独学では気付　勉強は、独学でもできるかもしれませんが、独学では気付
けない様々な情報を得ることができたので、東京アカデミーにけない様々な情報を得ることができたので、東京アカデミーに
入って本当によかったと思いました。入って本当によかったと思いました。

　地元鹿児島で働きたいと思ってい
たのと、大学で身に付けた学問を
仕事で活かしたいと思い、専門職
を希望しました。
　東京アカデミーでは、個別面接の
練習を一番多く利用しました。一次
試験が終わった後、自分の時間と
担当の先生の予定が合えば、毎日
のように面接練習を入れてもらって
いました。
　練習中は、自分自身を録画し、客
観的に見直すことができるようにし
ていました。面接練習を多く行うこ
とで、二次試験の面接は、自信を
持って受けることができました。
　勉強は、独学でもできるかもしれませんが、独学では気付
けない様々な情報を得ることができたので、東京アカデミーに
入って本当によかったと思いました。

2019年度

鹿児島校 川路　廉さん

現役合格

～鹿児島大学～

　鹿児島県上級（行政） 最終合格

『自分の考えにこだわり過ぎないことが大切』
　東京アカデミーの講義内容は分か　東京アカデミーの講義内容は分か
りやすく、12月からの入会でしたが、りやすく、12月からの入会でしたが、
安心して勉強することができました。安心して勉強することができました。
また、面接対策までしてくださるのでまた、面接対策までしてくださるので
自分が今何の対策をしなければいけ自分が今何の対策をしなければいけ
ないのか確認もでき，より計画的にないのか確認もでき，より計画的に
勉強ができました。 12月から試験ま勉強ができました。 12月から試験ま
での間に模試を受けることと講義をでの間に模試を受けることと講義を
重点的に活用しました。また、模試は重点的に活用しました。また、模試は
本番の形式に非常に近い形で受ける本番の形式に非常に近い形で受ける
ことができ、緊張感を持ちながら自分ことができ、緊張感を持ちながら自分
の実力を測ることができました。の実力を測ることができました。
　私は，面接が少し苦手だったので，　私は，面接が少し苦手だったので，
指導をしてくださる先生と何度も面接指導をしてくださる先生と何度も面接
カードの内容を考え直しながら練習をカードの内容を考え直しながら練習を
していました。先生が的確な指摘をししていました。先生が的確な指摘をし
てくださり，本番はゆったりとした気持ちで話すことができました。てくださり，本番はゆったりとした気持ちで話すことができました。
　事務の先生や講義をしてくださる先生方にも相談をさせてもらい　事務の先生や講義をしてくださる先生方にも相談をさせてもらい
ながら、自分の考え方にこだわりすぎず、ゆったりとした気持ちでながら、自分の考え方にこだわりすぎず、ゆったりとした気持ちで
勉強してみてください。勉強してみてください。

　東京アカデミーの講義内容は分か
りやすく、12月からの入会でしたが、
安心して勉強することができました。
また、面接対策までしてくださるので
自分が今何の対策をしなければいけ
ないのか確認もでき，より計画的に
勉強ができました。 12月から試験ま
での間に模試を受けることと講義を
重点的に活用しました。また、模試は
本番の形式に非常に近い形で受ける
ことができ、緊張感を持ちながら自分
の実力を測ることができました。
　私は，面接が少し苦手だったので，
指導をしてくださる先生と何度も面接
カードの内容を考え直しながら練習を
していました。先生が的確な指摘をし
てくださり，本番はゆったりとした気持ちで話すことができました。
　事務の先生や講義をしてくださる先生方にも相談をさせてもらい
ながら、自分の考え方にこだわりすぎず、ゆったりとした気持ちで
勉強してみてください。

2019年度

鹿児島校 前田　蘭さん ～鹿児島大学～

現役合格

　鹿児島県上級（警察事務） 最終合格

『親切な対応で安心して受験に集中できました』
　先生方や事務局の方が親切だった　先生方や事務局の方が親切だった
ことが一番よかった点です。分からなことが一番よかった点です。分からな
いことや心配な点があったときはいついことや心配な点があったときはいつ
も丁寧に相談に乗ってくださったのでも丁寧に相談に乗ってくださったので
安心して受験に集中できました。また、安心して受験に集中できました。また、
友人といつも講義を受けていたので、友人といつも講義を受けていたので、
友達同士で励ましあいながら勉強で友達同士で励ましあいながら勉強で
きたのはとても良かったです。きたのはとても良かったです。
　自習室はほかの人が頑張っている　自習室はほかの人が頑張っている
から自分も頑張ろうと刺激をもらえるから自分も頑張ろうと刺激をもらえる
のでいつも利用していました。のでいつも利用していました。
　私は、もともと県内で警察関係の仕　私は、もともと県内で警察関係の仕
事に就きたいと思っていたので、警察事に就きたいと思っていたので、警察
事務と警察官を受験しました。結果事務と警察官を受験しました。結果
的に警察事務に決めましたが、どち的に警察事務に決めましたが、どち
らの面接でも県警で働きたいという熱らの面接でも県警で働きたいという熱
意を伝えることができたのが、合格できたポイントだと思います。意を伝えることができたのが、合格できたポイントだと思います。
　公務員試験はとてもきつくて大変ですが、合格したいという思い　公務員試験はとてもきつくて大変ですが、合格したいという思い
さえあれば合格は見えてくると思うので、自分に負けずに頑張っさえあれば合格は見えてくると思うので、自分に負けずに頑張っ
て下さい。て下さい。

　先生方や事務局の方が親切だった
ことが一番よかった点です。分からな
いことや心配な点があったときはいつ
も丁寧に相談に乗ってくださったので
安心して受験に集中できました。また、
友人といつも講義を受けていたので、
友達同士で励ましあいながら勉強で
きたのはとても良かったです。
　自習室はほかの人が頑張っている
から自分も頑張ろうと刺激をもらえる
のでいつも利用していました。
　私は、もともと県内で警察関係の仕
事に就きたいと思っていたので、警察
事務と警察官を受験しました。結果
的に警察事務に決めましたが、どち
らの面接でも県警で働きたいという熱
意を伝えることができたのが、合格できたポイントだと思います。
　公務員試験はとてもきつくて大変ですが、合格したいという思い
さえあれば合格は見えてくると思うので、自分に負けずに頑張っ
て下さい。

2019年度

鹿児島校 森園　彩加さん ～鹿児島大学～

現役合格

　鹿児島県上級（行政） 最終合格

『「これくらいでいいか」と妥協しない』
　準拠テキストや出た問など教材が　準拠テキストや出た問など教材が
充実していてわかりやすく、また先生充実していてわかりやすく、また先生
へ質問することで理解を深めることがへ質問することで理解を深めることが
できました。また、二次対策も充実しできました。また、二次対策も充実し
ている点が独学で対策するよりも効ている点が独学で対策するよりも効
果的でした。最終合格できたポイント果的でした。最終合格できたポイント
は、一次・二次対策を「これくらいでいは、一次・二次対策を「これくらいでい
いか」と妥協せずに、時間がある限り、いか」と妥協せずに、時間がある限り、
全力で取り組めたことだと思います。全力で取り組めたことだと思います。
　自分は、大学を卒業してから2年間　自分は、大学を卒業してから2年間
浪人生活を送ってきました。勉強量浪人生活を送ってきました。勉強量
が多い公務員試験は、必ず途中で勉が多い公務員試験は、必ず途中で勉
強が嫌になる時やまったく集中できな強が嫌になる時やまったく集中できな
い時があると思いますが、そういう時い時があると思いますが、そういう時
に少しでも踏ん張って頑張ろうとするに少しでも踏ん張って頑張ろうとする
ことが大事だと思います。また、アカことが大事だと思います。また、アカ
デミー内で友達を作ることで、お互いの辛さが分かり合えて、相デミー内で友達を作ることで、お互いの辛さが分かり合えて、相
談したり雑談することでストレス緩和を図ってください。 2年間の浪談したり雑談することでストレス緩和を図ってください。 2年間の浪
人生活は、辛いことの方が断然多かったですが、頑張った結果合人生活は、辛いことの方が断然多かったですが、頑張った結果合
格できたので本当によかったです。格できたので本当によかったです。

　準拠テキストや出た問など教材が
充実していてわかりやすく、また先生
へ質問することで理解を深めることが
できました。また、二次対策も充実し
ている点が独学で対策するよりも効
果的でした。最終合格できたポイント
は、一次・二次対策を「これくらいでい
いか」と妥協せずに、時間がある限り、
全力で取り組めたことだと思います。
　自分は、大学を卒業してから2年間
浪人生活を送ってきました。勉強量
が多い公務員試験は、必ず途中で勉
強が嫌になる時やまったく集中できな
い時があると思いますが、そういう時
に少しでも踏ん張って頑張ろうとする
ことが大事だと思います。また、アカ
デミー内で友達を作ることで、お互いの辛さが分かり合えて、相
談したり雑談することでストレス緩和を図ってください。 2年間の浪
人生活は、辛いことの方が断然多かったですが、頑張った結果合
格できたので本当によかったです。

2019年度

鹿児島校 東　清大さん ～神戸大学～

　鹿児島県上級（行政）特別枠 最終合格

『授業がすごく楽しいでした』
　東京アカデミーの講座しか受けたこ　東京アカデミーの講座しか受けたこ
とが無いので他がどうか分かりませんとが無いので他がどうか分かりません
が、東京アカデミーの先生方は、とにが、東京アカデミーの先生方は、とに
かく教え方が上手だと思いました。かく教え方が上手だと思いました。
　もともと理系だったので、法律科目な　もともと理系だったので、法律科目な
んて一切勉強したことがなかった私でんて一切勉強したことがなかった私で
も理解できましたし、授業自体がすごくも理解できましたし、授業自体がすごく
楽しいでした。楽しいでした。
　面接は、本番前に必ず2回は練習す　面接は、本番前に必ず2回は練習す
るように心掛け、1回目を受けて、先生るように心掛け、1回目を受けて、先生
からのアドバイスを2回目の面接練習からのアドバイスを2回目の面接練習
で活かして、万全の状態で本番に臨で活かして、万全の状態で本番に臨
めるようにしていました。面接練習をめるようにしていました。面接練習を
受けて思ったことや疑問点は、必ず先受けて思ったことや疑問点は、必ず先
生と共有していました。生と共有していました。
　公務員を目指す方は、とりあえず後悔しないように勉強してほし　公務員を目指す方は、とりあえず後悔しないように勉強してほし
いです。自分のやれる最大のところまで頑張って下さい！いです。自分のやれる最大のところまで頑張って下さい！
　あと、公務員としての仕事は、とてもやりがいがあって楽しいで　あと、公務員としての仕事は、とてもやりがいがあって楽しいで
すよ！すよ！

　東京アカデミーの講座しか受けたこ
とが無いので他がどうか分かりません
が、東京アカデミーの先生方は、とに
かく教え方が上手だと思いました。
　もともと理系だったので、法律科目な
んて一切勉強したことがなかった私で
も理解できましたし、授業自体がすごく
楽しいでした。
　面接は、本番前に必ず2回は練習す
るように心掛け、1回目を受けて、先生
からのアドバイスを2回目の面接練習
で活かして、万全の状態で本番に臨
めるようにしていました。面接練習を
受けて思ったことや疑問点は、必ず先
生と共有していました。
　公務員を目指す方は、とりあえず後悔しないように勉強してほし
いです。自分のやれる最大のところまで頑張って下さい！
　あと、公務員としての仕事は、とてもやりがいがあって楽しいで
すよ！

2019年度

鹿児島校 馬場　玲香さん ～鹿児島大学～

　鹿児島県中級（一般事務） 最終合格

『小学生の頃からの目標達成のために』
　小学生のころから「鹿児島の魅力　小学生のころから「鹿児島の魅力
をいろんな人に発信したい」というをいろんな人に発信したい」という
思いがあり県庁を志望しました。や思いがあり県庁を志望しました。や
はり、自分の熱意を伝えることがではり、自分の熱意を伝えることがで
きたことと、最後まで諦めないこときたことと、最後まで諦めないこと
が合格できたポイントだと思います。が合格できたポイントだと思います。
　講義では、しっかりとメモをとり、　講義では、しっかりとメモをとり、
後からみて分かるように心がけまし後からみて分かるように心がけまし
た。説明会もなるべく参加するようた。説明会もなるべく参加するよう
にして、自分の考えていない職種にして、自分の考えていない職種
についても話を聞くことで興味を持についても話を聞くことで興味を持
ち併願を決めたことがあったため、ち併願を決めたことがあったため、
いい機会となりました。いい機会となりました。
　私は早くから試験勉強を始めた　私は早くから試験勉強を始めた
のにも関わらず、他の人に比べてのにも関わらず、他の人に比べて
遅い11月下旬に最終合格しました。遅い11月下旬に最終合格しました。
最後の最後まであきらめずに頑張って良かったと思いました。最後の最後まであきらめずに頑張って良かったと思いました。
アカデミーの事務の方や講師の皆さん、支えてくれた家族にアカデミーの事務の方や講師の皆さん、支えてくれた家族に
は感謝してもしきれません。本当にお世話になりました。公務は感謝してもしきれません。本当にお世話になりました。公務
員を目指す方は自分を信じて諦めずに頑張って下さい！！員を目指す方は自分を信じて諦めずに頑張って下さい！！

　小学生のころから「鹿児島の魅力
をいろんな人に発信したい」という
思いがあり県庁を志望しました。や
はり、自分の熱意を伝えることがで
きたことと、最後まで諦めないこと
が合格できたポイントだと思います。
　講義では、しっかりとメモをとり、
後からみて分かるように心がけまし
た。説明会もなるべく参加するよう
にして、自分の考えていない職種
についても話を聞くことで興味を持
ち併願を決めたことがあったため、
いい機会となりました。
　私は早くから試験勉強を始めた
のにも関わらず、他の人に比べて
遅い11月下旬に最終合格しました。
最後の最後まであきらめずに頑張って良かったと思いました。
アカデミーの事務の方や講師の皆さん、支えてくれた家族に
は感謝してもしきれません。本当にお世話になりました。公務
員を目指す方は自分を信じて諦めずに頑張って下さい！！

2019年度

鹿児島校 鸙野　ほのかさん

現役合格

～鹿児島大学～

　鹿児島県上級（行政）特別枠 最終合格

『面接試験に活かせる様々な経験をしておこう』
　もともと周りに他の人がいるような　もともと周りに他の人がいるような
環境での勉強が自分に向いていると環境での勉強が自分に向いていると
思っていましたが、大学内の公務員思っていましたが、大学内の公務員
講座だと家も近すぎて、もしかしたら講座だと家も近すぎて、もしかしたら
だらけてしまうかもしれないということだらけてしまうかもしれないということ
もあり、あえて通学に少し時間がかもあり、あえて通学に少し時間がか
かるアカデミーで勉強することを選びかるアカデミーで勉強することを選び
ました。結果、アカデミーで勉強し、合ました。結果、アカデミーで勉強し、合
格することができて本当によかったで格することができて本当によかったで
す。す。
　勉強を進めるにあたっては、自分の　勉強を進めるにあたっては、自分の
志望先だと、どの科目が重要なのか、志望先だと、どの科目が重要なのか、
また、併願のために力を入れるべきまた、併願のために力を入れるべき
科目は何なのかをまずはしっかり把科目は何なのかをまずはしっかり把
握することが大切です。握することが大切です。
　尚、最終合格のためには面接試験　尚、最終合格のためには面接試験
を突破しなければなりませんが、特に現役生の方は、割と時間がを突破しなければなりませんが、特に現役生の方は、割と時間が
ある早い時期に、サークル活動やバイト、ボランティア、趣味など、ある早い時期に、サークル活動やバイト、ボランティア、趣味など、
面接の際のネタになるような様々な経験を積んでおくことをおス面接の際のネタになるような様々な経験を積んでおくことをおス
スメします。息抜きもしながら合格を目指して頑張ってください！スメします。息抜きもしながら合格を目指して頑張ってください！

　もともと周りに他の人がいるような
環境での勉強が自分に向いていると
思っていましたが、大学内の公務員
講座だと家も近すぎて、もしかしたら
だらけてしまうかもしれないということ
もあり、あえて通学に少し時間がか
かるアカデミーで勉強することを選び
ました。結果、アカデミーで勉強し、合
格することができて本当によかったで
す。
　勉強を進めるにあたっては、自分の
志望先だと、どの科目が重要なのか、
また、併願のために力を入れるべき
科目は何なのかをまずはしっかり把
握することが大切です。
　尚、最終合格のためには面接試験
を突破しなければなりませんが、特に現役生の方は、割と時間が
ある早い時期に、サークル活動やバイト、ボランティア、趣味など、
面接の際のネタになるような様々な経験を積んでおくことをおス
スメします。息抜きもしながら合格を目指して頑張ってください！

2019年度

鹿児島校 永田　聖宙さん

現役合格

～鹿児島大学～

　鹿児島県上級（行政） 最終合格

『自分なりのモチベーションを見つけよう』
　家では、スマホやゲームなどの誘　家では、スマホやゲームなどの誘
惑が多く、勉強できる環境ではなかっ惑が多く、勉強できる環境ではなかっ
たので基本毎日自習室に通うようにたので基本毎日自習室に通うように
しました。その中で勉強している仲間しました。その中で勉強している仲間
（ライバル）を見て自分のモチベー（ライバル）を見て自分のモチベー
ションや勉強への集中力を高めていションや勉強への集中力を高めてい
きました。きました。
　東アカは、公務員の勉強と大学　東アカは、公務員の勉強と大学
の講義と気持が切り換えられる点の講義と気持が切り換えられる点
が 良 か っ た と 思 い ま す 。 ま た 、が 良 か っ た と 思 い ま す 。 ま た 、
チューターの方や担当者の方に試チューターの方や担当者の方に試
験のことなどわからないことをすぐ験のことなどわからないことをすぐ
に相談できる環境もありがたかっに相談できる環境もありがたかっ
たです。たです。
　公務員試験は長く孤独な戦いで　公務員試験は長く孤独な戦いで
す。その中で、一緒に勉強できる友す。その中で、一緒に勉強できる友
達や愚痴を言い合える友達を見つけることも自分のモチベー達や愚痴を言い合える友達を見つけることも自分のモチベー
ションを保てる一つだと思います。辛いこともあると思いますションを保てる一つだと思います。辛いこともあると思います
が、自分の一生がかかる大事な時期なので、めげずに自分が、自分の一生がかかる大事な時期なので、めげずに自分
なりのモチベーションをみつけて頑張ってください。なりのモチベーションをみつけて頑張ってください。

　家では、スマホやゲームなどの誘
惑が多く、勉強できる環境ではなかっ
たので基本毎日自習室に通うように
しました。その中で勉強している仲間
（ライバル）を見て自分のモチベー
ションや勉強への集中力を高めてい
きました。
　東アカは、公務員の勉強と大学
の講義と気持が切り換えられる点
が 良 か っ た と 思 い ま す 。 ま た 、
チューターの方や担当者の方に試
験のことなどわからないことをすぐ
に相談できる環境もありがたかっ
たです。
　公務員試験は長く孤独な戦いで
す。その中で、一緒に勉強できる友
達や愚痴を言い合える友達を見つけることも自分のモチベー
ションを保てる一つだと思います。辛いこともあると思います
が、自分の一生がかかる大事な時期なので、めげずに自分
なりのモチベーションをみつけて頑張ってください。

2019年度

鹿児島校 福留　大晴さん ～鹿児島大学～

現役合格



　鹿児島県警察官Ａ 最終合格

『オンとオフはしっかり分けよう』
　東京アカデミーでは、基礎的知識は　東京アカデミーでは、基礎的知識は
もちろん、分からないことを先生に丁もちろん、分からないことを先生に丁
寧に教えていただき、理解が深まりま寧に教えていただき、理解が深まりま
した。した。
　勉強は、特に「出た問」を活用しまし　勉強は、特に「出た問」を活用しまし
たが、掲載されていた過去問とほぼたが、掲載されていた過去問とほぼ
同じ問題が本番の試験でも出題され、同じ問題が本番の試験でも出題され、
難なく解くことができたので、過去問難なく解くことができたので、過去問
演習の重要性をとても感じました。演習の重要性をとても感じました。
　警察官の試験は、体力試験もある　警察官の試験は、体力試験もある
ので、警察志望の方は、しっかりと体ので、警察志望の方は、しっかりと体
力づくりをしておくことが大切です。尚、力づくりをしておくことが大切です。尚、
ただ体力づくりをするのではなく、体ただ体力づくりをするのではなく、体
力試験の内容や形式は、事前に分力試験の内容や形式は、事前に分
かるので、それを意識してトレーニンかるので、それを意識してトレーニン
グをすることをおすすめします。グをすることをおすすめします。
　勉強は、あまり根を詰め過ぎないようにして、オンとオフを分け、　勉強は、あまり根を詰め過ぎないようにして、オンとオフを分け、
時にはしっかり息抜きをすることも大切です。時にはしっかり息抜きをすることも大切です。

　東京アカデミーでは、基礎的知識は
もちろん、分からないことを先生に丁
寧に教えていただき、理解が深まりま
した。
　勉強は、特に「出た問」を活用しまし
たが、掲載されていた過去問とほぼ
同じ問題が本番の試験でも出題され、
難なく解くことができたので、過去問
演習の重要性をとても感じました。
　警察官の試験は、体力試験もある
ので、警察志望の方は、しっかりと体
力づくりをしておくことが大切です。尚、
ただ体力づくりをするのではなく、体
力試験の内容や形式は、事前に分
かるので、それを意識してトレーニン
グをすることをおすすめします。
　勉強は、あまり根を詰め過ぎないようにして、オンとオフを分け、
時にはしっかり息抜きをすることも大切です。

2019年度

鹿児島校 竹内　智英さん ～久留米大学～

　鹿児島県上級（行政） 最終合格

『自分ができる最大限努力しよう』
　鹿児島県職は海外勤務も可能で、　鹿児島県職は海外勤務も可能で、
幅広い業務ができるのではないか幅広い業務ができるのではないか
と思い志望しました。と思い志望しました。
　合格できたポイントとしては、早　合格できたポイントとしては、早
めに東京アカデミーに通うことで、めに東京アカデミーに通うことで、
勉強できる環境をしっかり確保でき勉強できる環境をしっかり確保でき
たことだと思います。たことだと思います。
　アカデミーは、既卒の方や他の大　アカデミーは、既卒の方や他の大
学の方もいて、大学と違う環境で学の方もいて、大学と違う環境で
良い刺激をもらい、また、わからな良い刺激をもらい、また、わからな
いことはいつでも質問できる点もよいことはいつでも質問できる点もよ
かったです。かったです。
　勉強方法としては、主に出た問を　勉強方法としては、主に出た問を
活用しました。出た問は4回は解く活用しました。出た問は4回は解く
ようにして、4回目は完璧に解けるようにして、4回目は完璧に解ける
ようにしました。ようにしました。
　対策をするにあたり、自分の苦手な部分を把握した上で、　対策をするにあたり、自分の苦手な部分を把握した上で、
自分のできることをしっかりやることが大切だと思います。自分のできることをしっかりやることが大切だと思います。

　鹿児島県職は海外勤務も可能で、
幅広い業務ができるのではないか
と思い志望しました。
　合格できたポイントとしては、早
めに東京アカデミーに通うことで、
勉強できる環境をしっかり確保でき
たことだと思います。
　アカデミーは、既卒の方や他の大
学の方もいて、大学と違う環境で
良い刺激をもらい、また、わからな
いことはいつでも質問できる点もよ
かったです。
　勉強方法としては、主に出た問を
活用しました。出た問は4回は解く
ようにして、4回目は完璧に解ける
ようにしました。
　対策をするにあたり、自分の苦手な部分を把握した上で、
自分のできることをしっかりやることが大切だと思います。

現役合格

2019年度

鹿児島校 吉松　拓哉さん ～鹿児島大学～

　鹿児島県上級（行政） 最終合格

『“自分らしく挑戦する”心意気が大切』
　例えば、一次試験のタイプ・スケ　例えば、一次試験のタイプ・スケ
ジュールに変更があった際は、即ジュールに変更があった際は、即
座に情報提供してもらい、試験に座に情報提供してもらい、試験に
対する些細な疑問点も親身になっ対する些細な疑問点も親身になっ
て解消してもらえ、直前期でも比較て解消してもらえ、直前期でも比較
的安心して、ペースを崩さずに勉的安心して、ペースを崩さずに勉
強することができました。強することができました。
　公務員試験に向けた学習は、長丁　公務員試験に向けた学習は、長丁
場で、毎日勉強していても不安に感じ場で、毎日勉強していても不安に感じ
ることがあります。アカデミーではそうることがあります。アカデミーではそう
した悩みにも親身になってアドバイスした悩みにも親身になってアドバイス
をくれ、何よりも前向きに取り組む他をくれ、何よりも前向きに取り組む他
の受講生の姿が、とてもいい刺激にの受講生の姿が、とてもいい刺激に
なりました。なりました。
　勉強のやり方は、その人の考え、　勉強のやり方は、その人の考え、
ペースがあっていいと思いますが、二ペースがあっていいと思いますが、二
次まで見据えたとき、やはり「自分らしく挑戦する」心意気が大切次まで見据えたとき、やはり「自分らしく挑戦する」心意気が大切
だと感じました。やるべきことをやるべき時に着実にこなしていくこだと感じました。やるべきことをやるべき時に着実にこなしていくこ
とが合格への近道だと思いますが、体調管理と自己分析も積極とが合格への近道だと思いますが、体調管理と自己分析も積極
的に取り組むと、最高のコンディションで本番に臨めます。的に取り組むと、最高のコンディションで本番に臨めます。

　例えば、一次試験のタイプ・スケ
ジュールに変更があった際は、即
座に情報提供してもらい、試験に
対する些細な疑問点も親身になっ
て解消してもらえ、直前期でも比較
的安心して、ペースを崩さずに勉
強することができました。
　公務員試験に向けた学習は、長丁
場で、毎日勉強していても不安に感じ
ることがあります。アカデミーではそう
した悩みにも親身になってアドバイス
をくれ、何よりも前向きに取り組む他
の受講生の姿が、とてもいい刺激に
なりました。
　勉強のやり方は、その人の考え、
ペースがあっていいと思いますが、二
次まで見据えたとき、やはり「自分らしく挑戦する」心意気が大切
だと感じました。やるべきことをやるべき時に着実にこなしていくこ
とが合格への近道だと思いますが、体調管理と自己分析も積極
的に取り組むと、最高のコンディションで本番に臨めます。

2019年度

鹿児島校 ～鹿児島大学大学院～山下　崚さん

現役合格

　鹿児島県上級（行政） 最終合格

『模試ランキング表でモチベーションＵＰ』
　講義は基本的に休まず出席し、　講義は基本的に休まず出席し、
その後に友人と一緒にDATA問をその後に友人と一緒にDATA問を
解いていました。もし、分からない解いていました。もし、分からない
ところがあれば、テキストのその箇ところがあれば、テキストのその箇
所は見直し、講師の先生へ質問す所は見直し、講師の先生へ質問す
るように努めました。また、模試のるように努めました。また、模試の
成績上位者ランキン表が教室の後成績上位者ランキン表が教室の後
ろに掲示されるので、それを見て、ろに掲示されるので、それを見て、
モチベーションを上げていました。モチベーションを上げていました。
　二 次 対 策 と し て は 、 エ ン ト リ ー　二 次 対 策 と し て は 、 エ ン ト リ ー
シートの添削、面接指導を積極的シートの添削、面接指導を積極的
に行いました。エントリーシートのに行いました。エントリーシートの
添削を受けたことで、面接で話す添削を受けたことで、面接で話す
内容も整理しやすかったです。内容も整理しやすかったです。
　鹿児島校で勉強している人は一　鹿児島校で勉強している人は一
緒に試験を受ける仲間でもありライバルなので、模試の成績緒に試験を受ける仲間でもありライバルなので、模試の成績
上位者ランキングを意識して、お互いに高めあいながら頑張上位者ランキングを意識して、お互いに高めあいながら頑張
りましょう。りましょう。

　講義は基本的に休まず出席し、
その後に友人と一緒にDATA問を
解いていました。もし、分からない
ところがあれば、テキストのその箇
所は見直し、講師の先生へ質問す
るように努めました。また、模試の
成績上位者ランキン表が教室の後
ろに掲示されるので、それを見て、
モチベーションを上げていました。
　二 次 対 策 と し て は 、 エ ン ト リ ー
シートの添削、面接指導を積極的
に行いました。エントリーシートの
添削を受けたことで、面接で話す
内容も整理しやすかったです。
　鹿児島校で勉強している人は一
緒に試験を受ける仲間でもありライバルなので、模試の成績
上位者ランキングを意識して、お互いに高めあいながら頑張
りましょう。

現役合格

2019年度

鹿児島校 新留　勢矢さん ～鹿児島大学～

　鹿児島県中級（教育事務） 最終合格

『“一人ではない”と思うことが大切』

2019年度

鹿児島校 野元　遥さん ～鹿児島大学～

現役合格

　「教育」に携わる仕事につきたいと　「教育」に携わる仕事につきたいと
思い受験しました。また、合格のため思い受験しました。また、合格のため
にはやはり面接が重要になると思いにはやはり面接が重要になると思い
ます。多くの試験を通して、面接に慣ます。多くの試験を通して、面接に慣
れることで、自分らしい面接ができるれることで、自分らしい面接ができる
ようになったことが合格につながったようになったことが合格につながった
のではないかと思います。のではないかと思います。
　尚、受験勉強を進めていく上で、　尚、受験勉強を進めていく上で、
諦めないことが大切です。公務員諦めないことが大切です。公務員
試験は長期にわたってあるので周試験は長期にわたってあるので周
りの友達の就職が決まるにつれて、りの友達の就職が決まるにつれて、
焦ったり不安になったりすることが焦ったり不安になったりすることが
あると思うので、その時は公務員をあると思うので、その時は公務員を
目指す人と話をして「一人ではな目指す人と話をして「一人ではな
い」と思うことが大切です。また、学い」と思うことが大切です。また、学
部によっては試験と実習の時期が部によっては試験と実習の時期が
被ってしまう人もいると思いますが、被ってしまう人もいると思いますが、
受験をする前に諦めるのではなく、挑戦してみることが大事受験をする前に諦めるのではなく、挑戦してみることが大事
であると思います。途中、苦しい時期があると思いますが、であると思います。途中、苦しい時期があると思いますが、
多くの人が通る道で１人ではないということを忘れずに頑多くの人が通る道で１人ではないということを忘れずに頑
張ってください。張ってください。

　「教育」に携わる仕事につきたいと
思い受験しました。また、合格のため
にはやはり面接が重要になると思い
ます。多くの試験を通して、面接に慣
れることで、自分らしい面接ができる
ようになったことが合格につながった
のではないかと思います。
　尚、受験勉強を進めていく上で、
諦めないことが大切です。公務員
試験は長期にわたってあるので周
りの友達の就職が決まるにつれて、
焦ったり不安になったりすることが
あると思うので、その時は公務員を
目指す人と話をして「一人ではな
い」と思うことが大切です。また、学
部によっては試験と実習の時期が
被ってしまう人もいると思いますが、
受験をする前に諦めるのではなく、挑戦してみることが大事
であると思います。途中、苦しい時期があると思いますが、
多くの人が通る道で１人ではないということを忘れずに頑
張ってください。

他県・政令指定都市他県・政令指定都市合格!合格!他県・政令指定都市合格!
事務職、技術職、消防職、警察官事務職、技術職、消防職、警察官事務職、技術職、消防職、警察官

　熊本県上級（行政） 最終合格

『「独り」じゃなかったから合格できました』
　東アカは、自習室が充実していて、　東アカは、自習室が充実していて、
講義を受けた後に先生に質問してす講義を受けた後に先生に質問してす
ぐに疑問を解消するところがよかったぐに疑問を解消するところがよかった
です。です。
　講義は毎回受けるようにしていまし　講義は毎回受けるようにしていまし
たが、どうしても都合がつかないときたが、どうしても都合がつかないとき
にはレコーダーを聞くようにするのと、にはレコーダーを聞くようにするのと、
友人からテキストを見せてもらうよう友人からテキストを見せてもらうよう
にしていました。また、DATA問をひたにしていました。また、DATA問をひた
すら繰り返し解くことで自分の自信にすら繰り返し解くことで自分の自信に
つなげるようにしました。つなげるようにしました。
　尚、東アカの面接や集団討論の練　尚、東アカの面接や集団討論の練
習など、一人で情報を集めるのでは習など、一人で情報を集めるのでは
なく、他の人との練習が合格に直結なく、他の人との練習が合格に直結
したと思います。面接練習は毎日のしたと思います。面接練習は毎日の
ように行い、友人とも受け答えの練習ように行い、友人とも受け答えの練習
をするなどして、30回以上は1対1で練習しました。をするなどして、30回以上は1対1で練習しました。
　民間企業を受けている人は、先に内定をもらっていたりと焦る　民間企業を受けている人は、先に内定をもらっていたりと焦る
時期もあるかと思いますが、自分のペースで友人と互いに励まし時期もあるかと思いますが、自分のペースで友人と互いに励まし
あいながら頑張ってください。あいながら頑張ってください。

　東アカは、自習室が充実していて、
講義を受けた後に先生に質問してす
ぐに疑問を解消するところがよかった
です。
　講義は毎回受けるようにしていまし
たが、どうしても都合がつかないとき
にはレコーダーを聞くようにするのと、
友人からテキストを見せてもらうよう
にしていました。また、DATA問をひた
すら繰り返し解くことで自分の自信に
つなげるようにしました。
　尚、東アカの面接や集団討論の練
習など、一人で情報を集めるのでは
なく、他の人との練習が合格に直結
したと思います。面接練習は毎日の
ように行い、友人とも受け答えの練習
をするなどして、30回以上は1対1で練習しました。
　民間企業を受けている人は、先に内定をもらっていたりと焦る
時期もあるかと思いますが、自分のペースで友人と互いに励まし
あいながら頑張ってください。

2019年度

鹿児島校 永野　愛理さん ～鹿児島大学～

現役合格

　宮崎県上級（一般行政） 最終合格

『才能よりも努力がものをいう』
　東アカでは独学ではすることが難し　東アカでは独学ではすることが難し
い面接の練習ができたこと、大学以い面接の練習ができたこと、大学以
外での友達ができたこと、事務局の外での友達ができたこと、事務局の
方がとにかく親切だったことなどがと方がとにかく親切だったことなどがと
ても良かったです。ても良かったです。
　勉強に関しては、1月、2月までに　勉強に関しては、1月、2月までに
「これはできる」と自信を持って言「これはできる」と自信を持って言
える分野を増やすことが重要だとえる分野を増やすことが重要だと
思いました。家ではなかなか勉強思いました。家ではなかなか勉強
できなかったので、東アカの自習室できなかったので、東アカの自習室
を利用することも多かったです。まを利用することも多かったです。ま
た、面接カードや試験などのことでた、面接カードや試験などのことで
分からないことがあれば先生や事分からないことがあれば先生や事
務局の方に聞き、情報を得ることも務局の方に聞き、情報を得ることも
多くありました。多くありました。
　とても重要となる面接練習は東ア　とても重要となる面接練習は東ア
カの面接練習を何度も受け、先生方に鍛えてもらいました。カの面接練習を何度も受け、先生方に鍛えてもらいました。
　公務員試験の勉強は才能よりも努力がものをいいます。先　公務員試験の勉強は才能よりも努力がものをいいます。先
生 方 に ア ド バ イ ス を も ら い な が ら ひ た す ら 勉 強 し て く だ さ生 方 に ア ド バ イ ス を も ら い な が ら ひ た す ら 勉 強 し て く だ さ
い！！い！！

　東アカでは独学ではすることが難し
い面接の練習ができたこと、大学以
外での友達ができたこと、事務局の
方がとにかく親切だったことなどがと
ても良かったです。
　勉強に関しては、1月、2月までに
「これはできる」と自信を持って言
える分野を増やすことが重要だと
思いました。家ではなかなか勉強
できなかったので、東アカの自習室
を利用することも多かったです。ま
た、面接カードや試験などのことで
分からないことがあれば先生や事
務局の方に聞き、情報を得ることも
多くありました。
　とても重要となる面接練習は東ア
カの面接練習を何度も受け、先生方に鍛えてもらいました。
　公務員試験の勉強は才能よりも努力がものをいいます。先
生 方 に ア ド バ イ ス を も ら い な が ら ひ た す ら 勉 強 し て く だ さ
い！！

2019年度

鹿児島校 佐久間　祐輔さん ～鹿児島大学～

現役合格

　福岡市上級（衛生管理Ａ） 最終合格

『東アカだからこその充実した講義やフォロー』
　講義は必ず毎日出て、分からな　講義は必ず毎日出て、分からな
い点は、きちんと質問に行きました。い点は、きちんと質問に行きました。
講義の内容は、次の日までに復習講義の内容は、次の日までに復習
をして、分からない所を無くす努力をして、分からない所を無くす努力
をしました。模試も定期的にあったをしました。模試も定期的にあった
ため、実力がわかり勉強の目安にため、実力がわかり勉強の目安に
なりました。また、早めからES や面なりました。また、早めからES や面
接指導をしていただいたことが本接指導をしていただいたことが本
当に助かりました。場をこなしてい当に助かりました。場をこなしてい
くことで、慣れていくことができ、本くことで、慣れていくことができ、本
番でもしっかり受け答えできました。番でもしっかり受け答えできました。
　講義の質やフォローは東アカでし　講義の質やフォローは東アカでし
かできないことだと思います。二次かできないことだと思います。二次
対策においても、自分で納得いくま対策においても、自分で納得いくま
で で き た の で 、 東 ア カ に 通 っ て よで で き た の で 、 東 ア カ に 通 っ て よ
かったと思いました。また、不安なかったと思いました。また、不安な
点をすぐに相談できるのもありがたかったです。点をすぐに相談できるのもありがたかったです。
　一回一回の授業を大切に予習・復習することが必ず合格に　一回一回の授業を大切に予習・復習することが必ず合格に
近づくと思うので、最後まで諦めずに頑張って下さい。たまに近づくと思うので、最後まで諦めずに頑張って下さい。たまに
は遊びに行ってリフレッシュすることもありだと思います！は遊びに行ってリフレッシュすることもありだと思います！

　講義は必ず毎日出て、分からな
い点は、きちんと質問に行きました。
講義の内容は、次の日までに復習
をして、分からない所を無くす努力
をしました。模試も定期的にあった
ため、実力がわかり勉強の目安に
なりました。また、早めからES や面
接指導をしていただいたことが本
当に助かりました。場をこなしてい
くことで、慣れていくことができ、本
番でもしっかり受け答えできました。
　講義の質やフォローは東アカでし
かできないことだと思います。二次
対策においても、自分で納得いくま
で で き た の で 、 東 ア カ に 通 っ て よ
かったと思いました。また、不安な
点をすぐに相談できるのもありがたかったです。
　一回一回の授業を大切に予習・復習することが必ず合格に
近づくと思うので、最後まで諦めずに頑張って下さい。たまに
は遊びに行ってリフレッシュすることもありだと思います！

2019年度

鹿児島校 豊福　明莉さん ～鹿児島大学～

『ＯＮとＯＦＦを分け、仲間と共に頑張ろう!』
　受験先を決めたのは、インターン　受験先を決めたのは、インターン
シップへの参加がきっかけで、実際シップへの参加がきっかけで、実際
の仕事内容や職場の雰囲気を知るの仕事内容や職場の雰囲気を知る
ことができたのでよかったです。ことができたのでよかったです。
　東京アカデミーでの模試は必ず　東京アカデミーでの模試は必ず
受けるようにして、自分の弱い分野受けるようにして、自分の弱い分野
がどこなのか現状把握に活かすよがどこなのか現状把握に活かすよ
うにしていました。また、講義の予うにしていました。また、講義の予
習は全くしておらず、講義を受けた習は全くしておらず、講義を受けた
後に復習をしっかり行うことを大切後に復習をしっかり行うことを大切
にしていました。にしていました。
　東京アカデミーは、土日も朝から　東京アカデミーは、土日も朝から
夜まで自習室が空いているのがあ夜まで自習室が空いているのがあ
りがたかったです。自習室では他りがたかったです。自習室では他
の人が頑張っている様子を見て、の人が頑張っている様子を見て、
常に刺激をもらうことができました。常に刺激をもらうことができました。
　公務員試験は長期戦になるので、ONとOFFをしっかり分け　公務員試験は長期戦になるので、ONとOFFをしっかり分け
て、しっかり休むことも大切だと感じました。1人では心が折れて、しっかり休むことも大切だと感じました。1人では心が折れ
そうになるので、一緒に頑張れる友達がいるとより頑張れるそうになるので、一緒に頑張れる友達がいるとより頑張れる
と思います！と思います！

　受験先を決めたのは、インターン
シップへの参加がきっかけで、実際
の仕事内容や職場の雰囲気を知る
ことができたのでよかったです。
　東京アカデミーでの模試は必ず
受けるようにして、自分の弱い分野
がどこなのか現状把握に活かすよ
うにしていました。また、講義の予
習は全くしておらず、講義を受けた
後に復習をしっかり行うことを大切
にしていました。
　東京アカデミーは、土日も朝から
夜まで自習室が空いているのがあ
りがたかったです。自習室では他
の人が頑張っている様子を見て、
常に刺激をもらうことができました。
　公務員試験は長期戦になるので、ONとOFFをしっかり分け
て、しっかり休むことも大切だと感じました。1人では心が折れ
そうになるので、一緒に頑張れる友達がいるとより頑張れる
と思います！

鹿児島校 松尾　明日香さん ～鹿児島大学～

現役合格

　佐賀県上級（行政） 最終合格2019年度　東京消防庁消防官Ⅰ類　最終合格

『本番は自信を持って臨もう！』

2019年度

鹿児島校 下竹原　光兵さん ～鹿児島大学～

　大規模な災害等に派遣を行って　大規模な災害等に派遣を行って
いたり、国内だけでなく国外にも派いたり、国内だけでなく国外にも派
遣を行っているため幅広く活動でき遣を行っているため幅広く活動でき
ると思い受験先に決めました。ると思い受験先に決めました。
　専門の講師によるポイントを絞っ　専門の講師によるポイントを絞っ
た授業内容や試験問題を解く上でた授業内容や試験問題を解く上で
のコツ、ポイント等が明確にわかりのコツ、ポイント等が明確にわかり
やすく学べる点、同じように合格しやすく学べる点、同じように合格し
たいと高い意識を持っている人たたいと高い意識を持っている人た
ちと授業を受けるので自然と高いちと授業を受けるので自然と高い
モチベ―ションで行える点が、東京モチベ―ションで行える点が、東京
アカデミーに入って非常によかったアカデミーに入って非常によかった
と思う点です。と思う点です。
　勉強については、割と早い時期に　勉強については、割と早い時期に
過去問等を利用して試験の出題傾過去問等を利用して試験の出題傾
向を理解して、それに合わせてポ向を理解して、それに合わせてポ
イントや分野を絞って勉強を進めてイントや分野を絞って勉強を進めて
いけばいいと思います。また試験当日は、それまで勉強していけばいいと思います。また試験当日は、それまで勉強して
きた自分を信じて、たとえわからない問題があっても、「これきた自分を信じて、たとえわからない問題があっても、「これ
だけ勉強した自分がわからないなら他の人もわからないだろだけ勉強した自分がわからないなら他の人もわからないだろ
う」くらいの気持ちでいればいいと思います。う」くらいの気持ちでいればいいと思います。

　大規模な災害等に派遣を行って
いたり、国内だけでなく国外にも派
遣を行っているため幅広く活動でき
ると思い受験先に決めました。
　専門の講師によるポイントを絞っ
た授業内容や試験問題を解く上で
のコツ、ポイント等が明確にわかり
やすく学べる点、同じように合格し
たいと高い意識を持っている人た
ちと授業を受けるので自然と高い
モチベ―ションで行える点が、東京
アカデミーに入って非常によかった
と思う点です。
　勉強については、割と早い時期に
過去問等を利用して試験の出題傾
向を理解して、それに合わせてポ
イントや分野を絞って勉強を進めて
いけばいいと思います。また試験当日は、それまで勉強して
きた自分を信じて、たとえわからない問題があっても、「これ
だけ勉強した自分がわからないなら他の人もわからないだろ
う」くらいの気持ちでいればいいと思います。

現役合格

　福岡県上級（教育行政） 最終合格

『他ではできなかった集団討論対策』

2019年度

鹿児島校 田中　康太さん ～鹿児島大学～

現役合格

　東アカには仲の良い友達がたくさ　東アカには仲の良い友達がたくさ
んいたので刺激になり、自分も頑張んいたので刺激になり、自分も頑張
ろうと思えました。また、東アカの職ろうと思えました。また、東アカの職
員に相談に乗ってもらえたことも支え員に相談に乗ってもらえたことも支え
になりました。１人ですることには限になりました。１人ですることには限
界があるので、人に頼ることも大切だ界があるので、人に頼ることも大切だ
と思います。と思います。
　自分は１２月から勉強を開始した　自分は１２月から勉強を開始した
ので、友達よりは七か月くらい遅いので、友達よりは七か月くらい遅い
スタートだったので不安が多くありスタートだったので不安が多くあり
ましたが、自分みたいに遅く始めてましたが、自分みたいに遅く始めて
も間に合うと思います。しかし、人も間に合うと思います。しかし、人
よりも効率良く対策することが求めよりも効率良く対策することが求め
られます。そのために、友達や東られます。そのために、友達や東
アカを最大限に活用することが大アカを最大限に活用することが大
切です。毎日の講義前には自主学切です。毎日の講義前には自主学
習をしに東アカへ行き、科目がとても多かったので確実に取習をしに東アカへ行き、科目がとても多かったので確実に取
れる科目に力を入れました。あと、模試はできるなら全て受けれる科目に力を入れました。あと、模試はできるなら全て受け
ましょう。順位が出るのでモチベにつながりました。また、面ましょう。順位が出るのでモチベにつながりました。また、面
接対策は東アカを利用するのが一番良いと思います。接対策は東アカを利用するのが一番良いと思います。

　東アカには仲の良い友達がたくさ
んいたので刺激になり、自分も頑張
ろうと思えました。また、東アカの職
員に相談に乗ってもらえたことも支え
になりました。１人ですることには限
界があるので、人に頼ることも大切だ
と思います。
　自分は１２月から勉強を開始した
ので、友達よりは七か月くらい遅い
スタートだったので不安が多くあり
ましたが、自分みたいに遅く始めて
も間に合うと思います。しかし、人
よりも効率良く対策することが求め
られます。そのために、友達や東
アカを最大限に活用することが大
切です。毎日の講義前には自主学
習をしに東アカへ行き、科目がとても多かったので確実に取
れる科目に力を入れました。あと、模試はできるなら全て受け
ましょう。順位が出るのでモチベにつながりました。また、面
接対策は東アカを利用するのが一番良いと思います。

（東京都含む）（東京都含む）（東京都含む）

鹿児島校で

 合格しました!鹿児島校で

 合格しました!



　鹿児島市上級（一般事務） 最終合格

『公務員試験は「心身」の体力勝負』
　家に帰ると勉強に集中することがで　家に帰ると勉強に集中することがで
きない性格だったため、アカデミーにきない性格だったため、アカデミーに
通うことは、私にとって一番勉強がで通うことは、私にとって一番勉強がで
きる方法でした。また、アカデミーにきる方法でした。また、アカデミーに
行けば、名前は知らないけどいつも行けば、名前は知らないけどいつも
一緒に頑張っている人たちがいて、一緒に頑張っている人たちがいて、
自然とやる気も出ます。また、試験会自然とやる気も出ます。また、試験会
場で会うことも多く、スムーズに試験場で会うことも多く、スムーズに試験
に臨めたことも多かったため、アカデに臨めたことも多かったため、アカデ
ミーに通って本当によかったです。ミーに通って本当によかったです。
　公務員試験は本当に体力勝負だな　公務員試験は本当に体力勝負だな
と感じました。それは、「心身」の体力と感じました。それは、「心身」の体力
であるとも思いました。そのためには、であるとも思いました。そのためには、
リフレッシュすることも大切で、勉強リフレッシュすることも大切で、勉強
ばかりではかえって効率が上がらなばかりではかえって効率が上がらな
いと思いました。いと思いました。
　自分の一生を決める大切な試験が目の前にあります。もう一度　自分の一生を決める大切な試験が目の前にあります。もう一度
本気で将来のことを考えて、机に向かう時間を少しずつ増やして本気で将来のことを考えて、机に向かう時間を少しずつ増やして
合格を勝ち取って下さい。合格を勝ち取って下さい。

　家に帰ると勉強に集中することがで
きない性格だったため、アカデミーに
通うことは、私にとって一番勉強がで
きる方法でした。また、アカデミーに
行けば、名前は知らないけどいつも
一緒に頑張っている人たちがいて、
自然とやる気も出ます。また、試験会
場で会うことも多く、スムーズに試験
に臨めたことも多かったため、アカデ
ミーに通って本当によかったです。
　公務員試験は本当に体力勝負だな
と感じました。それは、「心身」の体力
であるとも思いました。そのためには、
リフレッシュすることも大切で、勉強
ばかりではかえって効率が上がらな
いと思いました。
　自分の一生を決める大切な試験が目の前にあります。もう一度
本気で将来のことを考えて、机に向かう時間を少しずつ増やして
合格を勝ち取って下さい。

2018年度

鹿児島校 片平　博さん ～鹿児島大学～

現役合格現役合格

　鹿児島市上級（一般事務） 最終合格

『「一生で最後」という気持ちで』
　講義や日頃の自習はもちろん活　講義や日頃の自習はもちろん活
用させていただきましたが、一番は用させていただきましたが、一番は
二次試験対策です。勉強とは異な二次試験対策です。勉強とは異な
り、一人ではできない部分が多く、り、一人ではできない部分が多く、
面接対策も集団討論対策も非常に面接対策も集団討論対策も非常に
為になりました。また、面接の練習為になりました。また、面接の練習
を担当される講師の方々も厳しいを担当される講師の方々も厳しい
視点から、しっかりと指摘して下さ視点から、しっかりと指摘して下さ
る点もありがたかったです。る点もありがたかったです。
　私は最後の最後まで内定がもら　私は最後の最後まで内定がもら
えずに、精神的に追い込まれながえずに、精神的に追い込まれなが
らも、諦めずに勉強し続けどうにからも、諦めずに勉強し続けどうにか
内定をもらうことができました。周内定をもらうことができました。周
囲が次々と内定を勝ち取っていく囲が次々と内定を勝ち取っていく
中、どうにもうまくいかない状況に中、どうにもうまくいかない状況に
精神的に参ってしまう人もいるかも精神的に参ってしまう人もいるかも
しれません。そんな時、「一生で最後だ」という気持ちで机にしれません。そんな時、「一生で最後だ」という気持ちで机に
向かい続けてみて下さい。そうすれば自分のためになる瞬間向かい続けてみて下さい。そうすれば自分のためになる瞬間
が必ず来ると思います。辛いことは山ほどあると思いますが、が必ず来ると思います。辛いことは山ほどあると思いますが、
時には心を休めつつ、体調に気を使いながら頑張って下さい。時には心を休めつつ、体調に気を使いながら頑張って下さい。

　講義や日頃の自習はもちろん活
用させていただきましたが、一番は
二次試験対策です。勉強とは異な
り、一人ではできない部分が多く、
面接対策も集団討論対策も非常に
為になりました。また、面接の練習
を担当される講師の方々も厳しい
視点から、しっかりと指摘して下さ
る点もありがたかったです。
　私は最後の最後まで内定がもら
えずに、精神的に追い込まれなが
らも、諦めずに勉強し続けどうにか
内定をもらうことができました。周
囲が次々と内定を勝ち取っていく
中、どうにもうまくいかない状況に
精神的に参ってしまう人もいるかも
しれません。そんな時、「一生で最後だ」という気持ちで机に
向かい続けてみて下さい。そうすれば自分のためになる瞬間
が必ず来ると思います。辛いことは山ほどあると思いますが、
時には心を休めつつ、体調に気を使いながら頑張って下さい。

2019年度

鹿児島校 水溜　友希さん ～鹿児島大学～

現役合格

　鹿児島市上級（一般事務） 最終合格

『良い環境での勉強で公務員転職できました！』

2019年度

鹿児島校 地頭所　晶代さん ～鹿児島大学～

　徹底して良い環境で勉強できること、　徹底して良い環境で勉強できること、
同じような志で来ている人たちがいる同じような志で来ている人たちがいる
ことも自分のモチベーションン、メリハことも自分のモチベーションン、メリハ
リにつながっていました。また、豊富リにつながっていました。また、豊富
な情報があること、面接や勉強教材な情報があること、面接や勉強教材
等とにかく効率よく勉強できたことが、等とにかく効率よく勉強できたことが、
短期で合格できた要因だったと感じ短期で合格できた要因だったと感じ
ます。また、受験生どうしでつながります。また、受験生どうしでつながり
も、心強い強みになったと思います。も、心強い強みになったと思います。
　社会人になってから、公務員を受　社会人になってから、公務員を受
験される場合、孤独感や焦りとの験される場合、孤独感や焦りとの
闘いだと思います。私は、結果を出闘いだと思います。私は、結果を出
せるかどうか常に自分の不安と闘せるかどうか常に自分の不安と闘
いながら毎日東京アカデミーに行くいながら毎日東京アカデミーに行く
ことだけは続けていました。大変なことだけは続けていました。大変な
のは自分だけではないと思える場のは自分だけではないと思える場
所であり、何か不安があれば、相所であり、何か不安があれば、相
談し常に目標に向けて軌道修正しながら自己実現ができる談し常に目標に向けて軌道修正しながら自己実現ができる
場所でした。今、転職で公務員を検討している人や、勉強方場所でした。今、転職で公務員を検討している人や、勉強方
法に迷っている方には、ぜひ東京アカデミ－での通学が効率法に迷っている方には、ぜひ東京アカデミ－での通学が効率
で有効な方法だとオススメしたいです。で有効な方法だとオススメしたいです。

　徹底して良い環境で勉強できること、
同じような志で来ている人たちがいる
ことも自分のモチベーションン、メリハ
リにつながっていました。また、豊富
な情報があること、面接や勉強教材
等とにかく効率よく勉強できたことが、
短期で合格できた要因だったと感じ
ます。また、受験生どうしでつながり
も、心強い強みになったと思います。
　社会人になってから、公務員を受
験される場合、孤独感や焦りとの
闘いだと思います。私は、結果を出
せるかどうか常に自分の不安と闘
いながら毎日東京アカデミーに行く
ことだけは続けていました。大変な
のは自分だけではないと思える場
所であり、何か不安があれば、相
談し常に目標に向けて軌道修正しながら自己実現ができる
場所でした。今、転職で公務員を検討している人や、勉強方
法に迷っている方には、ぜひ東京アカデミ－での通学が効率
で有効な方法だとオススメしたいです。

　鹿児島市上級（一般事務） 最終合格

『面接が苦手な人は練習を何度もしよう！』
　第一志望が鹿児島市だったので、　第一志望が鹿児島市だったので、
それ以前にあった試験はほんとにそれ以前にあった試験はほんとに
練習感覚で受け、落ちても何とも思練習感覚で受け、落ちても何とも思
いませんでした。そのくらい心に余いませんでした。そのくらい心に余
裕をもてたことと、ポジティブな考え裕をもてたことと、ポジティブな考え
が本番で最大限の力を発揮するこが本番で最大限の力を発揮するこ
とにつながったと思います。とにつながったと思います。
　東アカのテキストは分かりやすく、　東アカのテキストは分かりやすく、
テキストを読むだけでも十分でした。テキストを読むだけでも十分でした。
また、個別の面接指導は大変助かまた、個別の面接指導は大変助か
りました。元々あがり症だったので、りました。元々あがり症だったので、
面接と集団討論は何度も練習しま面接と集団討論は何度も練習しま
した。その成果か本番はあまり緊した。その成果か本番はあまり緊
張せずにできました。張せずにできました。
　第一志望を早めに決めて、そこに　第一志望を早めに決めて、そこに
照準を定めて勉強すれば受かると思います（一次は）。照準を定めて勉強すれば受かると思います（一次は）。
人物試験は私も苦手でしたが、練習を重ねて本番に臨めば、人物試験は私も苦手でしたが、練習を重ねて本番に臨めば、
案外ゆるい雰囲気でびっくりすることもあると思います。苦手案外ゆるい雰囲気でびっくりすることもあると思います。苦手
な人は何度も練習すべきだと思いました。な人は何度も練習すべきだと思いました。

　第一志望が鹿児島市だったので、
それ以前にあった試験はほんとに
練習感覚で受け、落ちても何とも思
いませんでした。そのくらい心に余
裕をもてたことと、ポジティブな考え
が本番で最大限の力を発揮するこ
とにつながったと思います。
　東アカのテキストは分かりやすく、
テキストを読むだけでも十分でした。
また、個別の面接指導は大変助か
りました。元々あがり症だったので、
面接と集団討論は何度も練習しま
した。その成果か本番はあまり緊
張せずにできました。
　第一志望を早めに決めて、そこに
照準を定めて勉強すれば受かると思います（一次は）。
人物試験は私も苦手でしたが、練習を重ねて本番に臨めば、
案外ゆるい雰囲気でびっくりすることもあると思います。苦手
な人は何度も練習すべきだと思いました。

2019年度

鹿児島校 針原　康平さん ～鹿児島大学～

現役合格

『“同志”がいたから頑張れました』
　私は、地元で公務員として働きた　私は、地元で公務員として働きた
いという思いが元々あり、本命だっいという思いが元々あり、本命だっ
た鹿児島市に合格することができ、た鹿児島市に合格することができ、
感激しています。今後、立派な市職感激しています。今後、立派な市職
員になるように今まで以上に努力し員になるように今まで以上に努力し
ていきたいと思います。ていきたいと思います。
　公務員受験は、長く辛いものでし　公務員受験は、長く辛いものでし
た。ただ、アカデミーには、志望先はた。ただ、アカデミーには、志望先は
違えど「公務員合格」という同じ目標違えど「公務員合格」という同じ目標
を持った仲間がいます。先生方や事を持った仲間がいます。先生方や事
務局の方はもちろん、クラスの仲間務局の方はもちろん、クラスの仲間
にも支えられて最後まで頑張ることにも支えられて最後まで頑張ること
ができました。一次対策も二次対策ができました。一次対策も二次対策
も周りのみんなの頑張る姿が刺激も周りのみんなの頑張る姿が刺激
になり、自分も頑張らないといけなになり、自分も頑張らないといけな
いと、気が引き締まることも多かったいと、気が引き締まることも多かった
です。　また、仲間との情報交換、相談や何気ない話で気分転です。　また、仲間との情報交換、相談や何気ない話で気分転
換できた時間は、ストレスが溜まる受験生活では大変貴重なも換できた時間は、ストレスが溜まる受験生活では大変貴重なも
のでした。決して一人では受験生活をやり抜くことはできなかっのでした。決して一人では受験生活をやり抜くことはできなかっ
たので、アカデミーでの仲間との出会いにとても感謝しています。たので、アカデミーでの仲間との出会いにとても感謝しています。

　私は、地元で公務員として働きた
いという思いが元々あり、本命だっ
た鹿児島市に合格することができ、
感激しています。今後、立派な市職
員になるように今まで以上に努力し
ていきたいと思います。
　公務員受験は、長く辛いものでし
た。ただ、アカデミーには、志望先は
違えど「公務員合格」という同じ目標
を持った仲間がいます。先生方や事
務局の方はもちろん、クラスの仲間
にも支えられて最後まで頑張ること
ができました。一次対策も二次対策
も周りのみんなの頑張る姿が刺激
になり、自分も頑張らないといけな
いと、気が引き締まることも多かった
です。　また、仲間との情報交換、相談や何気ない話で気分転
換できた時間は、ストレスが溜まる受験生活では大変貴重なも
のでした。決して一人では受験生活をやり抜くことはできなかっ
たので、アカデミーでの仲間との出会いにとても感謝しています。

鹿児島校 久保　ほのかさん ～福岡大学～

　鹿児島市上級（一般事務） 最終合格2019年度 　鹿児島市上級（一般事務） 最終合格

『継続してやり抜くことが大事』
　講義の内容がとても分かりやす　講義の内容がとても分かりやす
かったことがよかったです。かったことがよかったです。
　大学で法律や経済を専攻していな　大学で法律や経済を専攻していな
かったので、最初は不安がありましたかったので、最初は不安がありました
が、先生方が分かりやすく教えてくだが、先生方が分かりやすく教えてくだ
さったので理解することができました。さったので理解することができました。
また、受験先の情報がたくさんあるこまた、受験先の情報がたくさんあるこ
ともよかった点です。本番の面接では、ともよかった点です。本番の面接では、
過去の質問と似たようなことが聞か過去の質問と似たようなことが聞か
れたので、かなり役立ちました。れたので、かなり役立ちました。
　勉強スタイルは人それぞれあると　勉強スタイルは人それぞれあると
思いますが、何よりも最終的に勉強思いますが、何よりも最終的に勉強
の量が合否を分けると思うので、継の量が合否を分けると思うので、継
続してやり抜くことが大事だと思いま続してやり抜くことが大事だと思いま
す。精神的にきついときは、共に勉強す。精神的にきついときは、共に勉強
している友人や家族と話をすることで少しはやわらぐと思うので、している友人や家族と話をすることで少しはやわらぐと思うので、
うまくストレス発散してください。うまくストレス発散してください。
　模試や本試験の結果に一喜一憂せずに志望先合格に向けて　模試や本試験の結果に一喜一憂せずに志望先合格に向けて
強い気持ちで頑張ってください。強い気持ちで頑張ってください。

　講義の内容がとても分かりやす
かったことがよかったです。
　大学で法律や経済を専攻していな
かったので、最初は不安がありました
が、先生方が分かりやすく教えてくだ
さったので理解することができました。
また、受験先の情報がたくさんあるこ
ともよかった点です。本番の面接では、
過去の質問と似たようなことが聞か
れたので、かなり役立ちました。
　勉強スタイルは人それぞれあると
思いますが、何よりも最終的に勉強
の量が合否を分けると思うので、継
続してやり抜くことが大事だと思いま
す。精神的にきついときは、共に勉強
している友人や家族と話をすることで少しはやわらぐと思うので、
うまくストレス発散してください。
　模試や本試験の結果に一喜一憂せずに志望先合格に向けて
強い気持ちで頑張ってください。

2019年度

鹿児島校 満留　直矢さん ～鹿児島大学～

鹿児島市・他市鹿児島市・他市合格!合格!鹿児島市・他市合格!
事務職、消防職事務職、消防職事務職、消防職

　警視庁警察官Ⅰ類　最終合格

『基礎からじっくり学ぶことができました』

2019年度

鹿児島校 﨑山　大世さん ～志學館大学～

　私は、大学3年生の5月から東アカ　私は、大学3年生の5月から東アカ
に入会しましたが、基礎からじっくに入会しましたが、基礎からじっく
り学ぶことができたので、早い時期り学ぶことができたので、早い時期
に入会して本当によかったと思いに入会して本当によかったと思い
ます。ます。
　勉強は、講義をしっかり受けて、　勉強は、講義をしっかり受けて、
帰宅後、2～3時間復習をするように帰宅後、2～3時間復習をするように
心掛けていました。また、追込みの心掛けていました。また、追込みの
時期は出たＤＡＴＡ問をひたすら解時期は出たＤＡＴＡ問をひたすら解
いて力をつけるようにしました。いて力をつけるようにしました。
　二次試験の対策では、面接練習　二次試験の対策では、面接練習
を試験直前まで何度もやっていたを試験直前まで何度もやっていた
だき感謝しています。本番では、練だき感謝しています。本番では、練
習の甲斐もあって落ち着いて質問習の甲斐もあって落ち着いて質問
に答えることができました。に答えることができました。
　体力試験対策としては、ランニングをしたりジムに通うなどし　体力試験対策としては、ランニングをしたりジムに通うなどし
て、体力の向上に努めました。て、体力の向上に努めました。
　公安系試験を目指す方は、筆記や面接対策と併せて体力　公安系試験を目指す方は、筆記や面接対策と併せて体力
づくりもしっかりやっていくことをおススメします。づくりもしっかりやっていくことをおススメします。

　私は、大学3年生の5月から東アカ
に入会しましたが、基礎からじっく
り学ぶことができたので、早い時期
に入会して本当によかったと思い
ます。
　勉強は、講義をしっかり受けて、
帰宅後、2～3時間復習をするように
心掛けていました。また、追込みの
時期は出たＤＡＴＡ問をひたすら解
いて力をつけるようにしました。
　二次試験の対策では、面接練習
を試験直前まで何度もやっていた
だき感謝しています。本番では、練
習の甲斐もあって落ち着いて質問
に答えることができました。
　体力試験対策としては、ランニングをしたりジムに通うなどし
て、体力の向上に努めました。
　公安系試験を目指す方は、筆記や面接対策と併せて体力
づくりもしっかりやっていくことをおススメします。

現役合格

　福岡県Ⅱ類（行政事務） 最終合格

『人生がかかる試験。人生で一番勉強しよう!』
　他の受験者との志望動機の差別　他の受験者との志望動機の差別
化を図るために、インターンシップ化を図るために、インターンシップ
やグループワーク等にも積極的にやグループワーク等にも積極的に
参加しました。自分自身、転職をす参加しました。自分自身、転職をす
る立場で、もう悔いが残らないくらる立場で、もう悔いが残らないくら
い何事においても全力で取り組みい何事においても全力で取り組み
ました。1つ1つを大切にし、最後まました。1つ1つを大切にし、最後ま
で 行 動 し た 結 果 が 最 終 合 格 に 繋で 行 動 し た 結 果 が 最 終 合 格 に 繋
がったと思います。　がったと思います。　
　公務員試験というのは、非常に長　公務員試験というのは、非常に長
丁場で簡単に合格するものではあ丁場で簡単に合格するものではあ
りません。本当に自分の一生がかりません。本当に自分の一生がか
かっているので、人生で一番勉強かっているので、人生で一番勉強
してください。また，結果にこだわり、してください。また，結果にこだわり、
模試では毎回1位を目指してくださ模試では毎回1位を目指してくださ
い。1位になるためにはどうすればい。1位になるためにはどうすれば
いいのかを自分で考え、あとは行動に移すだけです。上位にいいのかを自分で考え、あとは行動に移すだけです。上位に
ランクインできた時は自信やモチベーションにも繋がります。ランクインできた時は自信やモチベーションにも繋がります。
最後に、周りへの感謝を忘れずに支えてくれる人達にいい報最後に、周りへの感謝を忘れずに支えてくれる人達にいい報
告ができるように頑張ってください。告ができるように頑張ってください。

　他の受験者との志望動機の差別
化を図るために、インターンシップ
やグループワーク等にも積極的に
参加しました。自分自身、転職をす
る立場で、もう悔いが残らないくら
い何事においても全力で取り組み
ました。1つ1つを大切にし、最後ま
で 行 動 し た 結 果 が 最 終 合 格 に 繋
がったと思います。　
　公務員試験というのは、非常に長
丁場で簡単に合格するものではあ
りません。本当に自分の一生がか
かっているので、人生で一番勉強
してください。また，結果にこだわり、
模試では毎回1位を目指してくださ
い。1位になるためにはどうすれば
いいのかを自分で考え、あとは行動に移すだけです。上位に
ランクインできた時は自信やモチベーションにも繋がります。
最後に、周りへの感謝を忘れずに支えてくれる人達にいい報
告ができるように頑張ってください。

2019年度

鹿児島校 今村　直樹さん ～福岡大学～

　熊本市上級（事務職） 最終合格

『怒涛の追い込みで第一志望に合格できました』
　私は、年内はあまり計画的な勉強　私は、年内はあまり計画的な勉強
ができていませんでしたが、年明けができていませんでしたが、年明け
以降2月頃からやっと本腰を入れて以降2月頃からやっと本腰を入れて
勉強を開始しました。勉強を開始しました。
　そこからは、時間もかけて集中して　そこからは、時間もかけて集中して
計画的な勉強をするように心がけま計画的な勉強をするように心がけま
したが、怠けないように、自主勉強はしたが、怠けないように、自主勉強は
東アカの自習室を主に活用しました。東アカの自習室を主に活用しました。
周りがみんな真剣に勉強しているの周りがみんな真剣に勉強しているの
で、自分もその雰囲気にいい意味でで、自分もその雰囲気にいい意味で
のまれて、みっちり勉強することがでのまれて、みっちり勉強することがで
きました。きました。
　熊本市を受験する人と一緒に二次　熊本市を受験する人と一緒に二次
対策を行う機会がありましたが、同じ対策を行う機会がありましたが、同じ
志望先の人の意見や考え方は、参考志望先の人の意見や考え方は、参考
になる部分も多く、熊本市で働きたいという気持ちがさらに強くなになる部分も多く、熊本市で働きたいという気持ちがさらに強くな
り、本番ではうまく熱意を伝えることができたと思います。り、本番ではうまく熱意を伝えることができたと思います。
　第一志望の熊本市役所に最終合格することができて、本当によ　第一志望の熊本市役所に最終合格することができて、本当によ
かったです。支えてくださった皆さん、ありがとうございました。かったです。支えてくださった皆さん、ありがとうございました。

　私は、年内はあまり計画的な勉強
ができていませんでしたが、年明け
以降2月頃からやっと本腰を入れて
勉強を開始しました。
　そこからは、時間もかけて集中して
計画的な勉強をするように心がけま
したが、怠けないように、自主勉強は
東アカの自習室を主に活用しました。
周りがみんな真剣に勉強しているの
で、自分もその雰囲気にいい意味で
のまれて、みっちり勉強することがで
きました。
　熊本市を受験する人と一緒に二次
対策を行う機会がありましたが、同じ
志望先の人の意見や考え方は、参考
になる部分も多く、熊本市で働きたいという気持ちがさらに強くな
り、本番ではうまく熱意を伝えることができたと思います。
　第一志望の熊本市役所に最終合格することができて、本当によ
かったです。支えてくださった皆さん、ありがとうございました。

2019年度

鹿児島校 甲斐　美咲さん ～鹿児島大学～

現役合格

『他校舎との連携でより多くの対策ができました』

鹿児島校 吉田　光希さん ～鹿児島大学～

　熊本県上級（行政） 最終合格2019年度

　東京アカデミーでは、充実した講義　東京アカデミーでは、充実した講義
を受けられ、サポートも手厚く、一緒を受けられ、サポートも手厚く、一緒
に頑張れる友達がいたことが特によに頑張れる友達がいたことが特によ
かったです。また、面接や集団討論かったです。また、面接や集団討論
は、熊本校でも練習でき、より多くのは、熊本校でも練習でき、より多くの
情報を得ることができました。情報を得ることができました。
　一次に向けては講義を必ず受ける　一次に向けては講義を必ず受ける
ようにして、講義の後に必ず出た問ようにして、講義の後に必ず出た問
を使い、夜か朝に講義の復習をするを使い、夜か朝に講義の復習をする
という形をとっていました。2月ごろかという形をとっていました。2月ごろか
らは講義よりも先の内容を予習し、らは講義よりも先の内容を予習し、
講義を復習の時間に使いました。予講義を復習の時間に使いました。予
習して、また復習するという形でとて習して、また復習するという形でとて
も頭に入ってくるようになりました。まも頭に入ってくるようになりました。ま
た、模試も必ず受けて出来た所、出た、模試も必ず受けて出来た所、出
来なかった所どちらにも焦点をおい来なかった所どちらにも焦点をおい
て実力を確かめました。て実力を確かめました。
　勉強は毎日怠らずしっかり行い、その上でしっかり休みをとるこ　勉強は毎日怠らずしっかり行い、その上でしっかり休みをとるこ
とが大事です。オンとオフを分けていかないと、必ずどこかでパンとが大事です。オンとオフを分けていかないと、必ずどこかでパン
クすると思います。その辺を大事にすれば合格できるはずです。クすると思います。その辺を大事にすれば合格できるはずです。

　東京アカデミーでは、充実した講義
を受けられ、サポートも手厚く、一緒
に頑張れる友達がいたことが特によ
かったです。また、面接や集団討論
は、熊本校でも練習でき、より多くの
情報を得ることができました。
　一次に向けては講義を必ず受ける
ようにして、講義の後に必ず出た問
を使い、夜か朝に講義の復習をする
という形をとっていました。2月ごろか
らは講義よりも先の内容を予習し、
講義を復習の時間に使いました。予
習して、また復習するという形でとて
も頭に入ってくるようになりました。ま
た、模試も必ず受けて出来た所、出
来なかった所どちらにも焦点をおい
て実力を確かめました。
　勉強は毎日怠らずしっかり行い、その上でしっかり休みをとるこ
とが大事です。オンとオフを分けていかないと、必ずどこかでパン
クすると思います。その辺を大事にすれば合格できるはずです。

現役合格

現役合格

『メリハリをつけた勉強がおススメ』
　毎日の講義で勉強する習慣とコツ　毎日の講義で勉強する習慣とコツ
をつかむことを身につけました。をつかむことを身につけました。
　面接は面接カードの添削や面接　面接は面接カードの添削や面接
練習等で東アカを大いに活用しま練習等で東アカを大いに活用しま
した。面接用のノートを作って言いした。面接用のノートを作って言い
たいことをまとめたり、インターネッたいことをまとめたり、インターネッ
ト等で集めた自治体の情報を書くト等で集めた自治体の情報を書く
ことなどもしました。とにかく何回もことなどもしました。とにかく何回も
予約して練習しましたが、面接練習予約して練習しましたが、面接練習
などの二次試験対策がとても丁寧などの二次試験対策がとても丁寧
で役立ち、自信がつきました。で役立ち、自信がつきました。
　また、ガイダンス等でやるべきこ　また、ガイダンス等でやるべきこ
とを再確認できた点も良かったでとを再確認できた点も良かったで
す。すべきことを教えてもらえたりす。すべきことを教えてもらえたり
聞いたりできるため、勉強に集中聞いたりできるため、勉強に集中
することができました。することができました。
　不安になることも多いと思いますが、周囲を気にせずにしっ　不安になることも多いと思いますが、周囲を気にせずにしっ
かり毎日コツコツやれば必ず結果はついてくると思います。１かり毎日コツコツやれば必ず結果はついてくると思います。１
日にやる範囲を決めてそれが終われば息抜きをするなどメリ日にやる範囲を決めてそれが終われば息抜きをするなどメリ
ハリをつけて勉強するのがおすすめです。頑張ってください。ハリをつけて勉強するのがおすすめです。頑張ってください。

　毎日の講義で勉強する習慣とコツ
をつかむことを身につけました。
　面接は面接カードの添削や面接
練習等で東アカを大いに活用しま
した。面接用のノートを作って言い
たいことをまとめたり、インターネッ
ト等で集めた自治体の情報を書く
ことなどもしました。とにかく何回も
予約して練習しましたが、面接練習
などの二次試験対策がとても丁寧
で役立ち、自信がつきました。
　また、ガイダンス等でやるべきこ
とを再確認できた点も良かったで
す。すべきことを教えてもらえたり
聞いたりできるため、勉強に集中
することができました。
　不安になることも多いと思いますが、周囲を気にせずにしっ
かり毎日コツコツやれば必ず結果はついてくると思います。１
日にやる範囲を決めてそれが終われば息抜きをするなどメリ
ハリをつけて勉強するのがおすすめです。頑張ってください。

鹿児島校 若田　隆太さん

現役合格

～鹿児島大学～

　熊本県上級（水産） 最終合格2019年度

　熊本県上級（農学） 最終合格

『自分に合った勉強法を見つることが合格の鍵』

2019年度

鹿児島校 長田　萌里さん ～鹿児島大学～

　合格者座談会であったり説明会等　合格者座談会であったり説明会等
定期的に開催されるので、モチベー定期的に開催されるので、モチベー
ションが保てると思います。また、講ションが保てると思います。また、講
義も丁寧で分かりやすく、ポイントを義も丁寧で分かりやすく、ポイントを
絞った解説や解法をレクチャーして下絞った解説や解法をレクチャーして下
さるので、重要ポイントを理解しながさるので、重要ポイントを理解しなが
ら勉強できました。また、模試を活用ら勉強できました。また、模試を活用
することで自分自身の現在の実力把することで自分自身の現在の実力把
握だけでなく、弱点克服につなげるこ握だけでなく、弱点克服につなげるこ
とができ、それらをノートにまとめていとができ、それらをノートにまとめてい
くことで試験当日にも見直すことがでくことで試験当日にも見直すことがで
きたため、自信を持って試験に臨むきたため、自信を持って試験に臨む
ことができました。ことができました。
　合格までの間、勉強面以外でも説　合格までの間、勉強面以外でも説
明会、イベント、自習室の開放等、手明会、イベント、自習室の開放等、手
厚いフォローが充実しておりとても良厚いフォローが充実しておりとても良
かったです。かったです。
　勉強法については座談会であったり、説明会に積極的に参加し　勉強法については座談会であったり、説明会に積極的に参加し
て、合格した方の勉強法を沢山聞き、いい所は盗み自分自身にて、合格した方の勉強法を沢山聞き、いい所は盗み自分自身に
合った勉強法を見つけていくことが合格の鍵になると思います。合った勉強法を見つけていくことが合格の鍵になると思います。

　合格者座談会であったり説明会等
定期的に開催されるので、モチベー
ションが保てると思います。また、講
義も丁寧で分かりやすく、ポイントを
絞った解説や解法をレクチャーして下
さるので、重要ポイントを理解しなが
ら勉強できました。また、模試を活用
することで自分自身の現在の実力把
握だけでなく、弱点克服につなげるこ
とができ、それらをノートにまとめてい
くことで試験当日にも見直すことがで
きたため、自信を持って試験に臨む
ことができました。
　合格までの間、勉強面以外でも説
明会、イベント、自習室の開放等、手
厚いフォローが充実しておりとても良
かったです。
　勉強法については座談会であったり、説明会に積極的に参加し
て、合格した方の勉強法を沢山聞き、いい所は盗み自分自身に
合った勉強法を見つけていくことが合格の鍵になると思います。

現役合格現役合格



『東アカでの勉強が合格に直結』
　強制的に勉強しなければならない　強制的に勉強しなければならない
環境に身を置くことで、効率よく勉強環境に身を置くことで、効率よく勉強
することができました。自分自身をすることができました。自分自身を
しっかり管理することは難しいことなしっかり管理することは難しいことな
ので、東アカで勉強できたことが、合ので、東アカで勉強できたことが、合
格に直結したと思っています。格に直結したと思っています。
　また、東アカには友人も一緒に通っ　また、東アカには友人も一緒に通っ
ていたのですが、同じ目標に向かっていたのですが、同じ目標に向かっ
て勉強する仲間の存在は本当に大きて勉強する仲間の存在は本当に大き
く、もし、友人たちがいなかったら最く、もし、友人たちがいなかったら最
後まで頑張ることができなかったかも後まで頑張ることができなかったかも
しれません。しれません。
　尚、一次試験の対策も重要ですが、　尚、一次試験の対策も重要ですが、
二次試験で公務員になれるかどうか二次試験で公務員になれるかどうか
決まるので、更に重要です。私は、東決まるので、更に重要です。私は、東
アカの二次対策冊子や面接指導を活用するのはもちろんのこと、アカの二次対策冊子や面接指導を活用するのはもちろんのこと、
面接練習は、友達同士で大学でも何度も行いました。面接練習は、友達同士で大学でも何度も行いました。
　公務員受験は長く厳しい闘いですが、最後まで諦めずに頑張っ　公務員受験は長く厳しい闘いですが、最後まで諦めずに頑張っ
てください。てください。

　強制的に勉強しなければならない
環境に身を置くことで、効率よく勉強
することができました。自分自身を
しっかり管理することは難しいことな
ので、東アカで勉強できたことが、合
格に直結したと思っています。
　また、東アカには友人も一緒に通っ
ていたのですが、同じ目標に向かっ
て勉強する仲間の存在は本当に大き
く、もし、友人たちがいなかったら最
後まで頑張ることができなかったかも
しれません。
　尚、一次試験の対策も重要ですが、
二次試験で公務員になれるかどうか
決まるので、更に重要です。私は、東
アカの二次対策冊子や面接指導を活用するのはもちろんのこと、
面接練習は、友達同士で大学でも何度も行いました。
　公務員受験は長く厳しい闘いですが、最後まで諦めずに頑張っ
てください。

鹿児島校 田中　元貴さん ～鹿児島大学～

現役合格

　鹿児島市上級（一般事務） 最終合格2019年度

　鹿児島市上級（一般事務） 最終合格

『一番前の中央の席で講義に集中』
　大学の学内講座と比べて受講料が　大学の学内講座と比べて受講料が
安く、自習室もあり、質問にも行きや安く、自習室もあり、質問にも行きや
すい勉強に集中できる環境がアカデすい勉強に集中できる環境がアカデ
ミーは整っていました。ミーは整っていました。
　私は、講義を大切にしようと思い、　私は、講義を大切にしようと思い、
一番前の中央の席で講義を受けま一番前の中央の席で講義を受けま
した。講師の先生の目の前だと集した。講師の先生の目の前だと集
中して講義を受けることができまし中して講義を受けることができまし
た。　また、先生方や事務局の方にた。　また、先生方や事務局の方に
顔を覚えてもらえるので、質問にも顔を覚えてもらえるので、質問にも
行きやすくなりました。教室の前方行きやすくなりました。教室の前方
の席には意欲のある人が集まるのの席には意欲のある人が集まるの
で、そういった人と仲良くなり、情報で、そういった人と仲良くなり、情報
交換したりして切磋琢磨できて本交換したりして切磋琢磨できて本
当によかったです。当によかったです。
　自分のことは自分がよくわかっていると思います。自分に合った　自分のことは自分がよくわかっていると思います。自分に合った
方法で、自分に必要だと思う量を思い切り勉強して合格を掴み方法で、自分に必要だと思う量を思い切り勉強して合格を掴み
とってください。応援しています。とってください。応援しています。

　大学の学内講座と比べて受講料が
安く、自習室もあり、質問にも行きや
すい勉強に集中できる環境がアカデ
ミーは整っていました。
　私は、講義を大切にしようと思い、
一番前の中央の席で講義を受けま
した。講師の先生の目の前だと集
中して講義を受けることができまし
た。　また、先生方や事務局の方に
顔を覚えてもらえるので、質問にも
行きやすくなりました。教室の前方
の席には意欲のある人が集まるの
で、そういった人と仲良くなり、情報
交換したりして切磋琢磨できて本
当によかったです。
　自分のことは自分がよくわかっていると思います。自分に合った
方法で、自分に必要だと思う量を思い切り勉強して合格を掴み
とってください。応援しています。

現役合格

2019年度

鹿児島校 浜崎　麗さん ～鹿児島大学～

　鹿児島市上級（一般事務） 最終合格

『受験の１から100まで教えていただきました』
　はじめての1次、2試験、すべての対　はじめての1次、2試験、すべての対
策について1から100まで順を追って策について1から100まで順を追って
わかりやすく教えていただきました。わかりやすく教えていただきました。
　鹿児島市は、2次試験で、集団討論、　鹿児島市は、2次試験で、集団討論、
集団面接、個別面接が実施されます集団面接、個別面接が実施されます
が、実施形式や過去の質問例、重要が、実施形式や過去の質問例、重要
ポイントなど、だいたいの知識があるポイントなど、だいたいの知識がある
だけでも違うのに、とても詳細な情報だけでも違うのに、とても詳細な情報
を事前に把握できた上で対策もしてを事前に把握できた上で対策もして
いただき、かなりのアドバンテージをいただき、かなりのアドバンテージを
もらって試験に臨めたと感じます。もらって試験に臨めたと感じます。
　勉強に関しては、授業をしっかり受　勉強に関しては、授業をしっかり受
け、準拠テキストをとにかく読み込んけ、準拠テキストをとにかく読み込ん
で、ノートにまとめるというのを繰り返で、ノートにまとめるというのを繰り返
しました。出た問をとにかくこなすことしました。出た問をとにかくこなすこと
も大事ですが、準拠テキストを読みこも大事ですが、準拠テキストを読みこ
む勉強もおススメです。む勉強もおススメです。
　勉強は、やはり時間と量の確保が大事だと思います。もちろん　勉強は、やはり時間と量の確保が大事だと思います。もちろん
ずっと勉強ばかりはできませんので、友達と飲みに行くなど息抜ずっと勉強ばかりはできませんので、友達と飲みに行くなど息抜
きもして気分転換をすることも大切です。きもして気分転換をすることも大切です。

　はじめての1次、2試験、すべての対
策について1から100まで順を追って
わかりやすく教えていただきました。
　鹿児島市は、2次試験で、集団討論、
集団面接、個別面接が実施されます
が、実施形式や過去の質問例、重要
ポイントなど、だいたいの知識がある
だけでも違うのに、とても詳細な情報
を事前に把握できた上で対策もして
いただき、かなりのアドバンテージを
もらって試験に臨めたと感じます。
　勉強に関しては、授業をしっかり受
け、準拠テキストをとにかく読み込ん
で、ノートにまとめるというのを繰り返
しました。出た問をとにかくこなすこと
も大事ですが、準拠テキストを読みこ
む勉強もおススメです。
　勉強は、やはり時間と量の確保が大事だと思います。もちろん
ずっと勉強ばかりはできませんので、友達と飲みに行くなど息抜
きもして気分転換をすることも大切です。

2019年度

鹿児島校 下尾　侑也さん ～鹿児島大学～

現役合格

　鹿児島市上級（一般事務） 最終合格

『「出たＤＡＴＡ問」を何周も解いて力がつきました』
　教養は頻出度が高いところを重　教養は頻出度が高いところを重
点的に取り扱っていただき効率的点的に取り扱っていただき効率的
に勉強することができ、専門は詳しに勉強することができ、専門は詳し
く掘り下げてやっていただき理解しく掘り下げてやっていただき理解し
やすかったです。やすかったです。
　自主勉強にはDATA問を一番使っ　自主勉強にはDATA問を一番使っ
ていました。頻出度が書かれていていました。頻出度が書かれてい
たので、頻出度が高いところは間たので、頻出度が高いところは間
違いがなくなるまで何回も繰り返し違いがなくなるまで何回も繰り返し
解き、何周もしたことで力がついた解き、何周もしたことで力がついた
と思います。模試も何回も受験し、と思います。模試も何回も受験し、
自分の実力が分かり、モチベーショ自分の実力が分かり、モチベーショ
ンにつなげられてよかったです。ンにつなげられてよかったです。
　尚、集団討論練習を直前に東ア　尚、集団討論練習を直前に東ア
カでやりましたが、やっていたおかカでやりましたが、やっていたおか
げで本番は焦らずにすみました。げで本番は焦らずにすみました。
　筆記は日々の積み重ねだと思います。やることが多いので　筆記は日々の積み重ねだと思います。やることが多いので
計画的にすることが大事です。公務員試験は民間と比べて始計画的にすることが大事です。公務員試験は民間と比べて始
まるのも終わるのも遅いですが、周りを気にせずに自分がやまるのも終わるのも遅いですが、周りを気にせずに自分がや
るべきことをすれば大丈夫だと思います。るべきことをすれば大丈夫だと思います。

　教養は頻出度が高いところを重
点的に取り扱っていただき効率的
に勉強することができ、専門は詳し
く掘り下げてやっていただき理解し
やすかったです。
　自主勉強にはDATA問を一番使っ
ていました。頻出度が書かれてい
たので、頻出度が高いところは間
違いがなくなるまで何回も繰り返し
解き、何周もしたことで力がついた
と思います。模試も何回も受験し、
自分の実力が分かり、モチベーショ
ンにつなげられてよかったです。
　尚、集団討論練習を直前に東ア
カでやりましたが、やっていたおか
げで本番は焦らずにすみました。
　筆記は日々の積み重ねだと思います。やることが多いので
計画的にすることが大事です。公務員試験は民間と比べて始
まるのも終わるのも遅いですが、周りを気にせずに自分がや
るべきことをすれば大丈夫だと思います。

現役合格

2019年度

鹿児島校 福谷　日奈子さん ～鹿児島大学～

『東アカは自分を奮い立たせる環境が整っている』
　私が鹿児島市消防を志望したのは、　私が鹿児島市消防を志望したのは、
人の命を救う仕事がしたいと思って人の命を救う仕事がしたいと思って
いたからです。いたからです。
　勉強は、模試を活用して、今の自　勉強は、模試を活用して、今の自
分の実力をしっかりと分析するよう分の実力をしっかりと分析するよう
にしていました。順位や偏差値、判にしていました。順位や偏差値、判
定は一切気にせず、ただ自分の成定は一切気にせず、ただ自分の成
績を上げるにはどうしたらよいかだ績を上げるにはどうしたらよいかだ
けを考えるようにしていました。けを考えるようにしていました。
　東京アカデミーは、とにかくたくさ　東京アカデミーは、とにかくたくさ
んの情報が集まっていること、そしんの情報が集まっていること、そし
て、何でも相談できる環境が整ってて、何でも相談できる環境が整って
いるところがすごく心強かったです。いるところがすごく心強かったです。
　最後まで粘り強く、諦めずに勉強　最後まで粘り強く、諦めずに勉強
に励むことが目標達成に近づく方に励むことが目標達成に近づく方
法です。しっかりと「準備」を怠らず、法です。しっかりと「準備」を怠らず、
失敗を次に生かすこともすごく大切だと思います。東京アカデ失敗を次に生かすこともすごく大切だと思います。東京アカデ
ミーは同じ志を持ったライバルがたくさんおり、自分を奮い立ミーは同じ志を持ったライバルがたくさんおり、自分を奮い立
たせてくれる環境が整っています。自分の決めた道を自分のたせてくれる環境が整っています。自分の決めた道を自分の
信じた方法で頑張って下さい。信じた方法で頑張って下さい。

　私が鹿児島市消防を志望したのは、
人の命を救う仕事がしたいと思って
いたからです。
　勉強は、模試を活用して、今の自
分の実力をしっかりと分析するよう
にしていました。順位や偏差値、判
定は一切気にせず、ただ自分の成
績を上げるにはどうしたらよいかだ
けを考えるようにしていました。
　東京アカデミーは、とにかくたくさ
んの情報が集まっていること、そし
て、何でも相談できる環境が整って
いるところがすごく心強かったです。
　最後まで粘り強く、諦めずに勉強
に励むことが目標達成に近づく方
法です。しっかりと「準備」を怠らず、
失敗を次に生かすこともすごく大切だと思います。東京アカデ
ミーは同じ志を持ったライバルがたくさんおり、自分を奮い立
たせてくれる環境が整っています。自分の決めた道を自分の
信じた方法で頑張って下さい。

鹿児島校 真井　大樹さん ～鹿屋体育大学～

　鹿児島市消防吏員Ａ 最終合格2019年度

『東アカで完全に受験生モードになれました』

鹿児島校 田辺　廉さん ～鹿児島国際大学～

　初めは講義だけ受けに行ってい　初めは講義だけ受けに行ってい
ましたが、途中からは昼に自習室ましたが、途中からは昼に自習室
も活用するようになりました。講義も活用するようになりました。講義
でやったところはその日のうちか次でやったところはその日のうちか次
の日の朝に必ず復習をしました。の日の朝に必ず復習をしました。
1日の自主学習の時間は4～5時間1日の自主学習の時間は4～5時間
くらいでした。くらいでした。
　勉強せざるを得ない状況に身を　勉強せざるを得ない状況に身を
投じることで、受験生モードに常に投じることで、受験生モードに常に
入ることができ、いつでも勉強がで入ることができ、いつでも勉強がで
きる場所を確保できたのでとてもきる場所を確保できたのでとても
助かりました。助かりました。
　最終合格のためのポイントとして、　最終合格のためのポイントとして、
二次試験の面接の時に、「元気よく、二次試験の面接の時に、「元気よく、
ハキハキと話す」というのが1番大ハキハキと話す」というのが1番大
事なのかもしれません。事なのかもしれません。
　講義は休まずきちんと行くことと、復習は必ずすること、そし　講義は休まずきちんと行くことと、復習は必ずすること、そし
て休憩、休養をある程度とることも大切だと思います。最後にて休憩、休養をある程度とることも大切だと思います。最後に
は、いつ試験を受けても大丈夫と思えるところまで気持ちをは、いつ試験を受けても大丈夫と思えるところまで気持ちを
もっていけるよう精一杯頑張って下さい。もっていけるよう精一杯頑張って下さい。

　初めは講義だけ受けに行ってい
ましたが、途中からは昼に自習室
も活用するようになりました。講義
でやったところはその日のうちか次
の日の朝に必ず復習をしました。
1日の自主学習の時間は4～5時間
くらいでした。
　勉強せざるを得ない状況に身を
投じることで、受験生モードに常に
入ることができ、いつでも勉強がで
きる場所を確保できたのでとても
助かりました。
　最終合格のためのポイントとして、
二次試験の面接の時に、「元気よく、
ハキハキと話す」というのが1番大
事なのかもしれません。
　講義は休まずきちんと行くことと、復習は必ずすること、そし
て休憩、休養をある程度とることも大切だと思います。最後に
は、いつ試験を受けても大丈夫と思えるところまで気持ちを
もっていけるよう精一杯頑張って下さい。

　鹿児島市消防吏員Ａ 最終合格2019年度

現役合格

　鹿屋市上級（一般事務） 最終合格

『先生方の指導で理解が早まりました』
　地元で働き、地元の方々に恩返　地元で働き、地元の方々に恩返
しをしたかったため鹿屋市役所をしをしたかったため鹿屋市役所を
受験しました。受験しました。
　独学では限界があると感じていた　独学では限界があると感じていた
ため、東京アカデミーに入会しましため、東京アカデミーに入会しまし
たが、先生方の指導を通してよりたが、先生方の指導を通してより
理解する時間を早めることができ、理解する時間を早めることができ、
本当によかったです。本当によかったです。
　勉強は、講義をしっかりと聞き、　勉強は、講義をしっかりと聞き、
模試や出た問を通して実践練習を模試や出た問を通して実践練習を
し、その後復習するという流れで対し、その後復習するという流れで対
策を行いました。策を行いました。
　わからないところは、テキストを見　わからないところは、テキストを見
返したり、先生方へ質問をしたりす返したり、先生方へ質問をしたりす
ることで解決できました。ることで解決できました。
　今後公務員を目指す方は、自分にあった学習方法、解き方　今後公務員を目指す方は、自分にあった学習方法、解き方
を早く見つけてください。また、きつい時にはたまに息抜きをを早く見つけてください。また、きつい時にはたまに息抜きを
し、しっかりとメリハリのある勉強をしてください。し、しっかりとメリハリのある勉強をしてください。

　地元で働き、地元の方々に恩返
しをしたかったため鹿屋市役所を
受験しました。
　独学では限界があると感じていた
ため、東京アカデミーに入会しまし
たが、先生方の指導を通してより
理解する時間を早めることができ、
本当によかったです。
　勉強は、講義をしっかりと聞き、
模試や出た問を通して実践練習を
し、その後復習するという流れで対
策を行いました。
　わからないところは、テキストを見
返したり、先生方へ質問をしたりす
ることで解決できました。
　今後公務員を目指す方は、自分にあった学習方法、解き方
を早く見つけてください。また、きつい時にはたまに息抜きを
し、しっかりとメリハリのある勉強をしてください。

現役合格

2019年度

鹿児島校 松田　英嵩さん ～鹿児島国際大学～

　日田市（一般事務Ａ） 最終合格

『「講義」⇒「復習」がセットと思い勉強しよう』
　勉強は出たDATA問とテキストを特　勉強は出たDATA問とテキストを特
に活用していました。特に一般教養に活用していました。特に一般教養
は何度も問題を通り、専門は講義では何度も問題を通り、専門は講義で
理解が追い付くように1回1回を集中理解が追い付くように1回1回を集中
して取り組みました。私は理系的な教して取り組みました。私は理系的な教
科が苦手だったので、経済などは教科が苦手だったので、経済などは教
科書を何度も通ったり書いたりしてい科書を何度も通ったり書いたりしてい
ました。ました。
　民法や行政法を初めてしっかり学　民法や行政法を初めてしっかり学
んだのですが、勉強の入りがすんんだのですが、勉強の入りがすん
なりいったことと細かく教えて下さなりいったことと細かく教えて下さ
るので着々と知識が付けられたとるので着々と知識が付けられたと
思います。アカデミーじゃなければ思います。アカデミーじゃなければ
とっかかりでつまずいたり、挫折しとっかかりでつまずいたり、挫折し
ていただろうなと思います。ていただろうなと思います。
　私は本格的に勉強を取り組み始　私は本格的に勉強を取り組み始
めたのが遅く、また、復習がおろそかになることが多かったりめたのが遅く、また、復習がおろそかになることが多かったり
と少し後悔が残っています。これから受験する皆さんは講義と少し後悔が残っています。これから受験する皆さんは講義
→復習までが勉強と思って頑張ってほしいと思います。正直→復習までが勉強と思って頑張ってほしいと思います。正直
とてもきつかったですが、頑張ってよかったと心から思えます。とてもきつかったですが、頑張ってよかったと心から思えます。

　勉強は出たDATA問とテキストを特
に活用していました。特に一般教養
は何度も問題を通り、専門は講義で
理解が追い付くように1回1回を集中
して取り組みました。私は理系的な教
科が苦手だったので、経済などは教
科書を何度も通ったり書いたりしてい
ました。
　民法や行政法を初めてしっかり学
んだのですが、勉強の入りがすん
なりいったことと細かく教えて下さ
るので着々と知識が付けられたと
思います。アカデミーじゃなければ
とっかかりでつまずいたり、挫折し
ていただろうなと思います。
　私は本格的に勉強を取り組み始
めたのが遅く、また、復習がおろそかになることが多かったり
と少し後悔が残っています。これから受験する皆さんは講義
→復習までが勉強と思って頑張ってほしいと思います。正直
とてもきつかったですが、頑張ってよかったと心から思えます。

2019年度

鹿児島校 日野　杏奈さん ～鹿児島大学～

現役合格

　出水市（一般事務職） 最終合格

『東アカで多くのことを学ぶことができました』
　地元の出水市で貢献したいという　地元の出水市で貢献したいという
思いが強くなり、出水市役所で働く思いが強くなり、出水市役所で働く
ことを決めました。ことを決めました。
　東京アカデミーでは、先生方に丁　東京アカデミーでは、先生方に丁
寧に分かりやすく授業を教えていた寧に分かりやすく授業を教えていた
だきました。また、試験概要や勉強だきました。また、試験概要や勉強
方法、併願方法など公務員受験に方法、併願方法など公務員受験に
関する様々な情報も得ることができ、関する様々な情報も得ることができ、
努力する大切さも学びました。大学努力する大切さも学びました。大学
の講座や独学では、ここまで多くのの講座や独学では、ここまで多くの
情報を得たり、学んだりすることはで情報を得たり、学んだりすることはで
きなかったと本当に思います。きなかったと本当に思います。
　公務員受験は、ひとりではなく、周　公務員受験は、ひとりではなく、周
囲の支えが必要です。分からないこ囲の支えが必要です。分からないこ
とや悩んだりした時は、事務局や先とや悩んだりした時は、事務局や先
生方、友人等にも相談することが大切だと思います。　生方、友人等にも相談することが大切だと思います。　
　面接では明るさや笑顔が大切だと感じました。辛い時もありま　面接では明るさや笑顔が大切だと感じました。辛い時もありま
すが、くじけず前向きに明るさを忘れず頑張ってください！すが、くじけず前向きに明るさを忘れず頑張ってください！

　地元の出水市で貢献したいという
思いが強くなり、出水市役所で働く
ことを決めました。
　東京アカデミーでは、先生方に丁
寧に分かりやすく授業を教えていた
だきました。また、試験概要や勉強
方法、併願方法など公務員受験に
関する様々な情報も得ることができ、
努力する大切さも学びました。大学
の講座や独学では、ここまで多くの
情報を得たり、学んだりすることはで
きなかったと本当に思います。
　公務員受験は、ひとりではなく、周
囲の支えが必要です。分からないこ
とや悩んだりした時は、事務局や先
生方、友人等にも相談することが大切だと思います。　
　面接では明るさや笑顔が大切だと感じました。辛い時もありま
すが、くじけず前向きに明るさを忘れず頑張ってください！

2019年度

鹿児島校 徳田　康平さん ～鹿児島大学～

現役合格

『「まず思う」こと』

鹿児島校 橋口　大輝さん ～志學館大学～

2019年度　日置市一般事務Ａ　　　　　　最終合格（大学新卒者）

　東アカは試験についての情報量が　東アカは試験についての情報量が
多いので多くの事を知ることができま多いので多くの事を知ることができま
した。面接や小論も自分が納得できした。面接や小論も自分が納得でき
るまででき、集団討論も事前にどんるまででき、集団討論も事前にどん
な形式なのなか分かっている状態でな形式なのなか分かっている状態で
試験に臨めたのは大きかったです。試験に臨めたのは大きかったです。
　最終合格できたポイントは、３次　最終合格できたポイントは、３次
面接前に元気よく話してくださいと面接前に元気よく話してくださいと
言われてそれができたことだと思言われてそれができたことだと思
います。います。
　自分は稲盛和夫さんの「まず思　自分は稲盛和夫さんの「まず思
う」ということを意識してきました。う」ということを意識してきました。
これは自分の最終的な目標を強くこれは自分の最終的な目標を強く
思い、カラーで細かい所までイメー思い、カラーで細かい所までイメー
ジをできるようになれば、そこに辿ジをできるようになれば、そこに辿
り着くには何をすれば良いか見えり着くには何をすれば良いか見え
てくるという意味があります。目標を掲げたら寝ても覚めてもてくるという意味があります。目標を掲げたら寝ても覚めても
それしか考えないくらい強く思い、そこに至るために必要なこそれしか考えないくらい強く思い、そこに至るために必要なこ
とが見えたら、それをこなすだけだと思います。正直しんどいとが見えたら、それをこなすだけだと思います。正直しんどい
ですが、数ヵ月の辛抱です。頑張ってください。ですが、数ヵ月の辛抱です。頑張ってください。
　　

　東アカは試験についての情報量が
多いので多くの事を知ることができま
した。面接や小論も自分が納得でき
るまででき、集団討論も事前にどん
な形式なのなか分かっている状態で
試験に臨めたのは大きかったです。
　最終合格できたポイントは、３次
面接前に元気よく話してくださいと
言われてそれができたことだと思
います。
　自分は稲盛和夫さんの「まず思
う」ということを意識してきました。
これは自分の最終的な目標を強く
思い、カラーで細かい所までイメー
ジをできるようになれば、そこに辿
り着くには何をすれば良いか見え
てくるという意味があります。目標を掲げたら寝ても覚めても
それしか考えないくらい強く思い、そこに至るために必要なこ
とが見えたら、それをこなすだけだと思います。正直しんどい
ですが、数ヵ月の辛抱です。頑張ってください。
　

現役合格

　長崎市上級（事務大学） 最終合格

『受験は友人たちと一緒に戦う“団体戦”』
　東アカはその分野の専門のスペ　東アカはその分野の専門のスペ
シャリストが勉強を教えてくれるのシャリストが勉強を教えてくれるの
で、学内講座と比較して吸収するで、学内講座と比較して吸収する
知識量と理解のしやすさ等が優れ知識量と理解のしやすさ等が優れ
ていたと思います。ていたと思います。
　講義は休まずに受けることを心掛　講義は休まずに受けることを心掛
け、講義が始まる時間までは自主け、講義が始まる時間までは自主
学習を取り組むように早めに東ア学習を取り組むように早めに東ア
カに行っていました。カに行っていました。
　精神面に関しては、「受験は団体　精神面に関しては、「受験は団体
戦」の気持ちを忘れないことが大事戦」の気持ちを忘れないことが大事
であると考えています。自習していであると考えています。自習してい
る時も、講義を受けている時も、周る時も、講義を受けている時も、周
りを見渡せば友人が頑張っているりを見渡せば友人が頑張っている
ので、自分も頑張ろうという気持ちので、自分も頑張ろうという気持ち
になっていました。また、昼の休憩になっていました。また、昼の休憩
の時には近くのお店にランチに行っていたので、そこで友人との時には近くのお店にランチに行っていたので、そこで友人と
話をすることで、ストレス解消にもなっていました、周りの人と話をすることで、ストレス解消にもなっていました、周りの人と
助け合って就活を乗り越えることが私は大切であると考えて助け合って就活を乗り越えることが私は大切であると考えて
います。います。

　東アカはその分野の専門のスペ
シャリストが勉強を教えてくれるの
で、学内講座と比較して吸収する
知識量と理解のしやすさ等が優れ
ていたと思います。
　講義は休まずに受けることを心掛
け、講義が始まる時間までは自主
学習を取り組むように早めに東ア
カに行っていました。
　精神面に関しては、「受験は団体
戦」の気持ちを忘れないことが大事
であると考えています。自習してい
る時も、講義を受けている時も、周
りを見渡せば友人が頑張っている
ので、自分も頑張ろうという気持ち
になっていました。また、昼の休憩
の時には近くのお店にランチに行っていたので、そこで友人と
話をすることで、ストレス解消にもなっていました、周りの人と
助け合って就活を乗り越えることが私は大切であると考えて
います。

2019年度

鹿児島校 本嶋　太貴さん ～鹿児島大学～

現役合格現役合格

　指宿市上級（一般事務） 最終合格

『面接で熱意を伝える準備をしっかりしよう』
　同じ目標を持った方々と一緒に授　同じ目標を持った方々と一緒に授
業を受けることで刺激を受けましたし、業を受けることで刺激を受けましたし、
モチベーションも上がりました。ただモチベーションも上がりました。ただ
机に向かって黙々と勉強するのでは机に向かって黙々と勉強するのでは
なく、生講義を受けることにより緊張なく、生講義を受けることにより緊張
感・集中力を持って勉強ができたの感・集中力を持って勉強ができたの
で良かったです。で良かったです。
　指宿市の面接カードにはボランティ　指宿市の面接カードにはボランティ
ア活動・クラブ活動についての記入ア活動・クラブ活動についての記入
が多かったため、細かく質問されてもが多かったため、細かく質問されても
困らないように、以前のスケジュール困らないように、以前のスケジュール
帳や写真等を見返しながら、1つ1つ帳や写真等を見返しながら、1つ1つ
整理しておきました。また、指宿市役整理しておきました。また、指宿市役
所でしかできないことを把握するため所でしかできないことを把握するため
に市の政策についてホームページかに市の政策についてホームページか
ら印刷し、関心のある政策についてら印刷し、関心のある政策について
印をつけ、自分ならどんなことが活か印をつけ、自分ならどんなことが活か
せて、どんな風に働いていきたいかというイメージ像を思い浮かせて、どんな風に働いていきたいかというイメージ像を思い浮か
べ、自己PRにつなげるようにしました。絶対に指宿市役所で働きべ、自己PRにつなげるようにしました。絶対に指宿市役所で働き
たい、指宿市役所でないといけない、という理由を明確に伝えたたい、指宿市役所でないといけない、という理由を明確に伝えた
ことで合格できたのではないかと思います。ことで合格できたのではないかと思います。

　同じ目標を持った方々と一緒に授
業を受けることで刺激を受けましたし、
モチベーションも上がりました。ただ
机に向かって黙々と勉強するのでは
なく、生講義を受けることにより緊張
感・集中力を持って勉強ができたの
で良かったです。
　指宿市の面接カードにはボランティ
ア活動・クラブ活動についての記入
が多かったため、細かく質問されても
困らないように、以前のスケジュール
帳や写真等を見返しながら、1つ1つ
整理しておきました。また、指宿市役
所でしかできないことを把握するため
に市の政策についてホームページか
ら印刷し、関心のある政策について
印をつけ、自分ならどんなことが活か
せて、どんな風に働いていきたいかというイメージ像を思い浮か
べ、自己PRにつなげるようにしました。絶対に指宿市役所で働き
たい、指宿市役所でないといけない、という理由を明確に伝えた
ことで合格できたのではないかと思います。

2019年度

鹿児島校 尾辻　祐奈さん ～長崎外国語大学～



　薩摩川内市上級（一般事務） 最終合格

『独学ではできなかった充実した面接対策』
　模試や面談で自分の苦手分野を　模試や面談で自分の苦手分野を
把握して、特にDATA問をひたすら把握して、特にDATA問をひたすら
解きました。友達と集まり、分から解きました。友達と集まり、分から
ないことを教えてもらうなどして一ないことを教えてもらうなどして一
緒に勉強もしました。苦手な分野や緒に勉強もしました。苦手な分野や
分からないことを友達や先生方に分からないことを友達や先生方に
質問することは大事だと思います。質問することは大事だと思います。
どうしても苦手を克服できない科目どうしても苦手を克服できない科目
などがあれば、他の科目で点数をなどがあれば、他の科目で点数を
稼げるように過去問を何回も解くな稼げるように過去問を何回も解くな
どしていけばいいと思います。また、どしていけばいいと思います。また、
一緒に勉強する仲間を作れば自分一緒に勉強する仲間を作れば自分
も頑張ろうという気持ちになれるとも頑張ろうという気持ちになれると
思います。　思います。　
　面接対策は、過去の質問に目を　面接対策は、過去の質問に目を
通し、自分なりの答えを考え、東京通し、自分なりの答えを考え、東京
アカデミーの面接練習を予約して、実際に面接練習をしたとアカデミーの面接練習を予約して、実際に面接練習をしたと
きには、先生からアドバイスをもらうようにしました。きには、先生からアドバイスをもらうようにしました。
　東京アカデミーでは、面接対策はもちろん、面接カードや論　東京アカデミーでは、面接対策はもちろん、面接カードや論
作文の添削もしていただけたので本当に良かったです。作文の添削もしていただけたので本当に良かったです。

　模試や面談で自分の苦手分野を
把握して、特にDATA問をひたすら
解きました。友達と集まり、分から
ないことを教えてもらうなどして一
緒に勉強もしました。苦手な分野や
分からないことを友達や先生方に
質問することは大事だと思います。
どうしても苦手を克服できない科目
などがあれば、他の科目で点数を
稼げるように過去問を何回も解くな
どしていけばいいと思います。また、
一緒に勉強する仲間を作れば自分
も頑張ろうという気持ちになれると
思います。　
　面接対策は、過去の質問に目を
通し、自分なりの答えを考え、東京
アカデミーの面接練習を予約して、実際に面接練習をしたと
きには、先生からアドバイスをもらうようにしました。
　東京アカデミーでは、面接対策はもちろん、面接カードや論
作文の添削もしていただけたので本当に良かったです。

2019年度

鹿児島校 Ｓ・Ａさん ～鹿児島大学～

現役合格現役合格

　伊佐市（一般事務） 最終合格

『最後まで手を抜かずに努めよう！』
　東アカはテキストの分かりやすい解　東アカはテキストの分かりやすい解
説と先生方の親しみやすい講義が魅説と先生方の親しみやすい講義が魅
力的でした。個別面接のご指導も担力的でした。個別面接のご指導も担
当の先生方や事務員の方々の的確当の先生方や事務員の方々の的確
なアドバイスとそれぞれ異なった切りなアドバイスとそれぞれ異なった切り
口の面接練習ができたので経験値に口の面接練習ができたので経験値に
なりました。また、夜間部生であってなりました。また、夜間部生であって
も、昼間から自習室を利用できる点も、昼間から自習室を利用できる点
や、目に見えるライバルがいることもや、目に見えるライバルがいることも
刺激になりました。事務員の方が名刺激になりました。事務員の方が名
前を覚えて下さり、やさしい言葉やア前を覚えて下さり、やさしい言葉やア
ドバイスも励みになりました。ドバイスも励みになりました。
　「勉強を1日サボったら一週間、一　「勉強を1日サボったら一週間、一
週間サボったら1ヵ月取り戻すのに週間サボったら1ヵ月取り戻すのに
時間がかかる」という言葉が身に時間がかかる」という言葉が身に
沁みたこともありました。沁みたこともありました。
　公務員試験は範囲が広いので、コツコツと最後まで手を抜　公務員試験は範囲が広いので、コツコツと最後まで手を抜
かずに努めるべきだと改めて実感しました。受験日が迫るにかずに努めるべきだと改めて実感しました。受験日が迫るに
つれて不安なども増えていくと思いますが、体調に気を付けつれて不安なども増えていくと思いますが、体調に気を付け
て臨んでください。応援しています!!て臨んでください。応援しています!!

　東アカはテキストの分かりやすい解
説と先生方の親しみやすい講義が魅
力的でした。個別面接のご指導も担
当の先生方や事務員の方々の的確
なアドバイスとそれぞれ異なった切り
口の面接練習ができたので経験値に
なりました。また、夜間部生であって
も、昼間から自習室を利用できる点
や、目に見えるライバルがいることも
刺激になりました。事務員の方が名
前を覚えて下さり、やさしい言葉やア
ドバイスも励みになりました。
　「勉強を1日サボったら一週間、一
週間サボったら1ヵ月取り戻すのに
時間がかかる」という言葉が身に
沁みたこともありました。
　公務員試験は範囲が広いので、コツコツと最後まで手を抜
かずに努めるべきだと改めて実感しました。受験日が迫るに
つれて不安なども増えていくと思いますが、体調に気を付け
て臨んでください。応援しています!!

2019年度

鹿児島校 平　光太郎さん ～鹿児島大学～

現役合格

　南九州市（一般事務Ａ） 最終合格

『すべてを前向きにとらえて頑張ろう』
　分からない所があれば、講師や同　分からない所があれば、講師や同
じ受講生に聞いてすぐに解決できるじ受講生に聞いてすぐに解決できる
点、テキストがしっかりまとめてある点、テキストがしっかりまとめてある
ので、分かりやすく復習がしやすい点ので、分かりやすく復習がしやすい点
がよかったです。がよかったです。
　また、模試の結果から自分の実　また、模試の結果から自分の実
力を把握し、学習に活かせる点や力を把握し、学習に活かせる点や
採用試験情報など、たくさん知るこ採用試験情報など、たくさん知るこ
とができたので、新たな考えや可とができたので、新たな考えや可
能性を感じることができたこともと能性を感じることができたこともと
てもよかったです。てもよかったです。
　勉強に関しては、講義中に講師　勉強に関しては、講義中に講師
の話をよく聞き、テキストに書き込の話をよく聞き、テキストに書き込
みながら学習をしていました。暗記みながら学習をしていました。暗記
物は講義中に覚え、その日学んだ物は講義中に覚え、その日学んだ
ことは自宅で復習していました。ことは自宅で復習していました。
　苦手な分野は避けたくなりますが、早めに対策をしていたほ　苦手な分野は避けたくなりますが、早めに対策をしていたほ
うがいいです。生活習慣を整えて、将来に対して、学習に対しうがいいです。生活習慣を整えて、将来に対して、学習に対し
て前向きにとらえ、時には体を休めて気晴らしもした方がいいて前向きにとらえ、時には体を休めて気晴らしもした方がいい
かもしれません。かもしれません。

　分からない所があれば、講師や同
じ受講生に聞いてすぐに解決できる
点、テキストがしっかりまとめてある
ので、分かりやすく復習がしやすい点
がよかったです。
　また、模試の結果から自分の実
力を把握し、学習に活かせる点や
採用試験情報など、たくさん知るこ
とができたので、新たな考えや可
能性を感じることができたこともと
てもよかったです。
　勉強に関しては、講義中に講師
の話をよく聞き、テキストに書き込
みながら学習をしていました。暗記
物は講義中に覚え、その日学んだ
ことは自宅で復習していました。
　苦手な分野は避けたくなりますが、早めに対策をしていたほ
うがいいです。生活習慣を整えて、将来に対して、学習に対し
て前向きにとらえ、時には体を休めて気晴らしもした方がいい
かもしれません。

2019年度

鹿児島校 宇都　千晶さん ～鹿児島国際大学～

行政・事務職、技術職、専門職行政・事務職、技術職、専門職行政・事務職、技術職、専門職

国家公務員国家公務員合格!合格!国家公務員合格!

『お互い刺激し合える仲間を作ろう』
　受験先は事務局の方や公務員と　受験先は事務局の方や公務員と
して働く知人のアドバイスを参考にして働く知人のアドバイスを参考に
して決めました。周囲の人や過去して決めました。周囲の人や過去
の合格者の受験記録を参考にしたの合格者の受験記録を参考にした
ことが合格に繋がったと思います。ことが合格に繋がったと思います。
テキストの分からない分野や頻出テキストの分からない分野や頻出
分野には付箋を貼り、復習しやす分野には付箋を貼り、復習しやす
いように工夫もしました。いように工夫もしました。
　東アカは、講義を受講でき、分か　東アカは、講義を受講でき、分か
らないことを講師に質問できる点や、らないことを講師に質問できる点や、
同じ目標に向かって勉強するクラ同じ目標に向かって勉強するクラ
スメイトとお互いに刺激し合い、切スメイトとお互いに刺激し合い、切
磋琢磨できたことが本当によかっ磋琢磨できたことが本当によかっ
たです。既卒の人は孤独な中で勉たです。既卒の人は孤独な中で勉
強を始める人が多いと思いますが、強を始める人が多いと思いますが、
早い段階でお互いに刺激し合える仲間を作っておくべきです。早い段階でお互いに刺激し合える仲間を作っておくべきです。
コミュニケーションをとったり、情報共有したりするためにもとコミュニケーションをとったり、情報共有したりするためにもと
ても重要だと感じました。仲間と相談やストレス発散する時とても重要だと感じました。仲間と相談やストレス発散する時と
勉強する時のメリハリをつけて頑張ってください！勉強する時のメリハリをつけて頑張ってください！

　受験先は事務局の方や公務員と
して働く知人のアドバイスを参考に
して決めました。周囲の人や過去
の合格者の受験記録を参考にした
ことが合格に繋がったと思います。
テキストの分からない分野や頻出
分野には付箋を貼り、復習しやす
いように工夫もしました。
　東アカは、講義を受講でき、分か
らないことを講師に質問できる点や、
同じ目標に向かって勉強するクラ
スメイトとお互いに刺激し合い、切
磋琢磨できたことが本当によかっ
たです。既卒の人は孤独な中で勉
強を始める人が多いと思いますが、
早い段階でお互いに刺激し合える仲間を作っておくべきです。
コミュニケーションをとったり、情報共有したりするためにもと
ても重要だと感じました。仲間と相談やストレス発散する時と
勉強する時のメリハリをつけて頑張ってください！

　国税専門官　最終合格2019年度

鹿児島校 上久木田　信さん ～熊本県立大学～ 森田　幸音さん

『分からないことが生講義で理解できました』
　東アカで授業を受けて、独学では理　東アカで授業を受けて、独学では理
解できないようなところも先生の解説解できないようなところも先生の解説
で理解することができ、また、大学学で理解することができ、また、大学学
内講座と比べると、相談したいときに内講座と比べると、相談したいときに
相談しやすい環境だと思いました。相談しやすい環境だと思いました。
　講義にはできるだけ休まずに出　講義にはできるだけ休まずに出
席するようにしましたが、やむを得席するようにしましたが、やむを得
ず休んだ時には、録音を聞いて内ず休んだ時には、録音を聞いて内
容を理解するようにしていました。容を理解するようにしていました。
また、適宜行われるガイダンスでは、また、適宜行われるガイダンスでは、
点数配分や、ややこしい選考の手点数配分や、ややこしい選考の手
続きについても聞くことができたの続きについても聞くことができたの
でよかったです。法律科目は覚えでよかったです。法律科目は覚え
ることも多いので、早めに手を付けることも多いので、早めに手を付け
ておいた方が良いと思います。また、ておいた方が良いと思います。また、
暗記しないといけないことは、小さ暗記しないといけないことは、小さ
めのノート等にまとめておいた方が見返しやすく、定着しやすめのノート等にまとめておいた方が見返しやすく、定着しやす
いと思いますが、それでも想定外のことが起こることもあるのいと思いますが、それでも想定外のことが起こることもあるの
で、想定通りにはいかないということを頭に入れておいた方で、想定通りにはいかないということを頭に入れておいた方
が良いと思います。が良いと思います。

　東アカで授業を受けて、独学では理
解できないようなところも先生の解説
で理解することができ、また、大学学
内講座と比べると、相談したいときに
相談しやすい環境だと思いました。
　講義にはできるだけ休まずに出
席するようにしましたが、やむを得
ず休んだ時には、録音を聞いて内
容を理解するようにしていました。
また、適宜行われるガイダンスでは、
点数配分や、ややこしい選考の手
続きについても聞くことができたの
でよかったです。法律科目は覚え
ることも多いので、早めに手を付け
ておいた方が良いと思います。また、
暗記しないといけないことは、小さ
めのノート等にまとめておいた方が見返しやすく、定着しやす
いと思いますが、それでも想定外のことが起こることもあるの
で、想定通りにはいかないということを頭に入れておいた方
が良いと思います。

鹿児島校

現役合格

～鹿児島大学～

　裁判所一般職（裁判所事務） 最終合格2019年度

　航空管制官　最終合格

『多方面で合格を支えてもらいました』
　英語を専攻しているので、英語を使　英語を専攻しているので、英語を使
う職に就きたいと思い、航空管制官をう職に就きたいと思い、航空管制官を
目指すかどうか悩んでいて、東京ア目指すかどうか悩んでいて、東京ア
カデミーに対策についてお話を聞きカデミーに対策についてお話を聞き
に行き、細かく丁寧に教えていただいに行き、細かく丁寧に教えていただい
たのがきっかけで、アカデミーで勉強たのがきっかけで、アカデミーで勉強
して受験することを決めました。して受験することを決めました。
　東京アカデミーは、経験と知識が豊　東京アカデミーは、経験と知識が豊
富な先生方が、ポイントを絞って教え富な先生方が、ポイントを絞って教え
てくださるので、覚えるべき点が明瞭てくださるので、覚えるべき点が明瞭
でわかりやすかったです。何か不安でわかりやすかったです。何か不安
やわからないことがあると、事務局のやわからないことがあると、事務局の
方が丁寧に教えてくださることもあり方が丁寧に教えてくださることもあり
がたかったです。がたかったです。
　また、個別面接練習や面接カード　また、個別面接練習や面接カード
の添削をしていただけたことも大変たの添削をしていただけたことも大変た
めになりました。東京アカデミーだからこそ得られた情報も多くあめになりました。東京アカデミーだからこそ得られた情報も多くあ
り、本当に多方面で合格を支えていただいたと思います。り、本当に多方面で合格を支えていただいたと思います。
　キツイと感じたり焦ったりすることが必ず出てくると思いますが、　キツイと感じたり焦ったりすることが必ず出てくると思いますが、
やるべきことをコツコツ積み重ねれば結果はついてくるはずです。やるべきことをコツコツ積み重ねれば結果はついてくるはずです。

　英語を専攻しているので、英語を使
う職に就きたいと思い、航空管制官を
目指すかどうか悩んでいて、東京ア
カデミーに対策についてお話を聞き
に行き、細かく丁寧に教えていただい
たのがきっかけで、アカデミーで勉強
して受験することを決めました。
　東京アカデミーは、経験と知識が豊
富な先生方が、ポイントを絞って教え
てくださるので、覚えるべき点が明瞭
でわかりやすかったです。何か不安
やわからないことがあると、事務局の
方が丁寧に教えてくださることもあり
がたかったです。
　また、個別面接練習や面接カード
の添削をしていただけたことも大変た
めになりました。東京アカデミーだからこそ得られた情報も多くあ
り、本当に多方面で合格を支えていただいたと思います。
　キツイと感じたり焦ったりすることが必ず出てくると思いますが、
やるべきことをコツコツ積み重ねれば結果はついてくるはずです。

現役合格

2019年度

鹿児島校 濵田　恵菜さん ～鹿児島大学～

髙岡　門夢さん

『東アカの講義は怠けやすい自分に最適』

鹿児島校

　国家一般職（行政九州）　最終合格2019年度
　(内定先；長崎税関)

～鹿児島大学～

　アカデミーで開かれた説明会を受け　アカデミーで開かれた説明会を受け
た際に、税関という仕事を知り、地方た際に、税関という仕事を知り、地方
上級とも迷いましたが、とても魅力に上級とも迷いましたが、とても魅力に
感じて意識するようになりました。感じて意識するようになりました。
　大学の講座はＤＶＤで録画がある　大学の講座はＤＶＤで録画がある
ので、休んでも大丈夫な面が強いので、休んでも大丈夫な面が強い
分、安心感などから講義を休む友分、安心感などから講義を休む友
達が多かった気がします。アカデ達が多かった気がします。アカデ
ミーは講義を休む人が少なく、自然ミーは講義を休む人が少なく、自然
と強い意識を持つことができ、怠けと強い意識を持つことができ、怠け
やすい自分に最適でした。やすい自分に最適でした。
　長期に渡っての試験対策になり、　長期に渡っての試験対策になり、
精神面では辛い時期が何回も来る精神面では辛い時期が何回も来る
と思います。自分はなるべくアルバと思います。自分はなるべくアルバ
イ ト を 詰 め 込 み 、 ギ リ ギ リ な ス ケイ ト を 詰 め 込 み 、 ギ リ ギ リ な ス ケ
ジュールを組むことで、考える暇をジュールを組むことで、考える暇を
与えないようにしていました。直前の3ヵ月が勝負の時間にな与えないようにしていました。直前の3ヵ月が勝負の時間にな
ると思いますが、それまでは、習ったことがフワフワして不安ると思いますが、それまでは、習ったことがフワフワして不安
になる時も多いとは思いますが、心配せずに、どこが苦手か、になる時も多いとは思いますが、心配せずに、どこが苦手か、
何が分かっていないか冷静に分析して計画立てて勉強をす何が分かっていないか冷静に分析して計画立てて勉強をす
ればきっと大丈夫だと思います。頑張ってください。ればきっと大丈夫だと思います。頑張ってください。

　アカデミーで開かれた説明会を受け
た際に、税関という仕事を知り、地方
上級とも迷いましたが、とても魅力に
感じて意識するようになりました。
　大学の講座はＤＶＤで録画がある
ので、休んでも大丈夫な面が強い
分、安心感などから講義を休む友
達が多かった気がします。アカデ
ミーは講義を休む人が少なく、自然
と強い意識を持つことができ、怠け
やすい自分に最適でした。
　長期に渡っての試験対策になり、
精神面では辛い時期が何回も来る
と思います。自分はなるべくアルバ
イ ト を 詰 め 込 み 、 ギ リ ギ リ な ス ケ
ジュールを組むことで、考える暇を
与えないようにしていました。直前の3ヵ月が勝負の時間にな
ると思いますが、それまでは、習ったことがフワフワして不安
になる時も多いとは思いますが、心配せずに、どこが苦手か、
何が分かっていないか冷静に分析して計画立てて勉強をす
ればきっと大丈夫だと思います。頑張ってください。

山下　昂希さん

『アカデミーに通わなければ合格はありませんでした』
　私は、経済のことなど一度も学んだ　私は、経済のことなど一度も学んだ
ことがなかったですし、大学法人の試ことがなかったですし、大学法人の試
験もアカデミーの方に勧められて受験もアカデミーの方に勧められて受
験しました。アカデミーに通っていな験しました。アカデミーに通っていな
かったら合格できなかったと本当に思かったら合格できなかったと本当に思
います。います。
　アカデミーでは、常に本試験を想定　アカデミーでは、常に本試験を想定
して講義が行われていたため、要点して講義が行われていたため、要点
がわかりやすく勉強しやすかったです。がわかりやすく勉強しやすかったです。
講義は毎回受講し、その日の内容は講義は毎回受講し、その日の内容は
その日のうちに復習するように心掛その日のうちに復習するように心掛
けました。また、模擬試験の結果はいけました。また、模擬試験の結果はい
つも悪かったですが、できるだけ受験つも悪かったですが、できるだけ受験
して力試しを行いました。して力試しを行いました。
　アカデミーに通ってから初めて学ぶ　アカデミーに通ってから初めて学ぶ
内容が多く大変でしたが、計画的に勉強を行い、合格することが内容が多く大変でしたが、計画的に勉強を行い、合格することが
できました。これから勉強を始める方は、計画的に最後まで諦めできました。これから勉強を始める方は、計画的に最後まで諦め
ずに頑張ってください。ずに頑張ってください。

　私は、経済のことなど一度も学んだ
ことがなかったですし、大学法人の試
験もアカデミーの方に勧められて受
験しました。アカデミーに通っていな
かったら合格できなかったと本当に思
います。
　アカデミーでは、常に本試験を想定
して講義が行われていたため、要点
がわかりやすく勉強しやすかったです。
講義は毎回受講し、その日の内容は
その日のうちに復習するように心掛
けました。また、模擬試験の結果はい
つも悪かったですが、できるだけ受験
して力試しを行いました。
　アカデミーに通ってから初めて学ぶ
内容が多く大変でしたが、計画的に勉強を行い、合格することが
できました。これから勉強を始める方は、計画的に最後まで諦め
ずに頑張ってください。

鹿児島校

現役合格

2019年度

～第一工業大学～

　国立大学法人（九州 電気）　最終合格
　(内定先；鹿児島大学)

『とにかく苦手な面接を克服できました』

鹿児島校 瀬角　紘史さん ～熊本大学～

　国家一般職（行政九州）　最終合格2019年度
　(内定先；福岡出入国在留管理局)

　東京アカデミーは、同じ目標を持つ　東京アカデミーは、同じ目標を持つ
仲間がおり、また社会人経験者もい仲間がおり、また社会人経験者もい
たので刺激をもらいました。私は既卒たので刺激をもらいました。私は既卒
ですが、クラスに同じ既卒者がいたこですが、クラスに同じ既卒者がいたこ
とは、とても自分の支えとなりました。とは、とても自分の支えとなりました。
　講義を受けて理解出来なかった部　講義を受けて理解出来なかった部
分は質問に行き、ガイダンス以外に分は質問に行き、ガイダンス以外に
も事務局に色々聞いて情報を収集すも事務局に色々聞いて情報を収集す
ることが大切だと思います。ることが大切だと思います。
　私は、とにかく面接が苦手だったの　私は、とにかく面接が苦手だったの
で、面接練習をして講師の方からで、面接練習をして講師の方から
色々とアドバイスをもらいました。公色々とアドバイスをもらいました。公
務員試験は二次の人物試験がとても務員試験は二次の人物試験がとても
重要ですし、考えたことを言葉にする重要ですし、考えたことを言葉にする
というのは難しいので普段から友人というのは難しいので普段から友人
と話をするなどして、話すことには慣と話をするなどして、話すことには慣
れていた方が良いです。そして、面接では普段以上の自分を出それていた方が良いです。そして、面接では普段以上の自分を出そ
うとせずに、リラックスして臨んでください。うとせずに、リラックスして臨んでください。
　受験勉強は長期戦になりますので、時には気分転換をすること　受験勉強は長期戦になりますので、時には気分転換をすること
も必要です。も必要です。

　東京アカデミーは、同じ目標を持つ
仲間がおり、また社会人経験者もい
たので刺激をもらいました。私は既卒
ですが、クラスに同じ既卒者がいたこ
とは、とても自分の支えとなりました。
　講義を受けて理解出来なかった部
分は質問に行き、ガイダンス以外に
も事務局に色々聞いて情報を収集す
ることが大切だと思います。
　私は、とにかく面接が苦手だったの
で、面接練習をして講師の方から
色々とアドバイスをもらいました。公
務員試験は二次の人物試験がとても
重要ですし、考えたことを言葉にする
というのは難しいので普段から友人
と話をするなどして、話すことには慣
れていた方が良いです。そして、面接では普段以上の自分を出そ
うとせずに、リラックスして臨んでください。
　受験勉強は長期戦になりますので、時には気分転換をすること
も必要です。

『最後までやり続けることが一番大切!』
　東アカでは、試験で押さえておくポ　東アカでは、試験で押さえておくポ
イントを絞って学ぶことができました。イントを絞って学ぶことができました。
模試もたくさんあるので、自分の実模試もたくさんあるので、自分の実
力を確かめることができ、自分の弱力を確かめることができ、自分の弱
点を知ることもできました。また、模点を知ることもできました。また、模
試で少しでもいい順位をとりたいと試で少しでもいい順位をとりたいと
思ったことで、しっかり勉強を続ける思ったことで、しっかり勉強を続ける
ことができました。ことができました。
　勉強を行っていく上で、最後まで　勉強を行っていく上で、最後まで
やり続けていくことが一番大切だとやり続けていくことが一番大切だと
思います。最終合格を得るまでは思います。最終合格を得るまでは
非 常 に 長 い と 思 い ま す が 、 や り非 常 に 長 い と 思 い ま す が 、 や り
きった人にだけいい結果が出るときった人にだけいい結果が出ると
思います。そのためには、自分で思います。そのためには、自分で
目標を持つことが大切です。その目標を持つことが大切です。その
中で、しっかり勉強する時間と休む中で、しっかり勉強する時間と休む
時間のメリハリをつけることも大切だと思います。そして東京時間のメリハリをつけることも大切だと思います。そして東京
アカデミーの事務の方に何度も相談に乗ってもらったことで気アカデミーの事務の方に何度も相談に乗ってもらったことで気
持ちも軽くなり、最後までやりきれました。お世話になった先持ちも軽くなり、最後までやりきれました。お世話になった先
生方、事務の方、本当にありがとうございました。生方、事務の方、本当にありがとうございました。

　東アカでは、試験で押さえておくポ
イントを絞って学ぶことができました。
模試もたくさんあるので、自分の実
力を確かめることができ、自分の弱
点を知ることもできました。また、模
試で少しでもいい順位をとりたいと
思ったことで、しっかり勉強を続ける
ことができました。
　勉強を行っていく上で、最後まで
やり続けていくことが一番大切だと
思います。最終合格を得るまでは
非 常 に 長 い と 思 い ま す が 、 や り
きった人にだけいい結果が出ると
思います。そのためには、自分で
目標を持つことが大切です。その
中で、しっかり勉強する時間と休む
時間のメリハリをつけることも大切だと思います。そして東京
アカデミーの事務の方に何度も相談に乗ってもらったことで気
持ちも軽くなり、最後までやりきれました。お世話になった先
生方、事務の方、本当にありがとうございました。

現役合格

鹿児島校 池原　崚太さん ～鹿児島大学～

　国家一般職（建築）　最終合格2019年度
　(内定先；防衛省陸上自衛隊)

長濵　真衣子さん

『短期間で合格に導いてくれた指導法に感謝』
　社会人として働いていたので、本格　社会人として働いていたので、本格
的に勉強を始めたのは受験年度の１的に勉強を始めたのは受験年度の１
月からでした。講義は必ず受けるよう月からでした。講義は必ず受けるよう
にし、はじめの頃は数的も簡単に解にし、はじめの頃は数的も簡単に解
けましたが、難易度が上がるにつれけましたが、難易度が上がるにつれ
て解き方が大切だと感じました。講義て解き方が大切だと感じました。講義
で先生の解き方を学びその解き方をで先生の解き方を学びその解き方を
習得するように努めました。また、東習得するように努めました。また、東
アカの教科書を頭の中でページがめアカの教科書を頭の中でページがめ
くれるくらいまで暗記しました。国家一くれるくらいまで暗記しました。国家一
般職試験も本当に東アカの教科書に般職試験も本当に東アカの教科書に
書いてあることからだったので、教科書いてあることからだったので、教科
書も大切だと思いました。書も大切だと思いました。
　模試の成績をみて、自分はこのま　模試の成績をみて、自分はこのま
まいけば大丈夫だろうと思う教科も、まいけば大丈夫だろうと思う教科も、
東アカの面談で客観的にウォークポイントを教えていただいたの東アカの面談で客観的にウォークポイントを教えていただいたの
はありがたかったです。また、どの教科に短い中で重点的に勉強はありがたかったです。また、どの教科に短い中で重点的に勉強
すればいいのか教えていただいたのが東アカに入って一番よすればいいのか教えていただいたのが東アカに入って一番よ
かった点です。かった点です。

　社会人として働いていたので、本格
的に勉強を始めたのは受験年度の１
月からでした。講義は必ず受けるよう
にし、はじめの頃は数的も簡単に解
けましたが、難易度が上がるにつれ
て解き方が大切だと感じました。講義
で先生の解き方を学びその解き方を
習得するように努めました。また、東
アカの教科書を頭の中でページがめ
くれるくらいまで暗記しました。国家一
般職試験も本当に東アカの教科書に
書いてあることからだったので、教科
書も大切だと思いました。
　模試の成績をみて、自分はこのま
まいけば大丈夫だろうと思う教科も、
東アカの面談で客観的にウォークポイントを教えていただいたの
はありがたかったです。また、どの教科に短い中で重点的に勉強
すればいいのか教えていただいたのが東アカに入って一番よ
かった点です。

鹿児島校

　国家一般職（行政九州）　最終合格2019年度
　(内定先；鹿児島地方検察庁)

～熊本大学～

『圧倒的な情報力で効率よく勉強できました』

鹿児島校 園田　展之さん ～鹿児島大学大学院～

　　講義には予定のない限り参加し、　　講義には予定のない限り参加し、
また、面接練習は、自分が納得するまた、面接練習は、自分が納得する
まで、何度も参加しました。私は、面まで、何度も参加しました。私は、面
接が苦手でしたが、繰り返し練習をす接が苦手でしたが、繰り返し練習をす
ることで、自信をもって本番を迎えるることで、自信をもって本番を迎える
ことができました。　ことができました。　
　東京アカデミーに通ってよかった　東京アカデミーに通ってよかった
と思う点は、圧倒的な情報力です。と思う点は、圧倒的な情報力です。
一次試験においては、これまでの一次試験においては、これまでの
出題傾向を知ることができ、効率よ出題傾向を知ることができ、効率よ
く勉強できました。また、二次試験く勉強できました。また、二次試験
においては、面接での質問内容や、においては、面接での質問内容や、
官庁ごとに異なる面接までの流れ官庁ごとに異なる面接までの流れ
を具体的に知ることができ、安心しを具体的に知ることができ、安心し
て面接に臨むことができました。て面接に臨むことができました。
　公務員試験は長丁場であり、精　公務員試験は長丁場であり、精
神的にしんどくなることもあると思神的にしんどくなることもあると思
います。その時は、友人や家族と相談したり、休みの日を設います。その時は、友人や家族と相談したり、休みの日を設
けるなどして、リフレッシュすることも必要だと思います。また、けるなどして、リフレッシュすることも必要だと思います。また、
他人と比べず、自分のペースで試験対策をすればよいと思い他人と比べず、自分のペースで試験対策をすればよいと思い
ます。ます。

　　講義には予定のない限り参加し、
また、面接練習は、自分が納得する
まで、何度も参加しました。私は、面
接が苦手でしたが、繰り返し練習をす
ることで、自信をもって本番を迎える
ことができました。　
　東京アカデミーに通ってよかった
と思う点は、圧倒的な情報力です。
一次試験においては、これまでの
出題傾向を知ることができ、効率よ
く勉強できました。また、二次試験
においては、面接での質問内容や、
官庁ごとに異なる面接までの流れ
を具体的に知ることができ、安心し
て面接に臨むことができました。
　公務員試験は長丁場であり、精
神的にしんどくなることもあると思
います。その時は、友人や家族と相談したり、休みの日を設
けるなどして、リフレッシュすることも必要だと思います。また、
他人と比べず、自分のペースで試験対策をすればよいと思い
ます。

　国税専門官　最終合格2019年度

現役合格

現役合格



後藤　拓弥さん

『やりたい仕事が見つければやる気に繋がる』
　講義の後には授業の復習と過去　講義の後には授業の復習と過去
問まで取り組むことを意識していま問まで取り組むことを意識していま
した。ノートは作らず、テキストに直した。ノートは作らず、テキストに直
接書き込むことで頻出分野を注出接書き込むことで頻出分野を注出
しました。模試を受けることで、本しました。模試を受けることで、本
番の雰囲気を感じ、自分に合った番の雰囲気を感じ、自分に合った
回答の順番を探るために実験しな回答の順番を探るために実験しな
がら受けました。がら受けました。
　東アカの講義は、過去問を踏まえ、　東アカの講義は、過去問を踏まえ、
問題の傾向や重要な部分が分かり問題の傾向や重要な部分が分かり
よかったです。また、自習室がありよかったです。また、自習室があり
勉強ができる環境が整っていること勉強ができる環境が整っていること
もよかった点です。もよかった点です。
　「公務員」といっても仕事は多岐　「公務員」といっても仕事は多岐
に渡ります。そのため、情報収集をに渡ります。そのため、情報収集を
しっかり行うことが必要です。情報を集めつつ、自分が何をししっかり行うことが必要です。情報を集めつつ、自分が何をし
たいかという根幹をしっかり考えることが大切だと感じました。たいかという根幹をしっかり考えることが大切だと感じました。
説明会などに積極的に参加し、自分がやりたい仕事を見つけ説明会などに積極的に参加し、自分がやりたい仕事を見つけ
ることがやる気に繋がると思います。ることがやる気に繋がると思います。

　講義の後には授業の復習と過去
問まで取り組むことを意識していま
した。ノートは作らず、テキストに直
接書き込むことで頻出分野を注出
しました。模試を受けることで、本
番の雰囲気を感じ、自分に合った
回答の順番を探るために実験しな
がら受けました。
　東アカの講義は、過去問を踏まえ、
問題の傾向や重要な部分が分かり
よかったです。また、自習室があり
勉強ができる環境が整っていること
もよかった点です。
　「公務員」といっても仕事は多岐
に渡ります。そのため、情報収集を
しっかり行うことが必要です。情報を集めつつ、自分が何をし
たいかという根幹をしっかり考えることが大切だと感じました。
説明会などに積極的に参加し、自分がやりたい仕事を見つけ
ることがやる気に繋がると思います。

鹿児島校

現役合格

　国家一般職（行政九州）　最終合格2019年度
　(内定先；大分労働局)

～鹿児島大学～

沖島　菜千香さん

『「絶対に合格する」という強い気持ちで』
　内定先の面接では、自分の言葉で　内定先の面接では、自分の言葉で
自分の好きなことややりたい仕事に自分の好きなことややりたい仕事に
ついて伝えることができ、面接を楽しついて伝えることができ、面接を楽し
むことができたため、それが合格できむことができたため、それが合格でき
たポイントだと思います。たポイントだと思います。
　東京アカデミーでは、共に頑張る仲　東京アカデミーでは、共に頑張る仲
間ができた点、どんなに些細なことで間ができた点、どんなに些細なことで
も事務局の方々に相談できた点、まも事務局の方々に相談できた点、ま
た、先輩方の体験記がたくさんあったた、先輩方の体験記がたくさんあった
ので、一次試験も二次試験もよく対策ので、一次試験も二次試験もよく対策
ができた点がよかったと思います。ができた点がよかったと思います。
　学習面に関しては、自分が優先す　学習面に関しては、自分が優先す
べき科目を決め、計画をしっかりと立べき科目を決め、計画をしっかりと立
てて自分がするべきことを明確にしててて自分がするべきことを明確にして
おくことが重要だと思います。精神面おくことが重要だと思います。精神面
に関しては、ありきたりですが、最後に関しては、ありきたりですが、最後
まで諦めないということが合格につながると思います。私は最後まで諦めないということが合格につながると思います。私は最後
の模試まで成績が良くなく、勉強面に自信が持てずにいましたが、の模試まで成績が良くなく、勉強面に自信が持てずにいましたが、
最後の最後まで諦めず勉強し続けることで合格することができま最後の最後まで諦めず勉強し続けることで合格することができま
した。「絶対に合格する」という強い気持ちで頑張って下さい。した。「絶対に合格する」という強い気持ちで頑張って下さい。

　内定先の面接では、自分の言葉で
自分の好きなことややりたい仕事に
ついて伝えることができ、面接を楽し
むことができたため、それが合格でき
たポイントだと思います。
　東京アカデミーでは、共に頑張る仲
間ができた点、どんなに些細なことで
も事務局の方々に相談できた点、ま
た、先輩方の体験記がたくさんあった
ので、一次試験も二次試験もよく対策
ができた点がよかったと思います。
　学習面に関しては、自分が優先す
べき科目を決め、計画をしっかりと立
てて自分がするべきことを明確にして
おくことが重要だと思います。精神面
に関しては、ありきたりですが、最後
まで諦めないということが合格につながると思います。私は最後
の模試まで成績が良くなく、勉強面に自信が持てずにいましたが、
最後の最後まで諦めず勉強し続けることで合格することができま
した。「絶対に合格する」という強い気持ちで頑張って下さい。

鹿児島校

現役合格

　国家一般職（行政九州）　最終合格2019年度
　(内定先；長崎税関)

～鹿児島大学～

前　未来さん

『テキストにない様々な情報も大いに役立ちました』
　東アカでは多くのテキストが配付さ　東アカでは多くのテキストが配付さ
れますが、講義ではテキストに書かれれますが、講義ではテキストに書かれ
ていない事の背景や暗記法など面白ていない事の背景や暗記法など面白
い情報も手に入り、覚えるのに大いにい情報も手に入り、覚えるのに大いに
役立ちました。学習をさらに有意義な役立ちました。学習をさらに有意義な
ものにするために模試も活用しました。ものにするために模試も活用しました。
今後の伸び代になる自分の苦手科目今後の伸び代になる自分の苦手科目
を把握し、そこを重点的に取り組んでを把握し、そこを重点的に取り組んで
いきました。また、重宝していたのがいきました。また、重宝していたのが
「準拠テキスト」と「出た問」です。テキ「準拠テキスト」と「出た問」です。テキ
ストを読解し、出た問で過去の問題をストを読解し、出た問で過去の問題を
解く。インプットとアウトプットを反復し解く。インプットとアウトプットを反復し
て記憶を定着させていきました。また、て記憶を定着させていきました。また、
解けない問題があれば、解説を見て、解けない問題があれば、解説を見て、
どうしていれば解けたのかを知り、どうしていれば解けたのかを知り、
ノートにまとめ、スキマ時間に読み返ノートにまとめ、スキマ時間に読み返
したりもしていました。。したりもしていました。。
　公務員試験は長く険しい戦いです。将来のことで不安が　公務員試験は長く険しい戦いです。将来のことで不安が
いっぱいになることもあるかと思います。適度に気分転換をいっぱいになることもあるかと思います。適度に気分転換を
取り入れながら試験勉強に臨んでください。応援しています。取り入れながら試験勉強に臨んでください。応援しています。

　東アカでは多くのテキストが配付さ
れますが、講義ではテキストに書かれ
ていない事の背景や暗記法など面白
い情報も手に入り、覚えるのに大いに
役立ちました。学習をさらに有意義な
ものにするために模試も活用しました。
今後の伸び代になる自分の苦手科目
を把握し、そこを重点的に取り組んで
いきました。また、重宝していたのが
「準拠テキスト」と「出た問」です。テキ
ストを読解し、出た問で過去の問題を
解く。インプットとアウトプットを反復し
て記憶を定着させていきました。また、
解けない問題があれば、解説を見て、
どうしていれば解けたのかを知り、
ノートにまとめ、スキマ時間に読み返
したりもしていました。。
　公務員試験は長く険しい戦いです。将来のことで不安が
いっぱいになることもあるかと思います。適度に気分転換を
取り入れながら試験勉強に臨んでください。応援しています。

鹿児島校

現役合格

　国家一般職（農業農村工学）　最終合格2019年度
　(内定先；内閣府沖縄総合事務局)

～鹿児島大学～

長井　佑斗さん

『絶対に「出た問」をやろう！』
　必ず講義には出席するようにし、　必ず講義には出席するようにし、
休んだ場合は、レコーダーを聞い休んだ場合は、レコーダーを聞い
て対応しました。また、模試は必ずて対応しました。また、模試は必ず
受け、受けたままではなくその日の受け、受けたままではなくその日の
うちに必ず復習しました。うちに必ず復習しました。
　東アカは、プロの先生方に教えて　東アカは、プロの先生方に教えて
もらえるので、とにかく分かりやすく、もらえるので、とにかく分かりやすく、
分からない所をすぐに聞けて不安分からない所をすぐに聞けて不安
も解消できました。また、共に切磋も解消できました。また、共に切磋
琢磨できる人たちがいるので、とて琢磨できる人たちがいるので、とて
もやる気が出ました。もやる気が出ました。
　受験生活の中で、本当に勉強が　受験生活の中で、本当に勉強が
嫌になる時期があると思います。嫌になる時期があると思います。
実際に自分も途中で諦めていまし実際に自分も途中で諦めていまし
たが、試験は多く受けるようにしてたが、試験は多く受けるようにして
いました。尚、絶対に出た問をやっいました。尚、絶対に出た問をやっ
た方がいいです。テキストを読んで、出た問。これを繰り返した方がいいです。テキストを読んで、出た問。これを繰り返し
ていけば着実に点は取れると思います。模試の点数や順位ていけば着実に点は取れると思います。模試の点数や順位
は気にせず、周りのことも気にしないで自分のペースで勉強は気にせず、周りのことも気にしないで自分のペースで勉強
して諦めずに頑張って下さい。応援しています！！して諦めずに頑張って下さい。応援しています！！

　必ず講義には出席するようにし、
休んだ場合は、レコーダーを聞い
て対応しました。また、模試は必ず
受け、受けたままではなくその日の
うちに必ず復習しました。
　東アカは、プロの先生方に教えて
もらえるので、とにかく分かりやすく、
分からない所をすぐに聞けて不安
も解消できました。また、共に切磋
琢磨できる人たちがいるので、とて
もやる気が出ました。
　受験生活の中で、本当に勉強が
嫌になる時期があると思います。
実際に自分も途中で諦めていまし
たが、試験は多く受けるようにして
いました。尚、絶対に出た問をやっ
た方がいいです。テキストを読んで、出た問。これを繰り返し
ていけば着実に点は取れると思います。模試の点数や順位
は気にせず、周りのことも気にしないで自分のペースで勉強
して諦めずに頑張って下さい。応援しています！！

鹿児島校

現役合格

　国立病院機構九州（事務職）　最終合格2019年度

～志學館大学～

『モチベーションを維持することが大事!』
　学習方法としては、講義には絶対　学習方法としては、講義には絶対
参加し、先生の話を一切聞き漏らさ参加し、先生の話を一切聞き漏らさ
ないようにメモをとりつつ、集中して講ないようにメモをとりつつ、集中して講
義を受け、次の日に前日の講義で義を受け、次の日に前日の講義で
扱った部分を読むなどして復習を心扱った部分を読むなどして復習を心
掛けました。他にも、講義の進度に合掛けました。他にも、講義の進度に合
わせて問題集を解くようにしました。わせて問題集を解くようにしました。
　東京アカデミーの講義では、先生　東京アカデミーの講義では、先生
方の説明が非常に分かりやすく、方の説明が非常に分かりやすく、
初めて勉強する分野でも苦労する初めて勉強する分野でも苦労する
ことなく習得することができました。ことなく習得することができました。
　公務員志望の人は、民間就職の　公務員志望の人は、民間就職の
人たちよりも長い期間をかけて準人たちよりも長い期間をかけて準
備をし、本番を迎える必要がありま備をし、本番を迎える必要がありま
す。それらを経験して、一番感じたす。それらを経験して、一番感じた
ことは、自分がなりたい公務員の姿をイメージし、その姿に向ことは、自分がなりたい公務員の姿をイメージし、その姿に向
かって努力していくという意識のもと、モチベーションを維持かって努力していくという意識のもと、モチベーションを維持
することが大事だと感じました。最終合格に向けて、絶対に合することが大事だと感じました。最終合格に向けて、絶対に合
格するという意識をもって、勉強頑張ってください。格するという意識をもって、勉強頑張ってください。

　学習方法としては、講義には絶対
参加し、先生の話を一切聞き漏らさ
ないようにメモをとりつつ、集中して講
義を受け、次の日に前日の講義で
扱った部分を読むなどして復習を心
掛けました。他にも、講義の進度に合
わせて問題集を解くようにしました。
　東京アカデミーの講義では、先生
方の説明が非常に分かりやすく、
初めて勉強する分野でも苦労する
ことなく習得することができました。
　公務員志望の人は、民間就職の
人たちよりも長い期間をかけて準
備をし、本番を迎える必要がありま
す。それらを経験して、一番感じた
ことは、自分がなりたい公務員の姿をイメージし、その姿に向
かって努力していくという意識のもと、モチベーションを維持
することが大事だと感じました。最終合格に向けて、絶対に合
格するという意識をもって、勉強頑張ってください。

現役合格

鹿児島校 今村　きららさん ～鹿児島大学～

　国税専門官　最終合格2019年度

中園　昂秀さん

『自分も頑張ろうという気持ちになれました』
　講義、模試はもちろんのこと、自習　講義、模試はもちろんのこと、自習
室もよく活用していました。周りの人室もよく活用していました。周りの人
が全員公務員志望のため、勉強に集が全員公務員志望のため、勉強に集
中できました。自主勉強は、苦手分中できました。自主勉強は、苦手分
野を学習する日と得意分野を学習す野を学習する日と得意分野を学習す
る日を交互にし、苦手分野は基礎のる日を交互にし、苦手分野は基礎の
み学習し、得意分野は基礎8割実践み学習し、得意分野は基礎8割実践
2割ほどで学習しました。2割ほどで学習しました。
　私は面接に苦手意識があったため、　私は面接に苦手意識があったため、
ひたすら面接練習をしました。もちろひたすら面接練習をしました。もちろ
んアカデミーで面接練習もしましたが、んアカデミーで面接練習もしましたが、
友人や家族にも協力してもらい練習友人や家族にも協力してもらい練習
を行いました。を行いました。
　公務員試験は企業の就活と違い、　公務員試験は企業の就活と違い、
勉強に多くの時間を費やします。周り勉強に多くの時間を費やします。周り
の民間希望の友人達とギャップを感の民間希望の友人達とギャップを感
じるかもしれません。しかしアカデミーには多くの公務員志望のじるかもしれません。しかしアカデミーには多くの公務員志望の
方がいるので、自分も頑張ろうという気持ちになれます。アカデ方がいるので、自分も頑張ろうという気持ちになれます。アカデ
ミーに行って勉強すれば、モチベーションなども継続しやすいと感ミーに行って勉強すれば、モチベーションなども継続しやすいと感
じました。じました。

　講義、模試はもちろんのこと、自習
室もよく活用していました。周りの人
が全員公務員志望のため、勉強に集
中できました。自主勉強は、苦手分
野を学習する日と得意分野を学習す
る日を交互にし、苦手分野は基礎の
み学習し、得意分野は基礎8割実践
2割ほどで学習しました。
　私は面接に苦手意識があったため、
ひたすら面接練習をしました。もちろ
んアカデミーで面接練習もしましたが、
友人や家族にも協力してもらい練習
を行いました。
　公務員試験は企業の就活と違い、
勉強に多くの時間を費やします。周り
の民間希望の友人達とギャップを感
じるかもしれません。しかしアカデミーには多くの公務員志望の
方がいるので、自分も頑張ろうという気持ちになれます。アカデ
ミーに行って勉強すれば、モチベーションなども継続しやすいと感
じました。

鹿児島校

現役合格

～鹿児島大学～

　国立大学法人（九州事務）　最終合格2019年度
　(内定先；鹿児島大学)

　国税専門官　最終合格

『効果的な面接対策をしていただき感謝』

2019年度

鹿児島校 寺地　志学さん ～熊本大学～

　各公務員試験に関する情報や面接　各公務員試験に関する情報や面接
対策試験に関しては、独学や大学学対策試験に関しては、独学や大学学
内講座でやっていくには限界があり、内講座でやっていくには限界があり、
最新の情報が入手でき、また、一番最新の情報が入手でき、また、一番
重要な面接試験対策ができたことが重要な面接試験対策ができたことが
東アカに入って一番良かったと思い東アカに入って一番良かったと思い
ます。また、試験対策をしている時はます。また、試験対策をしている時は
不安に思うことも多くあり、そういう時不安に思うことも多くあり、そういう時
にこそ話を聞いてくれるスタッフの方にこそ話を聞いてくれるスタッフの方
がいることが心強いと感じました。がいることが心強いと感じました。
　一次試験対策に関しては、東京　一次試験対策に関しては、東京
アカデミーのテキストや講師の先アカデミーのテキストや講師の先
生方の授業をしっかりと活用してい生方の授業をしっかりと活用してい
けばいいと思います。試験前は、けばいいと思います。試験前は、
精神面で不安になるのはみんな同精神面で不安になるのはみんな同
じなので、とにかく自分がやっていることを信じてやるしかあじなので、とにかく自分がやっていることを信じてやるしかあ
りません。また、面接については常に毎日意識し、対策も怠りません。また、面接については常に毎日意識し、対策も怠
らないでください。公務員試験は本当に、本当に面接試験がらないでください。公務員試験は本当に、本当に面接試験が
超重要です！超重要です！

　各公務員試験に関する情報や面接
対策試験に関しては、独学や大学学
内講座でやっていくには限界があり、
最新の情報が入手でき、また、一番
重要な面接試験対策ができたことが
東アカに入って一番良かったと思い
ます。また、試験対策をしている時は
不安に思うことも多くあり、そういう時
にこそ話を聞いてくれるスタッフの方
がいることが心強いと感じました。
　一次試験対策に関しては、東京
アカデミーのテキストや講師の先
生方の授業をしっかりと活用してい
けばいいと思います。試験前は、
精神面で不安になるのはみんな同
じなので、とにかく自分がやっていることを信じてやるしかあ
りません。また、面接については常に毎日意識し、対策も怠
らないでください。公務員試験は本当に、本当に面接試験が
超重要です！

中村　麻鈴さん

『面接練習を何度も行い不安を解消！』

鹿児島校

現役合格

～鹿児島大学～

　アカデミーでは模試を受験できた　アカデミーでは模試を受験できた
り、最新の情報や各試験の傾向等り、最新の情報や各試験の傾向等
を知ることができた点も良かったでを知ることができた点も良かったで
す。特に面接練習できたことは、とす。特に面接練習できたことは、と
ても助かりました。何度も練習を行ても助かりました。何度も練習を行
いましたが、質問を想定したノートいましたが、質問を想定したノート
を作ることで、様々な質問に対応すを作ることで、様々な質問に対応す
ることができました。面接練習ではることができました。面接練習では
不安なことを解消したり、ハキハキ不安なことを解消したり、ハキハキ
話す練習もできたので、本番では話す練習もできたので、本番では
自信を持って落ち着いて答えること自信を持って落ち着いて答えること
ができました。ができました。
　勉強に関しては、早めから少しず　勉強に関しては、早めから少しず
つしたほうがいいです。大学等がつしたほうがいいです。大学等が
忙しくても一日に少しずつでも勉強忙しくても一日に少しずつでも勉強
していたら、結果は出ると思います。周りの人が先に就職がしていたら、結果は出ると思います。周りの人が先に就職が
決まって焦ったり、どこにも決まらないのかもしれないという不決まって焦ったり、どこにも決まらないのかもしれないという不
安が出てくることがあるかもしれません。それでも、最後まで安が出てくることがあるかもしれません。それでも、最後まで
あきらめずに自分を信じて頑張れば合格できると思います！あきらめずに自分を信じて頑張れば合格できると思います！

　アカデミーでは模試を受験できた
り、最新の情報や各試験の傾向等
を知ることができた点も良かったで
す。特に面接練習できたことは、と
ても助かりました。何度も練習を行
いましたが、質問を想定したノート
を作ることで、様々な質問に対応す
ることができました。面接練習では
不安なことを解消したり、ハキハキ
話す練習もできたので、本番では
自信を持って落ち着いて答えること
ができました。
　勉強に関しては、早めから少しず
つしたほうがいいです。大学等が
忙しくても一日に少しずつでも勉強
していたら、結果は出ると思います。周りの人が先に就職が
決まって焦ったり、どこにも決まらないのかもしれないという不
安が出てくることがあるかもしれません。それでも、最後まで
あきらめずに自分を信じて頑張れば合格できると思います！

　国立大学法人（九州事務）　最終合格2019年度
　(内定先；鹿児島工業高等専門学校)

大山　美紀さん

『今までの人生で一番集中して勉強しました』
　東アカは、公務員試験のための情　東アカは、公務員試験のための情
報量がどこよりも多く、授業がとにか報量がどこよりも多く、授業がとにか
く分かりやすく、大事なポイントが理く分かりやすく、大事なポイントが理
解できました。また、些細なことでも事解できました。また、些細なことでも事
務局の方が親身になって相談にのっ務局の方が親身になって相談にのっ
てくださり感謝しています。てくださり感謝しています。
　私は、講義をほぼ毎日前の席に座　私は、講義をほぼ毎日前の席に座
るようにし、講師のおっしゃることは、るようにし、講師のおっしゃることは、
一言一句聞き漏らさないくらの気持ち一言一句聞き漏らさないくらの気持ち
で毎回集中して受けました。で毎回集中して受けました。
　公務員試験は、長く苦しい戦いです。　公務員試験は、長く苦しい戦いです。
私自身も何度も心が折れそうになっ私自身も何度も心が折れそうになっ
て諦めそうになった時期がありました。て諦めそうになった時期がありました。
しかし、どうしても公務員として働きたしかし、どうしても公務員として働きた
いという強い気持ちがあったからこそいという強い気持ちがあったからこそ
乗り越えることができました。乗り越えることができました。
　また、受験期には、両親や友人、東アカの講師、事務局の方々　また、受験期には、両親や友人、東アカの講師、事務局の方々
など数多くの人に支えていただき、とても感謝しています。みなさなど数多くの人に支えていただき、とても感謝しています。みなさ
んも、一人で頑張り過ぎずに、時には人の支えも借りて、夢の実んも、一人で頑張り過ぎずに、時には人の支えも借りて、夢の実
現に向けて頑張ってください。応援しています。現に向けて頑張ってください。応援しています。

　東アカは、公務員試験のための情
報量がどこよりも多く、授業がとにか
く分かりやすく、大事なポイントが理
解できました。また、些細なことでも事
務局の方が親身になって相談にのっ
てくださり感謝しています。
　私は、講義をほぼ毎日前の席に座
るようにし、講師のおっしゃることは、
一言一句聞き漏らさないくらの気持ち
で毎回集中して受けました。
　公務員試験は、長く苦しい戦いです。
私自身も何度も心が折れそうになっ
て諦めそうになった時期がありました。
しかし、どうしても公務員として働きた
いという強い気持ちがあったからこそ
乗り越えることができました。
　また、受験期には、両親や友人、東アカの講師、事務局の方々
など数多くの人に支えていただき、とても感謝しています。みなさ
んも、一人で頑張り過ぎずに、時には人の支えも借りて、夢の実
現に向けて頑張ってください。応援しています。

鹿児島校

現役合格

　国家一般職（行政九州）　最終合格2019年度
　(内定先；鹿児島労働局)

～鹿児島大学～

基島　慎之介さん

『受験勉強は自分の将来を切り開くチャンス！』
　鹿児島のために働きたいという思い　鹿児島のために働きたいという思い
があり、前職で人材の育成についてがあり、前職で人材の育成について
の仕事をしたときに、大きなやりがいの仕事をしたときに、大きなやりがい
を感じたため志望しました。を感じたため志望しました。
　東京アカデミーでは、自分１人では　東京アカデミーでは、自分１人では
考え付かないような解法を学ぶこと考え付かないような解法を学ぶこと
ができ、そして何より目標に向かってができ、そして何より目標に向かって
頑張る人たちが多くいる中で勉強で頑張る人たちが多くいる中で勉強で
きることは、自分にとって大きな刺激きることは、自分にとって大きな刺激
になりました。になりました。
　受験勉強は、辛いときや苦しい時　受験勉強は、辛いときや苦しい時
不安になる時もありますが、自分の不安になる時もありますが、自分の
将来を自分自身で切り開けるチャ将来を自分自身で切り開けるチャ
ンスでもあります。自分の描く将来ンスでもあります。自分の描く将来
を実現できるよう、受験勉強するこを実現できるよう、受験勉強するこ
とに楽しさを感じながら頑張ってくとに楽しさを感じながら頑張ってく
ださい。最後に、私の好きな歌の一節をこれから受験されるださい。最後に、私の好きな歌の一節をこれから受験される
に皆さんにエールとして贈ります。に皆さんにエールとして贈ります。
～あなたが今日まで歩いてきたこの道　間違いはないから　～あなたが今日まで歩いてきたこの道　間違いはないから　
春には大きな君が花になれ～春には大きな君が花になれ～

　鹿児島のために働きたいという思い
があり、前職で人材の育成について
の仕事をしたときに、大きなやりがい
を感じたため志望しました。
　東京アカデミーでは、自分１人では
考え付かないような解法を学ぶこと
ができ、そして何より目標に向かって
頑張る人たちが多くいる中で勉強で
きることは、自分にとって大きな刺激
になりました。
　受験勉強は、辛いときや苦しい時
不安になる時もありますが、自分の
将来を自分自身で切り開けるチャ
ンスでもあります。自分の描く将来
を実現できるよう、受験勉強するこ
とに楽しさを感じながら頑張ってく
ださい。最後に、私の好きな歌の一節をこれから受験される
に皆さんにエールとして贈ります。
～あなたが今日まで歩いてきたこの道　間違いはないから　
春には大きな君が花になれ～

鹿児島校

　国立大学法人（九州事務）　最終合格2019年度
　(内定先；鹿児島工業高等専門学校)

～高崎経済大学～

『勉強は集中力が何より大切』
　ゼネラリストよりもスペシャリストの　ゼネラリストよりもスペシャリストの
方が自分に向いているのではないか方が自分に向いているのではないか
という思いもあり、その中で国税専門という思いもあり、その中で国税専門
官に興味を持ち受験しました。　官に興味を持ち受験しました。　
　東京アカデミーに入会し、法律科目　東京アカデミーに入会し、法律科目
など、今まで勉強したことがないようなど、今まで勉強したことがないよう
な科目がほとんどでしたが、先生方な科目がほとんどでしたが、先生方
に分かりやすい講義をしていただいに分かりやすい講義をしていただい
て理解が深まり、とてもよかったです。て理解が深まり、とてもよかったです。
　また、東アカには、友達も通学して　また、東アカには、友達も通学して
いたのですが、講義前に時間をあわいたのですが、講義前に時間をあわ
せて一緒に自習室を活用するなどしせて一緒に自習室を活用するなどし
て、みんなで合格を目指して努力すて、みんなで合格を目指して努力す
ることができました。ることができました。
　勉強に関しては、出た問を繰り返し　勉強に関しては、出た問を繰り返し
解くように心がけました。また、国税解くように心がけました。また、国税
は専門記述もありますが、専門記述が課される試験を目指す方は専門記述もありますが、専門記述が課される試験を目指す方
は、早めに記述対策を行うことをおススメします。は、早めに記述対策を行うことをおススメします。
　長時間勉強することも大事ですが、短い時間でも集中してやれ　長時間勉強することも大事ですが、短い時間でも集中してやれ
ば、十分に多くのことが学べ、吸収できると思います。ば、十分に多くのことが学べ、吸収できると思います。

　ゼネラリストよりもスペシャリストの
方が自分に向いているのではないか
という思いもあり、その中で国税専門
官に興味を持ち受験しました。　
　東京アカデミーに入会し、法律科目
など、今まで勉強したことがないよう
な科目がほとんどでしたが、先生方
に分かりやすい講義をしていただい
て理解が深まり、とてもよかったです。
　また、東アカには、友達も通学して
いたのですが、講義前に時間をあわ
せて一緒に自習室を活用するなどし
て、みんなで合格を目指して努力す
ることができました。
　勉強に関しては、出た問を繰り返し
解くように心がけました。また、国税
は専門記述もありますが、専門記述が課される試験を目指す方
は、早めに記述対策を行うことをおススメします。
　長時間勉強することも大事ですが、短い時間でも集中してやれ
ば、十分に多くのことが学べ、吸収できると思います。

現役合格

　国税専門官　最終合格2019年度

鹿児島校 川原　智也さん ～鹿児島大学～

その他多数の方が、 で しています！鹿児島校 最終合格

現役合格
現役合格 現役合格 現役合格

合格おめでとう

ございます!


