申込方法・受講料

名義：( 株 ) キャリアサポートセミナー
〔ゆうちょ銀行〕10530-14431721

①現金払い

CSS 校舎窓口にてお支払いください。

②銀行振込

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。

※ゆうちょ銀行以外の金融機関から振り込まれる場合

取り扱い金融機関

または銀行振込にてお支払いください。

・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

受講料の半額を、5 回もしくは 10 回に
〔月々のお支払い〕
分割してお支払いいただきます。

※初回引き落としは申込み翌月 25 日、
以降毎月 25 日
（銀行休業日の場合は翌営業日）
※定額口座引き落とし申請用紙は CSS 校舎窓口にてお渡し致します。

③ 月謝払い

① 現金一括
② 銀行振込

前 金

￥186,000-

面 接 重 点 クラス

￥211,000-

10
回
５回

スタンダードクラス

５回

普通科

10
回

月々のお支払い

￥ 93,750-

￥18,750-

￥106,250-

￥21,250-

￥ 94,500-

￥ 9,450-

￥107,000-

￥10,700-

※月謝払い手数料は、5 回払いが￥1,500-、10 回払いが￥3,000- です。 ※模擬面接の追加申込は、1 回（30 分）につき￥7,000- で受付けます。

視力障がい、聴力障がいの方は、お気軽にご相談ください。障がいの状況により、可能な限り受講可能となるよう、ご相談をお受けします。
通常の講義と比べて不完全なご提供となる場合は、ご納得いただいた上で、受講料のご相談をさせていただきます。

CSS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。お気軽にお電話ください。

CS S 公 務 員 セ ミナ ー

千葉大前校

〔営業時間〕 千葉大
10:00-20:00
前校
〔 定 休 日 〕 毎月15日・年末年始

中央大前校

TEL.043-207-2828

公務員試験

【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

③月謝払い〔前金〕お申込時に、受講料の半額を現金払い、

障がい者選考試験合格コース

公務員への門が広がる︕活躍の場を広げるチャンス︕

TEL.042-670-1212

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

千葉市稲毛区弥生町4-37

八王子市東中野229-1

教室

教室

中央大
前校

１

中央大学
明星大学駅

合 格
コース

本コースは、短期間で国家・地方公務員障がい者選考試験合格を目指すコースです。

筆記試験完全対応、今すぐ始められます！
教養科目の講義を Web 受講します。ご自宅の PC・スマホ・タブレットで CSS の
質の高い講義を視聴していただけます。

２

面接対策は万全
好印象を形成するために、模擬面接を繰り返し行います。複数のプロ講師が、
あなたに合ったよりよいアピールができるよう丁寧に指導します。

中央大学

YouTube ガイダンス

〔視聴無料・予約不要〕

『障がい者枠試験 面接突破法』

外観

外観

本講座の特徴

※休館日は変更になる場合もあります。
HPにてご確認ください。

地図はこちらから↑

地図はこちらから↑

障がい者
選考試験

13:00-20:00

明星大学

【受講期限：2020 年 3 月 31 日まで】

講師：川井太郎先生

面接が最終関門。内定を勝ち取るための方法を指導します。

★こちらから視聴できます★
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/

CSS公務員セミナー YouTubeチャンネル
CSS公務員セミナー YouTube

検索

筆記試験から人物試験まで万全に対策。
内定獲得までフォローします！

講義内容

クラス編成
申込前の受講ご相談にて、障がいの状況や学習経験をお聞きし、あなたに合ったクラスを
ご呈示します。そのクラスでの学習スケジュール、面接への取り組みにご納得いただき、
保護者のご了解を得た上で、お申込後、受講を開始していただきます。

視力障がい、聴力障がいの方は、お気軽にご相談ください。障がいの状況により、可能な限り受講可能となるよう、ご相談をお受けします。

個別診断・戦略策定１回（30分）

受講開始

最終合格・内定

第２次試験︵面接︶

第１次合格発表

個別面談・電話相談（随時）

第１次試験︵筆記試験︶

模擬面接（来校 / Skype）※面接重点クラスの場合

模擬面接

【受講スケジュール】

論文
個別指導

︵申込直後〜︶

受講中の質問・ご相談・情報収集など、随時対応いたします。不安や悩みを
打ち明け、合格への道筋をクリアにしていきましょう。電話やSkypeでの
ご相談も可能ですので、ご自宅から相談を受けることができます。

※スタンダードクラス
の場合

模擬面接

※模擬面接はSkypeを使用して
ご自宅で受講することも可能です。

模擬面接
（来校 / Skype）

︵筆記終了後〜︶

※どのクラスがご自分に合っているか、お気軽にご相談ください。

面接講義１回（90分）※スタンダードクラスは、筆記試験終了後
より面接直前まで５回
※面接重点クラスは、受講申し込み直後より
模擬面接（30分/回） 面接直前まで10回
面接カード個別添削（回数無制限）

論文対策講座
（Web 受講）

面接講義

講義でしっかり書き方を身に付けたあとは、課題集の中からテーマを選んで
論作文を書きましょう。細かく丁寧に添削された答案をお返しします。
論作文の提出・返却などのやりとりは、FAXもしくはメールで行います。

面接対策
講義
（Web 受講）

論 作 文

面接重点
クラス

論作文講義１回（90分）・論作文添削３回

教養講 座 （We b 受講 ）

人文科学

スタンダード
クラス

・基礎数的 22回 ・文章理解 2回分 ・自然科学 6回 ・社会科学 4回 ・人文科学 6回

個別面談（随時）

社会科学

普通科

わかりやすく、出題予想範囲を絞った講義を受講し、短期間の学習で
合格の可能性を高めます。

自然科学

教養科目講座（各回90分 全38回）

文章理解

基礎数的

川井先生との個別面談もしくは電話相談により、受験資格・お心構えの
確認をし、今後の戦略と学習スケジュールを策定します。

※上記は一般的な試験の流れの中で、本講座を受講する場合のスケジュールです。

担当講師からの応援メッセージ
CSS では障がい者枠での合格者を毎年輩出しており、長年の指導の蓄積があります。
現在の公務員、障がい者枠試験でのポイントは、まず、一次試験の択一試験は非常に突破し
やすい状態だという点で、学習は基本的な事をやれば突破できます。次に作文・論文は、その
場で書ける人はいいのですが、多くの受験生にとっては事前準備が重要
です。基本をしっかり押さえた上で作文・論文を準備し、それをベースに
本試験で記述すれば合格ラインに十分のります。そして最大の勝負所は面
接です。基本的なコミュニケーションはもちろんですが、重要なのは何が
できて、何が出来ないかという点と仕事のマッチングです。面接も十分な
練習・対策を行っていきましょう。
公務員試験は「やるべき事をやれば合格・内定できる試験」です。一
緒にがんばっていきましょう。

川井 太郎 先生

あなたの性格・技能を社会で活かすことができる公務員として働くことを考えてみませんか？定
型的な事務をまじめに、正確に取り組めるあなたであれば、公務員として働くことで、仕事のやり
がいを感じられ、それで独立し生計を立てることが可能になります。社会に貢献できる立場の公
務員となって、人生のステージを 1 つ上がりませんか？

選考には、筆記試験や面接試験があり、どうしても不安はつきものです
が、不安は私たちが共有し、解消できるようアドバイスもさせていただき
ます。どうか遠慮なく頼ってください。あなたの障がいの程度に合わせた
指導をし、随時相談にものらせていただきます。メンタル面での負担を少
なく受験準備ができるよう、たとえあなたが遠方の方であっても、連絡を
密にとりあい、サポートしていきます。
今こそ、道を切り拓く時です。頑張りましょう！

間舎 敦彦 校長

