
東京アカデミー鹿児島校　　初級公務員科

特待生試験
実施日程のご案内

特待生とは、公務員受験志望者を学費面で応援することを目的とした制度です

2017年度対策 現高校3年生対象(2017年3月卒) 

※各試験日の3日前まで受付致します。
※受験できるのはいずれかの日程一回のみです。

全日程 15：30～17：00 実施

高校・短大新卒者(2017/2018年3月卒業予定者) 

鹿児島校

2017/２０１８年度

実施回 試験日 受験申込締切 実施回 試験日 受験申込締切

第10回 2月11日（土） 2月8日（水） 第12回 3月11日（土） 3月8日（水）

第11回 2月25日（土） 2月22日（水） 第13回 3月25日（土） 3月22日（水）

第14回 4月1日（土） 3月29日（水）

特待生試験
受験者は全員 受講料最低5万円(最大25万円)免除!!

下記日程で受験できない場合は、個別で受験できます。

都合の良い日時をご相談下さい。

2018年度対策 

　鹿児島校 
『特待生試験日程』

現高校2年生対象(2018年3月卒) 特待生試験ご案内予告

実施回 試験日 受験申込締切 実施回 試験日 受験申込締切

第1回 5月27日（土） 5月24日（水） 第3回 7月29日（土） 7月26日（水）

第2回 6月24日（土） 6月21日（水） 第4回 8月26日（土） 8月23日（水）

2018年度対策特待生試験の正式受付は2017年4月1日より開始致します。



公務員受験志望者を学費の面で応援することを目的とした制度
　　　　　　　　　　　　　※特待生試験は入学の可否を決める試験ではありません。

　　　　　　　　　　　　　※特待生試験の受験は入学を強制するものではありません。

　　　　　　　　　　　　　※試験結果を確認してから入学をご検討頂けます。

対象コース

免除内容

受験料

判定方法

対象者

２０１７年度 東京アカデミー鹿児島校　初級公務員科

特　待　生　制　度　実　施　要　項

2017年3月に高等学校・短期大学卒業見込みの方

筆記試験（国・数・英のうち2科目選択）

　　※筆記試験終了後簡単な面談を行います。

　　※成績証明書は必要ありません。

筆記試験の判定により、以下のとおり受講料を免除します

無料

この制度の適用は、東京アカデミー鹿児島校初級公務員科の以下のコースと

致します。

①全日制入学の場合 受講料２５万円免除(得点率90％以上)

②全日制入学の場合 受講料１５万円免除(得点率80％以上)

③全日制入学の場合 受講料１０万円免除(得点率70％以上)

特待生試験受験者全員（上記①～③該当者を除く）

④全日制入学の場合 受講料５万円免除(得点率70％未満)

入学金 授業料 教材費 総額

■全日制全職種対応コース 2017年度受験型 30,000円 580,000円 19,500円 629,500円

■全日制鹿児島県・市コース 2017年度受験型 30,000円 575,000円 19,500円 624,500円

■全日制警察官コース 2017年度受験型 30,000円 600,000円 19,500円 649,500円

■全日制消防官コース 2017年度受験型 30,000円 600,000円 19,500円 649,500円

■全日制国家公務員コース 2017年度受験型 30,000円 560,000円 19,500円 609,500円

■全日制鹿児島市中級コース 2017年度受験型 30,000円 575,000円 19,500円 624,500円

コース

※①～③は各区分定員に達した場合、締切とさせて頂きます。

※判定結果通知をご確認後、入学手続きをお願い致します

※入学手続きには別途受講申込書の提出と、受講料の納入が必要となります

※受験はお一人様一回限りと致します



特待生試験から公務員コース入会までの流れ

受験申込 連絡 受験

判定結果

通知
集合場所、時間

などの通知 （ 郵送 ）

本学から

※受験より約一週間後に通知

※場合により保護者面談を実施

通学部入会手続き

①受講申込書の提出

➁受講料の納入

※通知後一カ月以内に受講手続きを行って下さい

特待生試験受験申込書を切り取り、必要事項をご記入の上東京アカデミー鹿児島校へ郵送または持

参にて提出してください。

受験申込方法

※受験申込書をご提出ください

特待生試験内容及び申込方法について

高等学校で履修する国語、数学Ⅰ・Ａ，英語のうち2科目選択、基本的な問題

を出題します。教科書などを復習して試験に臨みましょう。
筆記試験内容

キ　リ　ト　リ

※太枠内を記入してください

特待生試験
受験希望日

コース 月生

フ　リ　ガ　ナ

本人氏名
生年月日

自宅TEL

保護者携帯

〒 学校

公務員担当
先生

担任
先生

グループ受験
割引制度

申込先

申込日 受験票発行 判定区分 結果通知 事務局長印

グループ受験割引制について　□利用する　□利用しない
利用するを選択した方はグループ受験される方の氏名をご記入下さい。
氏名(　　　　　　　　　　　　)　氏名(　　　　　　　　　　　)　氏名(　　　　　　　　　　　)　氏名(　　　　　　　　　　)

※グループ受験(本人含めて2名以上)の方は入会時に10,000円免除致します・

住所 先生のお名前
※公務員担当先生がい

る場合は両方記入。い

ない場合は担任のみ。

※受験申込締切日までに下記申込先に郵送にてご提出下さい

 〒890-0842　鹿児島市東千石町14-12　天文館三井生命南国テレホンビル6F　　東京アカデミー鹿児島校

 （℡）0120-220-731／099-227-3455　　初級公務員科担当：内村

２０１７年度 東京アカデミー鹿児島校 　　初級公務員科

特 待 生 試 験 受 験 申 込 書
申込書受理日　平成　　　　年　　　　月　　　　日

　　　　　　　　－　　　　　　　　－

平成　　　年　　　月　　　日生　（　　　）歳

第　　　　回　　　　　　　　　　月　　　　日　（　　　）　実施分

フ　リ　ガ　ナ

保護者氏名 　　　　　　　　－　　　　　　　　－

【本学記入欄】

入会希望
コース

高等学校 ３年生

短期大学２年生

特待生試験の事はどうやって知りましたか □先生からの紹介で知った　　□自分（家族）で資料請求して知った　　□友達から聞いた　　□その他

印

■公務員試験の結果判明後に納入も可能です。



Ｑ．大学や専門学校も受験する予定ですが、この特待生試験も受けられますか？
　Ａ．４年制大学や専門学校、その他の学校との併願は可能です。

Ｑ．特待生試験を受験したら、費用は発生しますか？
　Ａ．発生しません。受験料は無料です。特待生試験受験後の入会手続きを行うまで費用は発生
しません。

Ｑ．勉強があまり得意ではないのですが、特待生試験は難しいですか？
　Ａ．特待生試験は簡単な試験ではありませんが、受験するだけでもメリットがあります。最大免除
区分に該当しなくても、受験者全員が適用になる免除区分があります。

Ｑ．来年の公務員受験に向けて、高校を卒業するまでは何をしたらいいですか？
　Ａ．卒業までの時間を有意義に過ごしてもらう為に、11月～3月までの無料準備講座があります。
いち早く学習スタートする事でライバルに差をつけましょう。

特待生Ｑ＆Ａ

公務員コースの内容について事前に話を聞きたい方は下記時間帯で随時個別説明を実施致します。

上記連絡先に予めお電話にてご予約ください。

個別説明実施時間帯　→　（月～金）10：00～20：00　/　（日祝日）10：00～18：00

鹿児島校

【鹿児島校】　

〒892-0842

鹿児島市東千石町14-12

天文館三井生命南国テレホン

ビル6階

　フリーコール　0120-220-731

　電話　099-227-3455

★受付時間

月～土　9：00～20：00

日祝日　9：00～18：00
※祝日・振替休日は休校となる場合

があります。



その他学費割引サポート制度のご案内

2017年度公務員試験対策講座【全日制】に入会希望される方を対象に、グループ（2名以上）で特待生試験を

受験された場合、全日制入会時に入会金10,000円免除いたします。公務員を志望される友人と一緒に特待生試

験を受験するだけで、入会金が一部(10,000円)免除される制度です。

■グループ受験割引制度　入会金10,000円免除

2017年度公務員試験対策講座【全日制】にご入会された方を対象に、友人紹介制度を設定しております。公務

員を目指す友人をご紹介いただき、特待生試験を受験して全日制コースに入会した場合、紹介者へ図書カード

を1,000円分進呈致します。

■友人紹介制度　図書カード進呈

■高校先生紹介割引制度 入会金全額30,000円免除

2017年度公務員試験対策講座【全日制】に入会希望される方を対象に、高校先生紹介割引制度を設定しており

ます。この制度は高校の先生を介して特待生試験を受験して全日制コースへ入会した場合、その方に対して入

会金全額(30,000円)免除を適用するというものです。

※「特待生試験申込書」と「高校先生紹介状」が同時に提出されないと適用されません。下記「高校先生紹介

状」に必要事項をご記入の上、ご提出下さい。

高校先生紹介状

東京アカデミー鹿児島校　殿 年　　月　　日

高校名　　　　　　　　　　　　　高等学校　　　　　　　　　　　

先生ご芳名 印

右の者を東京アカデミー鹿児島校 特待生試験の受験者として紹介いたします。

受験者氏名

鹿児島校

特待生試験の早期受験入会して2016年度公務員試験に合格した場合は、夏期総まとめ講座受講料を差し引いた、入会金・受講料・教
材費の全額を返金いたします。※但し,2017年対策講座開講後の最終合格通知書の提出による返金は入会金と消化受講料を差し引い
た金額となります。尚、教材費に関しましては、使用状況により実費を承ります。

　 公共性
の強いそれぞれの根拠法によって設立され、政府や主管省庁・地方公共団体の監督下にある公団・事業団・金庫・特殊銀行・特殊会社
等の採用試験、および採用に際し一定の任期がある採用試験は対象となりません。

ここでいう受講料返金の対象となる公務員試験とは、国家公務員法と地方公務員法で定められた職員の採用試験に限ります。

また、大学・短大に入学し、当社への受講を辞
退する場合は、大学・短大への学費支払日から１０日以内に納入学費の領収書と合格通知書を呈示した方には、本学に納入し
た入会金を含む受講料を返金します(専門学校は適用になりません)。

合格返金制度（受講料返金制度の特例について）

　合格返金の手続きは、受講料返金申請書と当該試験の最終合格を証明する書類（コピー可）を提出して下さい。申請書受理日を基準に原則月割りにて未受講分受講料を算出いたします。返金は、申請の翌月末に銀行振込（振り込み手数料はご負担

頂きます）にて行いますので予めご了承下さい。

※グループ受験割引制度と高校先生紹介割引制度の同時適用は出来ません。予めご了承ください。
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