20171201 全

販売期間：2017年12月1日〜2018年9月30日
受講期間：2017年12月1日〜2018年試験終了まで

CS S 公務員セミナー/2018年国家総合 職 受 験 対 策

国家総合職ゼミ

（法律区分）

中央大前校

少人数ゼミ形式で、親身な指導。上位合格・内定を目指そう！
１次・２次・官庁訪問対策を万全に！

コースの特徴
① 少人数定員制

② 個人指導

１クラス10名前後の中で、
それぞれが苦手部分を克服
することを目的に参加しま
す。

個々のレベルに合った指導
をします。ゼミ終了後も担
当講師が個別に対応しま
す。

③ 現職・合格者も
徹底フォロー
担任講師はもとより、国
家総合職現職・今年度内
定者によるアドバイス・
フォローも受けられる。

１次対策

開講日
中央大前校 LIVE

・『法律科目演習クラス』 1/9（火）18：00〜21：00
２次対策

・『論文対策クラス』
・『官庁訪問対策』

2/22（木）14：00〜15：00

６月中旬実施予定

※ 日程が決まり次第、ゼミ生へお知らせします。

※官庁訪問対策は CSS 全校にて実施します。

『国家総合職内定のための
戦略特講』講師：川井 太郎
お申込み前でも参加できます。

無料公開
講義

1/6（土） 会場：ＣＳＳ公務員セミナー 中央大前校
18：00〜20：00

※ お申込み前の方は電話でご予約を

TEL:042-670-1212

国家総合職ゼミが上位合格・内定に導く！
！
各クラスの内容

『法律科目演習クラス』 憲法３回・行政法４回・民法４回

※１回＝180分

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。
中央大前校
LIVE

科目

憲

千葉大前校
DVD貸出

通信教育科
発送

内

容

中央大前校
LIVE

科目

勉強法・憲法総論等

1/9（火） 1/12（金）1/11（木） 基本的人権総論

通信教育科
発送

内

容

民

1/18（木）1/21（日）1/25（木） 勉強法・総則・物権総論

基本的人権各論

1/25（木）1/29（日） 2/1（木） 用益物権・債権総論①

法

法

1/16（火）1/19（金）1/18（木）（個別の人権）
1/23（火）1/26（金）1/25（木） 統治機構

2/1（木） 2/4（日） 2/8（木） 債権総論②・債権各論

勉強法・行政作用法①

行政法

1/30（火） 2/2（金）2/1（木）（権力的行為形式）

2/8（木） 2/11（日）2/15（木） 担保物権・親族/相続

行政作用法②（非権力的行為形式）

2/6（火） 2/9（金）2/8（木） 行政救済法①（国家補償）

会場：CSS中央大前校

2/13（火）2/16（金）2/15（木） 行政救済法②（行政訴訟等）

※ 実施時間はいずれの日も18：00〜21：00

2/20（火）2/23（金）2/22（木） 基礎理論・行政組織法

『論文対策クラス』

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

２次専門記述対策として集中実施。
中央大前校
LIVE

千葉大前校
DVD貸出

通信教育科
発送

内

容

過去問の特徴/傾向の検討

3 / 6（火） 3 / 9（金）3 / 8（木） 実践演習
過去問の特徴/傾向の検討

3 / 1（木） 3/4（日） 3/8（木） 行政法答案の書き方、準備のしかた
3/13（火） 3/16（金）3/20（木） 実践演習

科目

法

法 行政法

2/22（木） 2/25（日）3 / 1（木） 憲法答案の書き方、準備のしかた

※１回＝180分

※政策課題論文は、DVDにて視聴していただきます。

民

憲

科目

千葉大前校
DVD貸出

公共
政策

中央大前校
LIVE

千葉大前校
DVD貸出

通信教育科
発送

内

容

過去問の特徴/傾向の検討

3 / 8（木）3/11（日）3/15（木） 民法答案の書き方、準備のしかた
3/20（火）3/23（金）3/22（木） 実践演習
3/27（火） 3/30（金）3/29（木）公共政策答案の書き方、準備の仕方

会場：CSS中央大前校

※ 実施時間はいずれの日も14：00〜17：00

『論文対策クラス』受講生は無料で受講できます。
『官庁訪問対策』※『法律科目演習クラス』

官庁訪問対策講義（全１回）＋ 模擬面接（上限20回）

※CSSコース生は回数無制限です。

官庁訪問対策講義 （90分間） 模擬面接 （１回＝30分）
６月中旬実施予定
会場：CSS各校にて
※ 詳細は決まり次第、ゼミ生にお知らせします。

（官庁訪問＋人事院面接を想定）
（事前予約制）

ＣＳＳ各校舎にて受講

吉川講師からのメッセージ
近年、国家総合職試験は最終合格しやすくなっており、一部の難問の難易度や「総合職」の
名前に気圧されずにするべき対策をすれば、大学や学部での専攻に関わりなく、最終合格でき
ます。これに対応し、国家総合職ゼミでは、今までの勉強に過去問を素材とした上乗せを行い
ますが、同時に、併願する試験と並行して厳しい官庁訪問時期を乗り切るための準備や、メン
タル面を支える仲間を作ることも目指します。長丁場ですが、一緒に頑張りましょう！
吉川 長利講師プロフィール
大学院修士課程修了後、大手資格試験予備校講師等を経て、現在、CSS公務員セミナー専任講師（法律科目・面接指導担当）。
国家総合・一般・専門職、裁判所事務官、地方上級などさまざまな職種試験に精通しており、幅広い水準・分野の法律科目を担当する。
著書：
『公務員試験専門記述・憲法 よくでるテーマ「合格答案」作成講座』
（2013年

技術評論社）

合格者からのメッセージ
藤田 あかね さん

2016年 文部科学省 入省

中央大学 法学部 政治学科

CSS は、他の予備校よりも一人一人に対してのサ
ポートが手厚いです。公務員試験で一番辛いのは、
いかに第一志望に向けて自分のモチベーションを
維持し続けられるかだと思うのですが、私自身何
度も諦めそうになる度に先生方に助けていただき
ました。また、不安だった面接も何度も練習をし
ていただいた結果得意分野になりました。そして、志を同じくす
る仲間と出会えたことも私の人生を変えました。
どの予備校にしようか迷っている方もいると思いますが、CSS
に通って後悔はしません！皆さんに自信を持ってお勧めできる最
高の予備校です！！

山本 有里子 さん

2017年 法務省 内定

上智大学 総合人間科学部 社会福祉学科
私が CSS で準備をして一番良かった点は、面接対
策を何度も行えたところです。公務員試験も、就
職試験であるため、実際に一緒に働くことのでき
る人物であるかどうかが問われます。そのために
は省庁に対する理解や、志望動機、自己分析といっ
たことが必要になってきます。さらに、面接では、
その場に対する「慣れ」がとても大事です。その「慣れ」をつか
むために、私は志望動機の添削や、実際に本番を想定した面接を
して頂いたことがとても役に立ちました。

フォロー体制

小林

史 さん

2017年 法務省 入省

千葉大学 法経学部 法学科

私は法律区分で受験をしました。CSS の国家
総合職ゼミは、区分ごとに手厚い指導をして
くれます。私は、主に法律系の科目の授業を
受けました。特に専門記述の授業では、法学
部生でなくとも、わかりやすくポイントを教
えてくれるので、とてもおススメです。
また、官庁訪問対策も、万全な面接指導なので、恐れる
ことなく本番に臨むことができました。
総合職志望度が高い人は、絶対に受講すべき講座です。

Ｈ・Ａ さん

2017年 警察庁 内定

大学・学部非公開
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！

少人数ゼミ生だから受けられる特別フォロー。ひとりで立ち止まらず、CSSに頼ってください。

ゼミ生ホームルーム
試験の傾向と対策、心構え、直前期の過ごし方、メンタルコントロール術など、
本試験に自信を持って臨むための貴重な時間です。

個別カウンセリング
担当講師は、あなたのカウンセラーです。悩みや質問、なんでも答え、解決しま
すので、積極的に声をかけましょう。また、内定者もアドバイザーとしてフォロ
ーします。TELやSkypeで内定者にご相談ください。

教

材

※内定者への相談可能日程・時間帯は毎月お知らせします。

・オリジナルレジュメ

CSSの合格ノウハウを凝縮したオリジナルレジュメを、教室にて配布します。レジュメに沿った講義を受講する
ことで、総まとめができます。

・各自が使用している問題集

各自が使っている問題集をご持参いただいて構いません。講義時間外に講師にどんどん質問してください。

受 講 料

※税込、テキスト・レジュメ代込

CSSコ ー ス 生

全クラス受講

コース生以外の方
CSSコ ー ス 生

法律科目演習クラス

コース生以外の方
CSSコ ー ス 生

論文対策クラス

コース生以外の方

通学科

通信教育科

￥15,000￥85,000￥10,000￥55,000￥5,000￥30,000-

￥20,000￥90,000￥13,000￥58,000￥7,000￥32,000-

申込方法
-申込方法- 以下の3通りの方法でお申込みいただけます。
Ⅰ. CSS校舎窓口
Ⅱ. お電話

受付窓口にて申込書を記入し、受講料を現金でお支払ください。身分証・印鑑は不要です。
下記の電話番号へおかけの上、
申込講座/科目・氏名・住所・電話番号・メールアドレスをお伝えください。
受講料は、通学科の方は下記ゆうちょ銀行口座への振込、通信教育科の方は代引支払（別途手数料あり)にてお支払ください。

[ ゆうちょ銀行振込先 ] 振込手数料はお申込者様負担とさせていただきます。
・ゆうちょ銀行からの振込

口座名義：(株)キャリアサポートセミナー
口座番号：10530-14431721

Ⅲ. ホームページ

・ゆうちょ銀行以外の金融機関からの振込

店名：〇五八 (読みゼロゴハチ) 店番：058
預金種目：普通預金 口座番号：1443172

以下のＵＲＬよりお申込みいただけます。（通信教育科のみ）

http://www.cs-seminar.com/buy.html【CSS 公務員セミナー HP・教材購入ページ】

CSS校舎のご案内

CSS 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。

C SS公務員セミ ナ ー
千葉 大 前 校

〔営業時間〕 10:00-20:00

〔 定 休 日 〕 毎月15日・年末年始

中央大前校

千葉大前校

中央大前校

JR西千葉駅 より 徒歩５分
千葉大学正門前

多摩モノレール
中央大学・明星大学駅 より
徒歩60秒

TEL.043-207-2828

TEL.042-670-1212

地図はこちらから↑

千葉市稲毛区弥生町4-37

八王子市東中野229-1

明星大学
中央大学
明星大学駅

中央大学

地図はこちらから↑

教室

教室

外観

外観

Facebook

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！

css_koumuin

csskoumuinsem

ＣＳＳの情報はブログでキャッチ！
川井 太郎 講師ブログ http://ameblo.jp/taro-kawai/
吉川 長利 講師ブログ http://ameblo.jp/kogetsuken/
公務員合格者 ブログ http://ameblo.jp/css-koumuin/

