
2018年度 試験対策

CSS直前対策講座
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都庁Ⅰ類Ｂ（行政・一般方式）対策特別イベント

都庁IB試験に向けて、川井太郎先生と合格者が攻略法を伝授!!都庁IB試験に向けて、川井太郎先生と合格者が攻略法を伝授!!

※ こちらから
　お申込みください
※ こちらから
　お申込みください

※講義チケットの販売は、                                         　　
　CSS公務員セミナーＨＰより受付けています。
　（http://cs-seminar.com/apoinnto_8.php）
※予約フォームよりお申込み下さい。追って、受講料の
　お支払方法をお知らせします。
　（銀行振込のみ。1/5（金）の15:00までにお支払いください。）

※講義チケットの販売は、                                         　　
　CSS公務員セミナーＨＰより受付けています。
　（http://cs-seminar.com/apoinnto_8.php）
※予約フォームよりお申込み下さい。追って、受講料の
　お支払方法をお知らせします。
　（銀行振込のみ。1/5（金）の15:00までにお支払いください。）

1/5（金）15：00 まで

1/8 (月・祝 )13：00～16：0013：00～16：00
12:30開場・受付開始12:30開場・受付開始

講義チケット代
（税込・レジュメ代込）（税込・レジュメ代込）

 ￥3,000- ￥3,000-
要予約・定員 50名
定員に達しましたら申し込みを締め切ら
せていただきます。お早目のお申し込み
をお勧めします。

都庁ⅠＢ
（行政・一般方式）

への道

・教養科目ボーダーの推移とその突破法
・専門記述の攻略法
・面接の実態と評価のポイント
・合格者による都庁面接の再現披露
・合格者・講師による受験相談会

内　容 必要な情報、もりだくさん！

毎年、出題予想ズバリ的中のCSSの専門記述対策。
2018年試験での出題予想論点についての見本答案集。
（CSSコース生のみに配布する非売品です！）

参加特典
『2018専門記述出題予想論点Best20』

参加者全員に
下記冊子をプレゼント

2017年は
10問中8問的中！

東京都文京区本郷 1-20-5 杉浦ビル

会　場

・都営三田線水道橋駅Ａ6出口から徒歩1分
・JR水道橋駅東口から徒歩5分

杉浦ビル５Ｆ（水道橋）

詳しい地図は
こちらから

特別区対策特別イベント

特別区試験に向けて、川井太郎先生が攻略法を伝授!!特別区試験に向けて、川井太郎先生が攻略法を伝授!!

※ こちらから
　お申込みください
※ こちらから
　お申込みください

※講義チケットの販売は、                                         　　
　CSS公務員セミナーＨＰより受付けています。
　（http://cs-seminar.com/apoinnto_8.php）
※予約フォームよりお申込み下さい。追って、受講料の
　お支払方法をお知らせします。
　（銀行振込のみ。3/17（土）の15:00までにお支払いください。）

※講義チケットの販売は、                                         　　
　CSS公務員セミナーＨＰより受付けています。
　（http://cs-seminar.com/apoinnto_8.php）
※予約フォームよりお申込み下さい。追って、受講料の
　お支払方法をお知らせします。
　（銀行振込のみ。3/17（土）の15:00までにお支払いください。）

3/17（土）15：00 まで

3/18 (日 )13：00～15：0013：00～15：00
12:30開場・受付開始12:30開場・受付開始

講義チケット代
（税込・レジュメ代込）（税込・レジュメ代込）

 ￥2,000- ￥2,000-
要予約・定員 50名
定員に達しましたら申し込みを締め切ら
せていただきます。お早目のお申し込み
をお勧めします。

特別区 のための最終戦略

・特別区教養科目ボーダー突破法
・特別区面接・区面接の実態と評価の
  ポイント

内　容 必要な情報、もりだくさん！

過去に実施された特別区面接の情報が詰まった
CSSオリジナル冊子。
（通常、CSSコース生のみに配布する非売品です！）

参加特典
『特別区面接再現集冊子』

参加者全員に
下記冊子をプレゼント

見逃せない！
ここでGET!!

東京都文京区本郷 1-20-5 杉浦ビル

会　場

・都営三田線水道橋駅Ａ6出口から徒歩1分
・JR水道橋駅東口から徒歩5分

杉浦ビル５Ｆ（水道橋）

詳しい地図は
こちらから

合
格

など



＜フルコース＞

＜ゼミ単科＞

各ゼミ（職種別）
※講義180分/1回×回数分
（講義回数は職種により異なります）

講義6回・模擬面接最大20回まで
エントリーシート添削回数無制限

模擬面接20回パック
＋

※「職種別ゼミ」と「模擬面接20回パック」をセットでお申込

総まとめの講義です。

※「職種別ゼミ」のみのお申込

過去問・予想問の実践演習・解説講義。出題が予想される分野を徹底整理!!
フルコースで申込めば、面接対策までフルサポート!!

ライブ教室定員あり！お申し込みはお早めに。

※通学科DVD受講も可能です。※通信教育科はDVD受講のみとなります。※通信教育科に定員はございません。

千葉大前校：50名　中央大前校：50名（各職種ごと）

※別途、面接対策のご案内を
　ご覧ください。

例年、本試験でズバリ的中！

合格への総まとめ！
予想論点 毎年ズバリ的中!!
同志とともに内定を勝ち取れ！
いざ、直前対策。

職種別
ゼミ
6 つの職種別

コース編成

都庁 特別区 国家
一般職 国税 裁事国家

総合職

各ゼミ（職種別）※講義180分/1回×回数分（講義回数は職種により異なります）



都庁
ゼミ

受講料 （税込）

都庁ゼミ一般方式＜フル＞ 都庁ゼミ一般方式＜単科＞ 都庁ゼミ新方式・技術職＜フル＞ 都庁ゼミ新方式・技術職＜単科＞

通学科

通信教育科

￥120,000 - ￥45,000 -
￥128,000 - ￥53,000 -

￥97,500 - ￥22,500 -
￥101,500 - ￥26,500 -

※ 技術職、行政新方式での受験者は専門科目は除いた受講となるため、一般職と受講料が異なります。

【CSSコース生価格】　一般方式（通学科）：￥15,000-　一般方式（通信教育科）：￥20,000-
　　　　　　　　　  新方式・技術職（通学科）：￥9,000-　新方式・技術職（通信教育科）：￥14,000-

講義日程

2/11（日） 2/28（水）

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

通信教育科
（発送日）

千葉大前校
14：00～17：00

中央大前校
14：00～17：00

3/18（日）3/14（水） 4/7（土） 4/8（日）

2/10（土） 3/7（水） 3/22（木）3/16（金）

2/15（木） 3/8（木）3/22（木）3/29（木）4/12（木） 4/12（木） 4/12（木） 4/26（木） 4/26（木） 4/26（木）

科　目 政治学・行政学
社会学

経済学・財政学
経営学

民法・憲法
行政法

数的処理★人文科学
※★

4/13（金）

4/21（土）

4/21（土） 4/21（土）

自然科学
※★

時事
※★

社会科学
※★

教養論文総合戦略
数的処理★

14:00～15:2518:00～21:00

4/10（火）
よりDVD貸出開始

4/10（火）
よりDVD貸出開始

4/24（火）
よりDVD貸出開始

4/24（火）
よりDVD貸出開始

4/7（土）

4/7（土）
15:35～17:00 14:00～15:25 15:35～17:00

※の科目は90分講義です。
★の科目は新方式技術職対応講義です。

合格者の声

　　　　　　都庁ゼミでは、都庁に合格するための戦略を細かく指導していただけ
　　　　　　ます。教養択一に関しては、足切りを突破するポイントや適切な時間配
　　　　　　分、過去問の分析から出題されそうな範囲を教えていただきました。
　　　　　　専門記述に関しても、先生方が過去の試験を分析し、今年度の予想論
点を教えてくださるのですが、本当によく当たり、驚きました。先生方の予想論点集が
なかったら、私は合格していなかったと思います。また、同じ目標を持つ仲間と励まし
合ったり、情報を共有したりできるところも都庁ゼミの良いところです。是非、都庁ゼ
ミで都庁の合格を目指してほしいです。

樋本 理沙さん 東京都庁 2017年内定

受講料
（税込）

国家総合職
ゼミ

合格者の声

　　　　　　　徹底的な過去問分析・演習など、国家総合職試験合格までの距離を
　　　　　　グッと縮めてくれる、非常に充実したコンテンツを提供してくれるゼミ
　　　　　　です。1次試験はもちろん、2次試験の対策も全てこのゼミでカバーする
　　　　　　ことが出来るので、試験に対する不安を抱えることはほとんどなく、逆
に安心感を持って日々の勉強に取り組むことができました。このゼミの受講なくして
私の最終合格はあり得ません。国家総合職を本気で狙っている人には本気でオスス
メするゼミです。ぜひ受講して、最終合格を勝ち取ってください！

Ｈ・Ａさん 2017年警察庁内定

内　容

〔法律区分〕

CSSコース生

通学科 通信教育科

コース生以外の方

CSSコース生

コース生以外の方

CSSコース生

コース生以外の方

論文対策クラス

法律科目演習クラス

全クラス受講

￥10,000-

￥15,000-
￥85,000-

￥55,000-
￥5,000-
￥30,000-

￥13,000-

￥20,000-
￥90,000-

￥58,000-
￥7,000-
￥32,000-

『法律科目演習クラス』
１次試験専門択一対策として法律科目に絞って集中実施。

憲法３回・行政法４回・民法４回

『論文対策クラス』
２次専門記述対策として集中実施。

憲法2回・行政法2回・民法2回・公共政策1回・政策課題論文1回

『官庁訪問対策』
官庁訪問対策講義（全１回）＋   模擬面接（上限20回）

※『法律科目演習クラス』『論文対策クラス』受講生は無料で受講できます。

※詳細・日程は
　個別パンフレットを
　ご覧ください。

毎年ズバリ的中!!

過去問・予想問の実践演習・解説講義。
記述対策は出題予想論点を10～20
公表し、講義！



※ 資格職・技術職志望の方は、全7回でお申込みいただけます。（2・4・8回を除く）受講料

（税込）

特別区
ゼミ

合格者の声

　　　　　　　短期間でより重点的に試験内容を復習し、さらに1ステップ上の情報
　　　　　　を得ることができると考え、特別区ゼミを受講しました。
　　　　　　　特別区の試験で大きな鍵を握る専門科目は範囲もかなり広いため、
　　　　　　自分一人で勉強するのは大変でしたが、特別区ゼミでは予想問題など
が提示されるため短期間で効率的に勉強することができました。
　また、科目ごとに受講するかどうか決めることができたため自分のペースで講義に
望むことができました。少しでも特別区試験に不安を抱えている方には特別区ゼミ
を受講することをおすすめします。

西川 実里さん 2017年 特別区（杉並区）内定

講義日程

2/18（日） 2/24（土）

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

通信教育科
（発送日）

千葉大前校
14：00～17：00

中央大前校
14：00～17：00

3/11（日）3/5（月） 3/26（月） 4/7（土）

2/12（月） 2/14（水） 3/19（月）3/9（金）

2/16（金） 2/22（木）3/16（金）3/22（木）3/29（木） 4/12（木） 4/12（木） 4/19（木） 4/26（木） 4/26（木）

科　目 政治学・行政学
社会学

経済学・財政学
経営学

民法・憲法
行政法

数的処理 自然科学
※

4/15（日）

4/14（土）

4/21（土） 4/21（土）

人文科学
※

時事
※

社会科学
※

教養論文総合戦略
数的処理

14:00～15:25

3/24（土）
よりDVD貸出開始
4/10（火）

よりDVD貸出開始
4/24（火）
よりDVD貸出開始

4/24（火）
よりDVD貸出開始

4/7（土）

4/10（火）
15:35～17:00 14:00～15:25 15:35～17:0018:00～21:00

※の科目は90分講義です。

国般ゼミ＜フルコース＞

国般ゼミ＜ゼミ単科＞

通学科 通信教育科

￥115,000 -
￥40,000 -

￥122,000 -
￥47,000 -

※ 国税ゼミもお申込の場合は、講義が重複するため上記価格より￥5,600-OFFです。

受講料
（税込）

国家一般職
ゼミ

合格者の声

　　　　　　　国家一般職ゼミでは試験の出題のされ方、これまでの出題傾向、各
　　　　　　科目の予想論点、官庁訪問での注意事項などのご指導を受けました。
　　　　　　　数的では実際の過去問をゼミで解き、どれくらいの難易度でどのよ
　　　　　　うに出題されるか把握することができました。
　国家一般職試験前週の国税専門官の試験では、法律分野がボロボロで自信をなく
していました。先生を信じて予想論点を重点的に取り組むと、憲法は5/5、民法Ⅰは
4/5取ることが出来ました。このゼミのおかげで一次試験に通過出来たと思います。

松倉 大樹さん 2017年 経済産業省内定

講義日程

特別区対策の
総まとめ

出題予想、ズバリ的中!!

フルコースがおススメ！
官庁訪問対策が
万全になる!!

【CSSコース生価格】　Ⅰ類・事務（通学科）：￥15,000-　Ⅰ類・事務（通信教育科）：￥20,000-
　　　　　　　　　  資格職・技術職（通学科）：￥9,000-　資格職・技術職（通信教育科）：￥14,000-

【CSSコース生価格】　行政職（通学科）：￥15,000-　行政職（通信教育科）：￥20,000-
　　　　　　　　　  技術職（通学科）：￥5,600-　技術職（通信教育科）：￥7,000-

5/8（火）
1 2 3 4 5 6 7 8

通信教育科
（発送日）

千葉大前校
14：00～17：00

中央大前校
14：00～17：00

5/16（水） 5/19（土） 5/26（土）

5/9（水） 5/15（火） 5/18（金）

5/10（木） 5/17（木） 5/24（木） 5/24（木） 5/24（木） 5/31（木）

政治学・行政学
社会学・経営学

政治学・行政学
社会学・経営学

政治学・行政学
社会学・経営学

経済原論・財政学

経済原論・財政学

経済原論・財政学

民　法

民　法

民　法

憲法・行政法
5/23（水）
数的処理

憲法・行政法

憲法・行政法

数的処理

数的処理

人文科学※

人文科学※

人文科学※ 社会科学※

社会科学※

社会科学※総合戦略・民法

総合戦略・民法

総合戦略・民法

14:00～15:25

5/22（火）
よりDVD貸出開始

5/22（火）
よりDVD貸出開始

5/30（水） 6/5（火）5/27（日）

6/2（土） 6/9（土）

5/31（木） 6/7（木）

5/19（土）
15:35～17:00

※の科目は90分講義、国税ゼミと合同です。

18:00～21:00

特別区ゼミⅠ類・事務＜フル＞ 特別区ゼミⅠ類・事務＜単科＞ 特別区ゼミ資格職・技術職＜フル＞ 特別区ゼミ資格職・技術職＜単科＞

通学科

通信教育科

￥120,000 - ￥45,000 -
￥128,000 - ￥53,000 -

￥102,000 - ￥27,000 -
￥106,000 - ￥31,000 -



国税ゼミ＜フルコース＞

国税ゼミ＜ゼミ単科＞

通学科 通信教育科

￥115,000 -
￥40,000 -

￥122,000 -
￥47,000 -

受講料
（税込）

国税
ゼミ

合格者の声

　　　　　　　私は国税専門官を第一志望で各種対策を行ってきました。その中で
　　　　　　も明確に合格に直結したのは、この国税ゼミだと思っています。
　　　　　　　ご存知かと思いますが、国税専門官の試験は専門記述や会計学の
　　　　　　存在等、他の試験種にはない特徴があり、対策が必要です。私は国税
ゼミを受講し、専門記述の予想テーマを的中させ、会計学の適確な指導していただ
いたお陰で合格出来たと思っています。中でも、専門記述のテーマ予想は恐ろしい精
度ですし、独学では対策が不可能だと感じたので受講して良かったと強く感じまし
た。皆さんもこの国税ゼミを受講し合格を掴み取ってください！

長谷川 新さん 2017年 東京国税局内定

講義日程

4/30（月・祝） 5/4（金） 6/4（月）

1 2 3 4 5 6 7 8

通信教育科
（発送日）

千葉大前校
14：00～17：00

中央大前校
14：00～17：00

5/9（水） 5/17（木） 5/19（土）

4/27（金） 5/3（木） 5/11（金）

5/27（日）

5/3（木） 5/10（木） 5/17（木） 5/24（木） 5/24（木） 5/24（木） 5/31（木） 6/7（木）

科　目 民法・商法 経済原論会計学数的処理 人文科学
※

社会科学
※

総合戦略
数的処理

14:00～15:25

5/20（日）
よりDVD貸出開始
5/22（火）

よりDVD貸出開始
5/28（月） 5/29（火）

5/19（土）

5/22（火）
15:35～17:00

※の科目は90分講義、国家一般職ゼミと合同です。

憲法・行政法

※ 国家一般職ゼミもお申込の場合は、講義が重複するため上記価格より￥5,600-OFFです。

裁事ゼミ＜フルコース＞

裁事ゼミ＜ゼミ単科＞

通学科 通信教育科

￥109,000 -
￥34,000 -

￥115,000 -
￥40,000 -

受講料
（税込）

講義日程

3/28（水）4/4（水）  　 

  　 

  　 4/18（水）4/11（水） 4/25（水） 5/3（木） 5/1（火）
5/2（水）
5/3（木）

3/29（木）4/5（木）
  　 

4/19（木）4/12（木） 4/26（木）4/30（月）

総合戦略
憲法論文 憲法 経済 刑法 民法民法

4/5（木） 4/12（木）
  　 

4/26（木）4/19（木）

数的処理

5/3（木）

1 2 3 4 5 6

通信教育科
（発送日）

千葉大前校
14：00～17：00

中央大前校
14：00～17：00

裁事
ゼミ

合格者の声

　　　　　　　裁事ゼミでは、経験豊富な講師陣が過去の出題傾向から頻出論点
　　　　　　を割り出し、それに合わせた対策を行います。出題論点の予想もされ
　　　　　　るので、直前期には裁事ゼミで予想された論点を中心に勉強すること
　　　　　　で効率の良い対策をすることができました。また、裁事では憲法の専
門記述が出題されます。独学ではなかなか対策しづらい科目ですが、このゼミでは答
案構成の仕方から出題論点の予想まで、必要な対策が網羅されているので自信を持
って本番に臨むことができました。裁事を志望される方にはぜひオススメしたい講座
です。

金子 聖さん 2017年 千葉地裁内定

国税の傾向を知り、
万全の対策を!!

特徴濃い裁事試験、
攻略法大公開の
総まとめ講義！

よりDVD貸出開始

【CSSコース生価格】　通学科：￥15,000-　通信教育科：￥20,000-

【CSSコース生価格】　通学科：￥15,000-　通信教育科：￥20,000-



くりかえし行う模擬面接で、苦手な面接を合格レベルまで強化！！

CSSの面接対策CSSの面接対策
３種のパックと単回、選べるコース展開３種のパックと単回、選べるコース展開 予約制/1回30分

来校でも
オンラインでもOK !
来校でも
オンラインでもOK !

注）オンライン面接をご希望の場合、当講座お申込み前に「skype」にて映像・音声ありで通話できるよう、ご自身で環境を整えてください。
※ 模擬集団面接・模擬集団討論も１回とカウントします。    ※ オンライン面接も同一価格です。

【講義日程】※通信教育科を発送日以降にお申込の場合、申込完了当日または翌日に発送いたします。

★模擬面接は、2018年4月15日～2018年度試験終了まで実施します。
　開催時期になりましたらご希望の校舎で模擬面接のご予約をお取りください。
★千葉大前校の第４回講義は、千葉市文化センター5Fセミナー室にて行います。

11/21（火）・23（祝）12/12（火）・14（木）1/11（木）・13（土） 5/15（火）
7/4（水）5/16（水）1/10（水）12/12（火）11/22（水）

5/19（土）

千葉大前校

第１回 第２回 第３回 第４回

中央大前校

通信教育科

18:00～19:30 18:00～19:30 18:00～19:30 14:00～17:00
第５回

14:00～17:00
第６回

14:00～16:00

11/30（木） 12/21（木） 1/18（木）発送
予定

発送
予定

発送
予定

発送
予定 7/12（木）発送予定

集団討論
（講義+実践）

7/5（木）集団討論（講義+実践）7/7（土）集団面接（講義+実践）

7/9（月）集団面接（講義+実践）

★模擬面接20回パック ★模擬面接10回パック ★模擬面接５回パック ★模擬面接（単回）

講義
6回

模擬面接
20回

ＥＳ添削
無制限

講義
6回

模擬面接
10回

ＥＳ添削
無制限

講義
6回

模擬面接

5回
ＥＳ添削
無制限

【受講料】￥90,000-（税込・教材代込）
【受講料】￥55,000-（税込・教材代込）

【受講料】￥30,000-（税込・教材代込）
【受講料】￥7,000-（税込・教材代込）

※面接講義、ＥＳ添削はありません。
　面接対策パックで講義を受講してから、
　模擬面接を受講することをお勧めします。

もっと模擬面接しておきたい！
そんなときに。

講義5回(各回180分)＆演習10回(添削付き)【パック内容】 

【受講料】 

【講　師】 

(税込・送料込・答案提出/返却送料除く)

都庁・特別区・県庁・市役所・裁判所一般職・警察官・消防官の論文対策を万全に！
論文の書き方、論点予想、行政論文の傾向などを徹底指導。
専門講師による丁寧な添削により、合格レベルの教養論文を完成させよう！

パック教養論文 講義 ５回・演習 10回
(各回添削付き)

各分野1回 (180分)【講義】

※ LIVE講義の翌日以降はDVD視聴も可能。[追加料金不要] ※ 通信教育科で発送日以降にお申込された場合は、申込手続き完了当日または翌日に教材発送。

※LIVE講義開催時間は、18：00～21：00です。

千葉大前校（LIVE）

第１回 第２回 第３回 第４回 第５回

中央大前校（LIVE）

通信教育科

演習
[答案提出/受取方法]

10回(添削付き)
※課題は講義にて配布、
　またはご自身で書きたい課題です。

① CSS各校窓口にて手渡し
② FAXにて送受信
③ メールにて送受信[word／PDF]
※送信先メールアドレスは、お申込時にご案内致します。
※手書き答案は、スキャナーで読取りPDFファイルでご送信下さい。

以下いずれの方法でも可能

※答案返却は提出の
　約1週間後です。 通学科 通信教育科

¥40,000 ¥45,000

10/19 (月)
18:00-21:00

11/9 (木)
18:00-21:00

12/7 (木)
18:00-21:00

1/18 (木)
18:00-21:00

2/22 (木)
18:00-21:00

10/12 (木)
18:00-21:00

11/23 (木)
18:00-21:00

12/14 (木)
18:00-21:00

1/11 (木)
18:00-21:00

2/23 (金)
18:00-21:00

10/19 (木)
教材発送

11/30 (木)
教材発送

12/21 (木)
教材発送

1/18 (木)
教材発送

3/1 (木)
教材発送

鈴木 鋭智講師
すずき　      えいち

ほか



各分野1回 (180分)【講義】 ※LIVE講義開催時間は、18：00～21：00です。
講義3回(各回180分)＆演習10回(添削付き)【パック内容】 

法律・経済・行政 各分野ごとに講義を行い、1科目につき10回の演習添削が受けられます。
東京都庁・裁判所事務官一般職・国税専門官など、専門論文が課せられる職種を受験する方を対象。
課題においては、解説・参考答案も充実。 例年、出題課題をズバリ的中！

パック
〔行政職対応〕専門記述 講義 各分野1回

演習 各科目10回
(各回添削付き)

※ LIVE講義の翌日以降はDVD視聴も可能。[追加料金不要] ※ 通信教育科で発送日以降にお申込された場合は、申込手続き完了当日または翌日に教材発送。

分野 科目 講師

行政

経済

法律 憲法・民法
行政法 2/12（月）

2/17（土）
2/21（水）

2/16（金）～
2/22（木）～
3/1（木）～

2/16（金）より教材発送
2/22（木）より教材発送
3/1（木）より教材発送

経済学・財政学
会計学・経営学
政治学・行政学
社会学

吉川 長利

川井 太郎

阿部 雅博

千葉大前校（LIVE） 中央大前校（DVD） 通信教育科

【受講料】 (税込・送料込)

シングルパック
（いずれか１分野）

通学科 通信教育科

ダブルパック
（いずれか２分野）

フルパック
（３分野）

¥30,000 ¥33,000
¥55,000 ¥60,000
¥80,000 ¥86,000

演習
[答案提出/受取方法]

10回(添削付き)
※課題は講義にて配布、
　またはご自身で書きたい課題です。

① CSS各校窓口にて手渡し
② FAXにて送受信
③ メールにて送受信[word／PDF]
※送信先メールアドレスは、お申込時にご案内致します。
※手書き答案は、スキャナーで読取りPDFファイルでご送信下さい。

以下いずれの方法でも可能

※答案返却は提出の
　約1週間後です。

千葉大前校

【内容・日程】 

【受講料】 （税込・レジュメ代込）

１次試験で実施するプレゼンテーションシートの作成、時間内で的確な内容のものを仕上げる
ための強化講座。２次で行われる実際のプレゼンテーションを意識した仕上げを目指します。

東京都庁（Ⅰ類Ｂ）新方式対策

プレゼンシート作成講座 全４回

　都庁新方式においてプレゼンテーションが課せられますが、
多くの受験生がほぼ対策をせずに受験しているのが現状です。
　一次試験では、二次試験で行うプレゼンテーションのための
プレゼンシートの作成が課せられます。何も考えずプレゼン
シートを作成した場合には二次試験のプレゼンテーションが
大変なことになることは目に見えています。
　プレゼンテーションには効果的なフレー
ムワークがあり、また都庁プレゼンには特
徴があります。本講座では都庁新方式の
ポイントをつかんだうえで、プレゼンテー
ションの練習と、それを前提としたプレゼ
ンシート作成のトレーニングを行います。

川井  太郎　　　からのメッセージ講師

かわい   たろう

川井 太郎 講師
かわい   たろう

川井 太郎 講師

通　学　科￥18,000-
通信教育科￥22,000-

中央大前校
通信教育科

第1回（講義） 第2回（演習）

※通信教育科では、講義は
　DVDをお送りします。
　演習は自宅で作成した
　プレゼンシートを送付し、
　添削を受けていただきます。

第 3回（演習） 第4回（演習）

2/25（日）18：00～21：00
2/24（土）18：00～21：00 3/4

（日）
18：00～19：30 3/11（日）18：00～19：30 3/18（日）18：00～19：30
3/1（木）一斉発送

第1回：講義90分（実際のプレゼンテーションを意識したシートの書き方・資料の読解法　など）
第2回～第4回：演習各回90分（90分間でシートを書き提出。1週間後に添削したシートを返却。）

合格者の声

　　　　　私は都庁プレゼンシート作成講座を受け
　　　　　ていたことで、本番でもしっかりと問題に
　　　　　対応できました。講座ではシートの構成や
時間管理について学ぶことができました。また、例題
を用いて実際に問題に取り組め添削もしてもらえまし
たので、本番を意識した対策が可能でした。本番を前
に何度か書く練習していたことは非常に重要だったと
思います。この講座を受講し、政策研究を行っておくこ
とが突破への近道だと思います。

Ｓ・Ｔさん 東京都庁 2017年内定

　　　　　私は都庁プレゼンシート作成講座を受け
　　　　　ていたことで、本番でもしっかりと問題に
　　　　　対応できました。講座ではシートの構成や

【CSS コース生価格】
　通　学　科：￥3,000-
　通信教育科：￥4,500-



裁判所一般職
対策憲法論文 特講

裁判所一般職憲法論文の初歩から予想論点指導まで。

吉川長利講師

短期間で憲法論文を合格レベルまで引き上げる直前講座

【 講 師 】 

【 内 容 】 

※通信教育科にて4/16(月)以降お申込される場合は、申込手続き完了即日または翌日発送

【受講料】 
(税込・レジュメ代) 千葉大前校/中央大前校

通学科 ¥6,000-

通信教育科 ¥8,000-

全2回

よしかわ    ながとし

吉川 長利 講師からのメッセージ
◆吉川講師の著書◆

専門記述・憲法
『合格答案』作成講座
(技術評論社)

【 日 時 】 

千葉大前校

中央大前校
通信教育科

3/31(土) 18:00-19:30
4 / 1 (日) 14:00-15:30

4/14 (土) 14:00-15:30
4/15 (日) 14:00-15:30
4/16 (月) 発送開始4 / 2 (月) 発送開始

第１回 合格答案の書き方 第２回 ズバリ！予想論点

直前期 特別講義

合格者の声

　　　　　裁事の試験では憲法の専門記述が出題さ
　　　　　れます。典型的な一行問題ではあります
　　　　　が、やはり論文試験であるので十分な対
策が必要になります。この講座では、憲法論文の基本
的な答案構成の仕方や具体的な勉強方法を学ぶこと
ができ、また、出題論点の予想もしてくれるので、それ
らを中心に勉強することで比較的短期間で効率の良
い対策をすることができました。裁事を受験される方
は是非ともこの講座を受講して合格を勝ち取ってくだ
さい！

金子 聖 さん 千葉地裁 2017年内定

　　　　　　　　予備校生の方、独学の方を問わず、択一問題
　　　　　　　とその解説から知識を帰納するという流行の択
　　　　　　　一対策を主にとってきた場合、最後まで不安が
　　　　　　　残るのが専門記述対策です。しかし、裁判所職
　　　　　　　員一般職試験の憲法は、専門択一対策と専門記
　　　　　　　述対策を併用した効率よい対策をとりやすい科
　　　　　　　目です。
　　　　　　　　この特講では、単なる出題予想に止まらず、
超直前期を最大限に活用するお手伝いをします。ぜひ上位合格
を勝ち取りましょう！」

川井 太郎 講師【 講 師 】 

資料解釈 特講
10分で資料解釈満点！ そのテクニックを伝授！！

全1回

直前期 特別講義

合格者の声

　　　　　　数的処理は一番差がつく教科で、その中
　　　　　でもポイントになるのが資料解釈だと思
　　　　　います。僕は解き方のコツや注意点も分か
らず、がむしゃらに計算していました。しかし限られた
時間の中で一つ一つ数値を読んで、計算して、という
のはとても大変ですし、ミスも多くなると思います。そ
んな悩んでいるときに受講したのが『資料解釈特講』
でした。この講座ではグラフの読み方のコツやミスし
やすいポイント、早い計算の裏技など教えてくださり、
資料解釈が得意になりました。本当にこの講座を受け
てよかったです。

福士 周汰 さん 千葉県庁 2017年内定川井 太郎 講師ブログのご紹介

地方上級・国家一般職
レベル志望者対象

資料解釈の総まとめ！
少ない時間内で効率よく得点する解法が身につきます。
資料解釈への取り組み方が劇的に変わります。【 日 時 】

全1回・180分講義【 内 容 】 

千葉大前校 3/4（日）14：00～17：00
中央大前校 3/10（土）14：00～17：00
通信教育科 3/12（月）教材発送

【受講料】 
〔発送料込〕

通学科￥5,000-
通信教育科￥6,000-(税込・レジュメ代)

【CSS コース生価格】
　通　学　科：￥500-
　通信教育科：￥1,500-

※ＣＳＳコース生は第１回講義は受講不要。
 （すでに受講した講義と内容が重複するため）

【CSS コース生価格】通　学　科：￥300-　
　　　　　　　　　  通信教育科：￥1,300-

川井太郎の
公務員受験生応援ブログ

公務員受験生人気No.1ブログ
講師のブログを読んでみよう講師のブログを読んでみよう

◆川井講師のブログ◆

公務員試験に関する情報が満載！



国税会計学５点UP講座
会計学手つかずの人に朗報!!初めての会計学でも５点がとれる！会計学手つかずの人に朗報!!初めての会計学でも５点がとれる！直前期 特別講義

全4回

※ライブ講義実施翌日以降DVD視聴可能(追加料金なし)

全4回・各回180分講義
【 日 時 】 
【 内 容 】 

1回 2回 3回 4回

千葉大前校

通学科(ライブ)
5/8（火）
14:00-17:00

5/19（土）
14:00-17:00

5/25（金）
14:00-17:00

6/1（金）
14:00-17:00

中央大前校

通学科(DVD)

通信教育科
(DVD)

5/11（ 金）～
DVD視聴可

5/22（火）～
DVD視聴可

5/28(月)～
DVD視聴可

6/4（月）～
DVD視聴可

5/10（木）～
DVD発送

5/24（木）～
DVD発送 DVD発送

5/31(木)～
DVD発送

6/7(木)～

【受講料】 
(税込・レジュメ代)

中央大前校ライブ／千葉大前校DVD
通学科 ￥20,000- 　

通信教育科 ¥25,000-  
[CSS コース生価格 ]

通　学　科︓ ￥1,200-
通信教育科︓￥3,200-

川井 太郎 講師【 講 師 】 
川井 太郎 講師からのメッセージ
　　　　　　　会計学は、国税専門官試験において必須科目として８問、財務専門
　　　　　　官試験で選択科目として６問出題されます。特に国税専門官試験にお
　　　　　　いて最重要科目といっても過言でもありませんが、対策が手薄な受験
　　　　　　生が多く見受けられます。原因として会計学を新規に学習することに
　　　　　　負担を感じることにあると思いますが、会計学の公務員試験の特徴と
　　　　　　して傾向が明確で、論文も予想しやすい点にあります。本講座は、会
　　　　　　計学の頻出論点、出題予想論点に絞り短期間で択一で５点以上、論文
も６割以上の得点を目指し合格可能性を高めます。昨年度は本講座のみの受講で多
くの学生が択一を５点以上、論文もきっちり書き上げてきました。しっかり対策を
行い合格可能性を高めて行きましょう。

合格者の声

　　　　　　私は国税専門官が第二志望でしたが、受
　　　　　験をするために「会計学5点ＵＰ講座」を受
　　　　　講しました。国税専門官を志望先の一つと
して考えている人は、この「会計学5点ＵＰ講座」の受講
をお勧めします。川井先生が完璧な国税専門官試験の
対策を研究されているので、会計学にあまり時間を割
いて勉強できなかった方にもポイントついてしっかりと
教えてくれます。その結果、国税専門官試験で5点という
大きな差がつくと思います。ぜひ志望先の一つとして考
えている人は、受講をしてください！

井上 孝太 さん 東京国税局 2017年内定

財務分析特講
※通信教育科での受講は、受講料
　および代金引換手数料を教材到着
　払いにてお支払いいただきます。

特別区・国家一般職・国税専門官試験で、財務分析が出題可能性あり！
特別区・国家一般職経営学対策  国税専門官会計学対策

全1回
【受 講 料】

4/17（火）  14：00～17：00千葉大前校
LIVE

4/20（金）  よりDVD視聴可中央大前校

通学科：￥5,000-
通信教育科：￥6,000-
[CSS コース生価格 ]

　通学科︓ ￥1,200-　通信教育科︓￥1,800-

川井 太郎 講師【 講 師 】 
川井 太郎 講師からのメッセージ
　　　　　　　　財務分析は、国税専門官の会計学、国家一般職、特別区の経営学で出題され
　　　　　　　る可能性があります。会計的な知識など必要なため対策が手薄な学生が多い　
　　　　　　　ですが、会計の知識がなくても十分に得点は可能です。
　　　　　　　　本講座では短時間で公務員の財務分析について対策を立てて行きます。
　　　　　　　　最後の大詰め、合格を確実にするために、がんばりましょう！



図形攻略特講
数的処理図形分野の特別講義 多くの受験生からの要望に応えて開講!!直前期 特別講義

これまで数的処理を学んできた受験生への直前期対策
・過去10年の都庁・特別区の出題より、その傾向と対策を指導。
・図形問題のスピーディーな解法。
・本試験出題5問を全問正解することを目標に!

【 内 容 】 【受講料】 
(税込・レジュメ代)

千葉大前校/中央大前校
通学科 ¥5,000-

通信教育科 ¥6,000-

池田 大地 講師【 講 師 】 

池田 大地 講師からのメッセージ
　　　　　　　　図形問題は苦手意識を持っている人が大半です。中には、あまりの苦手意識から図形問題を捨て問にしてし
　　　　　　　まう人もいます。
　　　　　　　　ところが、「広く浅く勉強する」ことが鉄則の公務員試験では、図形問題を苦手なままにするとそれだけで
　　　　　　　不利になることがあります。例えば、本試験の数的処理で図形問題に易しいものが多く、非図形問題に難しい
　　　　　　　ものが多かった場合、図形問題を苦手としているだけで不利になってしまいます。
　　　　　　　　本講座では、図形問題の中でも頻出テーマだけを扱い、それらを早く正確に解くためのテクニックを伝授し
　　　　　　　ます。さらに、講義中は問題演習の時間があるので、その場でテクニックを使う練習もすることができます。
さあ、図形問題を得点源にしましょう！！

全1回
都庁・特別区・国家一般職
国税・裁判所一般職・県庁
市役所対策

【 日 時 】 3/9（金）14：00～17：00
CSS公務員セミナー 千葉大前校にて

毎年ズバリ的中！　今年も出題予想論点、公表します！
千葉県庁の教養論文対策に特化した講義！
どんなテーマでも、高い評価を得られる論文の書き方を徹底指導！

毎年ズバリ的中！　今年も出題予想論点、公表します！
千葉県庁の教養論文対策に特化した講義！
どんなテーマでも、高い評価を得られる論文の書き方を徹底指導！

6/2 (土 )14：00～17：0014：00～17：00

受講料
（税込
　オリジナルレジュメ代込）
（税込
　オリジナルレジュメ代込）

通学科  ￥3,000-　通信教育科  ￥4,000-

通学科定員 50名
定員に達しましたら申し込みを締め切らせていた
だきます。お早目のお申し込みをお勧めします。

講　師

千葉県庁 教養論文特講

※通信教育科は、講義を収録したDVDをご自宅へお送りします。

会場：CSS 千葉大前校にて
合格者の声

　　　　　　　　私がオススメする理由の一つ目は過去の出題傾向を知
　　　　　　　れ、対策を立てやすくなることです。過去10年分以上の
　　　　　　　出題状況と千葉県庁がどんな論文を求めているのか、丁
寧に解説してもらいそれに合わせて準備をすることができました。二つ
目は今年どんな分野について出題されそうか予想してくれ、それについ
ての政策や基礎知識を教えてもらえることです。今年は地方活性化につ
いてでしたが、講座での予想が当たり習った知識が丸々当てはめられた
ので、私は本番ほとんど悩むことなく論文を書くことができました。千
葉県庁の教養論文対策をする上で、短時間で、効果的に合格レベルの論
文が書けるようになると思います。

鎌田 賢治 さん 千葉県庁 2017年内定

※講義チケットの販売は、                                         　　CSS公務員セミナーＨＰより
　受付けています。（http://cs-seminar.com/apoinnto_8.php）
※予約フォームよりお申込み下さい。追って、受講料のお支払方法をお知らせします。
　（銀行振込のみ。6/1（金）の15:00までにお支払いください。）

※講義チケットの販売は、                                         　　CSS公務員セミナーＨＰより
　受付けています。（http://cs-seminar.com/apoinnto_8.php）
※予約フォームよりお申込み下さい。追って、受講料のお支払方法をお知らせします。
　（銀行振込のみ。6/1（金）の15:00までにお支払いください。） ※ こちらから

　お申込みください
※ こちらから
　お申込みください

6/1（金）15：00 まで

鈴木 鋭智先生

　　　　　　　　千葉県の論文試験には「隠れた法則」があり、過去
　　　　　　　問を正しく分析すれば出題テーマを予測することが可
　　　　　　　能です。いま最も狙われそうなトピックについて、集
　　　　　　　中的に情報をインプットしましょう。そして文章の
　　　　　　　書き方も総おさらい。1000文字埋める段落
構成から、公務員的表現ルール、説得力の上がる論理展開
まで、すぐ答案に使えるテクニックを伝授します。
　最短コースで準備したい人、論文試験で大逆転したい人
なら必見。密度の濃い３時間講座です。

今年度（平成29年）の千葉県庁職員採用試験に講義内容がズバリ的中！
特別区対策でも４年連続的中しているCSS直前講座の「千葉県庁」版。

＜大好評!! 鈴木先生の著書はこちら＞
・『公務員試験 無敵の論文メソッド』（実務教育出版）
・『何を書けばいいかわからない人のための小論文のオキテ55』

（KADOKAWA/中経出版）

【CSS コース生価格】
　通　学　科：￥500-
　通信教育科：￥1,000-

【CSSコース生価格】通学科：￥500-　通信教育科：￥1,500-



CSS の実戦トレーニングCSS の実戦トレーニング
大切な直前期、問題演習により弱点を補強しよう！
合格へ一歩近づくための実戦講座 !!

千葉大前校・中央大前校　同時開催 11：00～12：30（当日10：30受付開始・10：50受付終了）

4/20（金）
4/21（土）
4/22（日）

3/23（金）
3/24（土）
3/25（日） 4/1（日）

3/31（土）
3/30（金） 4/6（金）

4/7（土）
4/8（日）

7/7（土） 8/4（土） 9/8（土）
4/27（金）
4/28（土）
4/29（日）

２回 ３回 ４回 ５回 ６回 ７回 ８回 ９回１回

4/15（日）

4/13
4/14（土）

（金）

地上・国般クラス 警察消防市役所クラス

合格者の声

　　　　　　　公務員試験を突破するにあたって判断推
　　　　　　理と数的処理は避けては通れません。しかし
　　　　　　私はこの2つに苦手意識を持っており、これを
克服したいと考え数的実戦トレーニングに参加しました。多
くの受講生が教室に集まり、時間を計って問題を解くこと
は、試験本番さながらの雰囲気や緊張感を感じることがで
きました。また講座に毎回参加することで数的攻略におい
て一番大切である時間のコントロール法を次第に身につけ
ることが出来たと思います。試験本番でも講座で出された
問題が多く出題されるので参加を強くおすすめします。

藤井 拓海 さん 富山県庁 2017年内定

合格者の声

　　　　　　　実戦トレーニングは普段自習室でゆっくり問題
　　　　　　を解くのとは違い、限られた時間の中で問題を解
　　　　　　くので、本試験で最も必要な時間コントロールを
　　　　　　身につけることができます。
 また、実戦トレーニングの高得点者は、毎回掲示されるため、
高得点を取ろうと勉強のモチベーション維持にもつながりま
す。 そして、実戦トレーニングで解く問題は過去問やオリジナル
問題などの良質な問題が多いので、復習することで実戦トレー
ニングの効果がより高まります。
　CSS生が本試験で高得点を取ることができる理由はこの実戦
トレーニングにあると思います。実戦トレーニングを受講すれ
ば必ず本試験で結果が出ると思います！

田中 佑弥 さん 特別区（江東区） 2017年内定

数的実戦トレーニング

※【CSS コース生価格】全回￥2,000-

全　回 第 1～ 6回 第 7～ 9回

￥7,200- ￥4,920- ￥2,460-受講料
（1クラスにつき）

※通信教育科も同額です。

【実施日程】

判断推理・数的推理・資料解釈の各分野から、
厳選過去問を時間内で解く”実戦トレーニング”
直前期の力試し、知識定着確認に活用して下さい。

◆実施時刻は、全日11:00～、60～90人間の問題演習。
◆各回枠内の日程から、いずれかご都合の良い日にご参加ください。
◆問題は、各回ごとどの曜日も同内容です。

〔通学科〕金・土・日は数的実戦トレーニング！

地上・国般クラス 警察消防市役所クラス



自然科学実戦トレーニング
問題演習（60分）・解説講義（90分）内　容

受講料

日　程

￥3,000-
【CSS コース生価格】￥500-

（税込・レジュメ代込）

小林 政博先生
講　師

4/7（土） 4/8（日）千葉大前校

中央大前校

第１回 演習 第１回 解説 第 2 回 演習 第 2 回 解説

18：00～19：00 DVD貸出開始 DVD貸出開始
4/14（土）4/15（日）
18：00～19：00

合格者の声

　　　　　 自然科学はあまり勉強する時間が取れず、
　　　　　やらずに捨ててしまおうかと思っていまし　
　　　　　た。ただ、高校までの授業で、うすぼんやりな
がら持っていた知識があって、それをこの実戦トレーニ
ングで、確実なものにできたので、本番の試験では自然
科学では満点が採れ、その他の科目の失点をカバーす
ることが出来ました。
 小林先生の講義は、要点をおさえていてわかりやすく、
覚えやすいように話していただけるので、
解説講義を受けたことが満点につながったと思っています。

N・K さん 東京都庁 2017年内定

4/8（日） 4/9（月）千葉大前校

中央大前校

第１回 演習 第１回 解説 第 2 回 演習 第 2 回 解説

18：00～19：00 DVD貸出開始 DVD貸出開始
4/15（日）4/16（月）
18：00～19：00

人文科学実戦トレーニング
問題演習（60分）・解説講義（90分）内　容

受講料

日　程

￥3,000-
【CSS コース生価格】￥500-

（税込・レジュメ代込）

星 文彦 先生
講　師

合格者の声

　　　　　　　人文科学の試験範囲はとても広くて対策が
　　　　　　難しいと思います。しかし、この実戦トレーニ
　　　　　　ングでは、過去に頻出の範囲や間違えやすい
　　　　　　問題から出題されるため、実戦トレーニング
を受けることで自分の苦手なところが分かるだけではなく、
出題されそうな範囲も知ることができるため、今後効率的に
勉強を進めることができます。実際に私は、この実戦トレー
ニングで間違えた問題やその範囲を中心として直前期は勉
強しました。本番の試験でも、似たような問題や同じ範囲か
らの出題が多数あり、人文科学ではどの試験も安定して得
点することができました。

樋本 理沙さん 東京都庁 2017年内定



社会科学実戦トレーニング
問題演習（60分）・解説講義（30分）内　容

受講料

日　程

￥4,500-
【CSS コース生価格】￥700-

（税込・レジュメ代込）

講　師

合格者の声

　　　　　　　教養試験は多くの人が文章理解と数的推理を
　　　　　　飛ばして知識系の問題から先に解くと思います。
　　　　　　知識系の問題は社会科学から始まります。緊張し
　　　　　　て集中できていない状態で解くことになるのが
社会科学なのです。試験の出足である社会科学を難なく解くこ
とができるか否かが試験の出来を左右すると言っても過言で
はありません。一方で試験のような緊張感で問題を解く機会は
多くありません。
　実戦トレーニング社会科学では試験さながらの雰囲気の中
問題を解くことができます。本試験でスタートダッシュを決める
ために是非受講をおすすめします。

小野 卯一 さん 青森県庁 2017年内定

文章理解実戦トレーニング
問題演習（60分）・解説講義（90分）内　容

受講料

日　程

￥3,000-
【CSS コース生価格】￥500-

（税込・レジュメ代込）

鈴木 鋭智 先生
講　師

合格者の声

　　　　　　　文章理解実戦トレーニングは、文章理解
　　　　　　をどのように勉強していけば良いのかわ
　　　　　　からない人や、勉強しなくてはならない科
目が多く、文章理解をじっくり勉強する時間が無い人に
とくにおすすめしたいです。わたしは時間がなかったこ
ともあり、文章理解はこの講座以外ではほとんど勉強し
ませんでしたが、実践トレーニングによる本番に近い状
況での問題演習を複数回行うことができたおかげで文
を読むことにだんだんと慣れていき、文章理解を得点源
にすることができました。

星野 茉由奈 さん 特別区（中野区）2017年内定

川井 太郎先生
吉川 長利先生

千葉大前校

中央大前校

第１回 演習 第１回 解説 第2回 演習 第 2回 解説 第 3回 演習 第 3回 解説

4/21（土）
18：00～19：00

4/21（土）
19：10～19：40

4/24（火）
～DVD貸出開始

4/22（日）
18：00～19：00

4/22（日）
19：10～19：40

4/25（水）
～DVD貸出開始

4/28（土）
18：00～19：00

4/28（土）
19：10～19：40

5/1（火）
～DVD貸出開始

※千葉大前校でも講義翌日よりDVD貸出開始

4/1（日）
15：10～16：40

4/4（水）
～DVD貸出開始

4/22（日）
15：10～16：40

4/25（水）
～DVD貸出開始

4/1（日）千葉大前校

中央大前校

第１回 演習 第１回 解説 第 2 回 演習 第 2 回 解説

14：00～15：00
4/22（日）
14：00～15：00

※千葉大前校でも講義翌日よりDVD貸出開始



合格者の声

　　　　　　　はじめに、私はこの講座を受けて良かったなと
　　　　　　思います。私は、試験科目が多く主要科目の勉強
　　　　　　で手一杯で、労働法のような出題数の少ない科
目にはあまり時間を割くことができていませんでした。何が出
題されるかわからない中、1問でも解ける問題を増やした方が
いいな、ということでこの講座を受けることにしました。この講
座では、吉川先生が出題されやすいところや重要なところをま
とめてくださっていたので、とても効率よく労働法を勉強するこ
とができました。本番では、この講座でやったところが出題さ
れ、点を獲得できました。

上野 花織 さん 栃木県庁 2017年内定

合格者の声

　　　　　　　刑法は公務員試験の科目の中では重要度はあ
　　　　　　まり高くないかもしれません。ただ要点をおさえ
　　　　　　れば得点元になると思いこの講座を受講しまし
た。刑法は難しさを感じるかもしれません。私自身も大学で刑
法の講座を取りましたがとても難しかった記憶がありました。
ただcssの刑法の講座では試験で出題されるポイントをまとめ
て説明されるのでとても分かりやすかったです。刑法初学者の
方でも6時間で十分試験に対応できると思います。実際の試験
でも講座で学んだ要点が出て、しっかり得点を取ることができ
ました。

藤井 拓海 さん 富山県庁 2017年内定

労働法 3 時間速習講座労働法 3 時間速習講座
３時間の講義で、労働法「満点」を目指す！

これからでも
まだ間に合う！

刑法 6 時間速習講座刑法 6 時間速習講座
２日間６時間の講義で、刑法「満点」を目指す！

これからでも
まだ間に合う！

5/29                                                                                                                                       ・                                                    6/12(火 ) (火 )5/29                                                                                                                                       ・                                                    6/125/29                                                                                                                                       ・                                                    6/125/29                                                                                                                                       ・                                                    6/12(火 )(火 )(火 ) (火 )(火 )(火 )

14：00～17：0014：00～17：00 CSS千葉大前校 にて

受講料

通学科：￥3,000-
通信教育科：￥3,800-

（税込・レジュメ代込）6/6(水 )6/66/66/6(水 )(水 )(水 )
14：00～17：0014：00～17：00
CSS千葉大前校 にて

※ 中央大前校では6/9（土）よりDVD貸出開始
※ 通信教育科は、6/7（水）にご自宅へ講義DVDを発送いたします。

※ 中央大前校では6/1（金）・6/15（金）よりDVD貸出開始
※ 通信教育科は、5/31（月）・6/14（水）にご自宅へ講義DVDを
　発送いたします。

受講料

通学科：￥6,000-
通信教育科：￥7,600-

（税込・レジュメ代込）

吉川 長利 講師からのメッセージ
　　　　　　　　　労働法は県庁・市役所の専門択一試験では2問と出
　　　　　　　　題が少ない上、比較的速習がきくという印象から、
　　　　　　　　勉強を後回しにする方が大半です。
　　　　　　　　　しかし、国家公務員や都庁・特別区の1次試験を受
　　　　　　　　験したタイミングで、専門科目の補強が必要である
　　　　　　　　と痛感しても、時間不足で間に合うか焦ったり、手
　　　　　　　　の着け方に迷う方も少なくないでしょう。本講座
は、労働法に初めて手を着ける方でも、頻出事項は得点レベルに到達
するよう、範囲を絞り込んで速習する講座です。第一志望の県庁・市
役所試験の合格可能性を少しでも上げたい、確実にしたい、という方
は、是非ご参加ください。

吉川 長利 講師からのメッセージ
　　　　　　　　　刑法は県庁・市役所の専門択一試験では2問と出題
　　　　　　　　が少ない上、科目自体のボリュームはかなり多く、
　　　　　　　　最初から捨て科目とするか、勉強を後回しにする方
　　　　　　　　が大半です。
　　　　　　　　　しかし、国家公務員や都庁・特別区の1次試験を受
　　　　　　　　験したタイミングで、専門科目の補強が必要である
　　　　　　　　と痛感しても、これから勉強して間に合うのかと焦
る方も少なくないでしょう。本講座は、刑法に初めて手を着ける方で
も、頻出事項は得点レベルに到達するよう、範囲を絞り込んで速習す
る講座です。第一志望の県庁・市役所試験の合格可能性を少しでも上
げたい、確実にしたい、という方は、是非ご参加ください。

刑法・労働法に勉強時間はとれていますか？
主な県庁・市役所で課せられる刑法・労働法。短時間で要点整理しましょう。
狙われるポイントを中心に、確実に得点することを目指す！

【CSS コース生価格】通　学　科：￥300-
　　　　　　　　　  通信教育科：￥800-

【CSS コース生価格】通　学　科：￥500-
　　　　　　　　　  通信教育科：￥1,000-



八王子市東中野 229-1

TEL.042-670-1212
中央大前校千葉大前校
多摩モノレール
中央大学・明星大学駅より
徒歩 60 秒

JR 西千葉駅より徒歩５分
千葉大学正門前
千葉市稲毛区弥生町 4-37

TEL.043-207-2828

地図はこちらから↑地図はこちらから↑

明星大学

中央大学

中央大学
明星大学駅

教室教室

外観外観

教室教室

外観外観

CSS キャリア・サポート・セミナー
公式フェイスブックページにて

最新情報を公開中！

Facebook ＣＳＳの情報はブログでキャッチ！
川井 太郎 講師ブログ
吉川 長利 講師ブログ

http://ameblo.jp/taro-kawai/
http://ameblo.jp/kogetsuken/

公務員合格者 ブログ http://ameblo.jp/css-koumuin/

css_koumuin

CSS 各校のご案内 CSS各校では見学・相談など随時受け付けています。お気軽にご来校ください。

毎月15日・年末年始
10:00-20:00〔営業時間〕

〔 定 休 日 〕CSS 公務員セミナー
千葉大前校 中央大前校

申込方法

10530-14431721

【 店名】〇五八(読み　ゼロゴハチ)
2713441】号番座口【  金預通普】目種金預【  850】番店【

名義：(株)キャリアサポートセミナー
〔ゆうちょ銀行 〕
※ゆうちょ銀行以外の金融機関から振り込まれる場合

①現金払い
②銀行振込

③月謝払い お申込時に、受講料の半額を現金払い、
または銀行振込にてお支払いください。

〔前 金〕

受講料の半額を、5回もしくは 10回に分割してお支払いいただきます。〔月々のお支払い
取り扱い金融機関

行休
てお渡
( 銀 業日の場合は翌営業日)※初回引き落としは申込翌月25日、以降毎月25日

※定額口座引き落とし申請用紙はCSS 校舎窓口に し致します。

・ゆうちょ銀行・三井住友銀行・みずほ銀行・千葉銀行・京葉銀行

CSS 校舎窓口にてお支払いください。
CSS 校舎窓口にて受講申込書をご記入のうえ、
右記の指定銀行口座へお振込ください
振込手数料はお申込者様負担とさせていただきます。

〕

CSS の講座は以下の流れでお申込みいただけます。

CSS 校舎にて お電話にて HP から※通信教育科のみ

① お申込書のご記入

② 受講料のお支払い

① 通学を希望する校舎へ TEL

② 住所・氏名・電話番号・希望講座など
　を伝え申込受付

③ CSS 窓口または振込にて受講料の　　
　お支払い

① CSS の HP からお申込み

② CSS よりメールまたはお電話にて　
　確認のご連絡

③ 振込にて受講料のお支払い

④ 通信教育教材の到着

※通信教育科も上記の方法でお申込みいただけます。（HP では通学科のお取扱いはございません）
※通信教育科では、教材（DVD・テキスト等）はお申込みの住所へ発送いたします。

[ お支払方法について ]


