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CSS直前対策講座
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過去5年間の都庁ⅠB面接での質問内容を再現！
面接対策に役立ちます。
（CSSコース生のみに配布する非売品です！）

都庁Ⅰ類Ｂ（行政・一般方式 /新方式）対策特別イベント

※参加予約は、                                         　　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）
※Webフォームからのお申込をもって、予約完了とさせていただきます。
※定員になり次第、予約を締め切らせていただきます。ご了承ください。

※参加予約は、                                         　　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）
※Webフォームからのお申込をもって、予約完了とさせていただきます。
※定員になり次第、予約を締め切らせていただきます。ご了承ください。 ※ 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

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!!

1/13(日 )13：15～14：4513：15～14：45
13:00開場・受付開始13:00開場・受付開始

1/12（土）15：00 まで

先着順・定員 80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。

川井 太郎先生

講　師 参加特典
『都庁面接質問集』

参加者全員に
下記冊子をプレゼント

都庁ⅠＢ
（行政・一般方式/新方式）

への道

・教養科目ボーダーの推移とその突破法
・一般方式/新方式それぞれの攻略法
・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！

都庁の面接を
忠実に再現！

参加無料
要 予 約

鈴木 碧さん

東京都庁内定者

川手 斗樹也さん

東京都庁内定者

吹田 希さん

東京都庁（新）内定者

東京都文京区本郷 1-4-1

会　場

・JR水道橋駅　東口（お茶の水駅より）下車2分
・都営地下鉄三田線水道橋駅　A1出口1分

全水道会館（水道橋） 5Ｆ中会議室

詳しい地図は
こちらから

過去5年間の都庁ⅠB面接での質問内容を再現！過去5年間の都庁ⅠB面接での質問内容を再現！過去5年間の都庁ⅠB面接での質問内容を再現！過去5年間の都庁ⅠB面接での質問内容を再現！過去5年間の都庁ⅠB面接での質問内容を再現！過去5年間の都庁ⅠB面接での質問内容を再現！過去5年間の都庁ⅠB面接での質問内容を再現！過去5年間の都庁ⅠB面接での質問内容を再現！
面接対策に役立ちます。面接対策に役立ちます。
（CSSコース生のみに配布する非売品です！）（CSSコース生のみに配布する非売品です！）

                                         　　※参加予約は、※参加予約は、※参加予約は、                                         　　CSS公務員セミナーＨＰよりCSS公務員セミナーＨＰよりCSS公務員セミナーＨＰより
　受付けています。　受付けています。　受付けています。（http://cs-seminar.com/apoinnto_8.php）（http://cs-seminar.com/apoinnto_8.php）（http://cs-seminar.com/apoinnto_8.php）
※Webフォームからのお申込をもって、予約完了とさせていただきます。※Webフォームからのお申込をもって、予約完了とさせていただきます。※Webフォームからのお申込をもって、予約完了とさせていただきます。
※定員になり次第、予約を締め切らせていただきます。ご了承ください。※定員になり次第、予約を締め切らせていただきます。ご了承ください。※定員になり次第、予約を締め切らせていただきます。ご了承ください。 ※ こちらから※ こちらから※ こちらから

　お申込みください　お申込みください　お申込みください

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!!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!!

1/131/131/13(日 )13：15～14：4513：15～14：4513：15～14：45
13:00開場・受付開始13:00開場・受付開始13:00開場・受付開始

1/12（土）15：00 まで                                         　　1/12（土）15：00 まで                                         　　                                         　　1/12（土）15：00 まで                                         　　

先着順・定員 80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。

川井 太郎川井 太郎川井 太郎川井 太郎先生先生先生先生先生先生先生先生

講　師 参加特典
『都庁面接質問集』『都庁面接質問集』

参加者全員に
下記冊子をプレゼント

都庁ⅠＢ
（行政・一般方式/新方式）

への道

・教養科目ボーダーの推移とその突破法
・一般方式/新方式それぞれの攻略法
・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！必要な情報、もりだくさん！必要な情報、もりだくさん！必要な情報、もりだくさん！必要な情報、もりだくさん！必要な情報、もりだくさん！必要な情報、もりだくさん！必要な情報、もりだくさん！必要な情報、もりだくさん！必要な情報、もりだくさん！必要な情報、もりだくさん！必要な情報、もりだくさん！必要な情報、もりだくさん！必要な情報、もりだくさん！必要な情報、もりだくさん！必要な情報、もりだくさん！必要な情報、もりだくさん！必要な情報、もりだくさん！必要な情報、もりだくさん！必要な情報、もりだくさん！必要な情報、もりだくさん！必要な情報、もりだくさん！必要な情報、もりだくさん！必要な情報、もりだくさん！必要な情報、もりだくさん！必要な情報、もりだくさん！必要な情報、もりだくさん！必要な情報、もりだくさん！必要な情報、もりだくさん！必要な情報、もりだくさん！必要な情報、もりだくさん！必要な情報、もりだくさん！必要な情報、もりだくさん！必要な情報、もりだくさん！必要な情報、もりだくさん！必要な情報、もりだくさん！必要な情報、もりだくさん！必要な情報、もりだくさん！必要な情報、もりだくさん！必要な情報、もりだくさん！必要な情報、もりだくさん！必要な情報、もりだくさん！必要な情報、もりだくさん！必要な情報、もりだくさん！必要な情報、もりだくさん！必要な情報、もりだくさん！必要な情報、もりだくさん！必要な情報、もりだくさん！必要な情報、もりだくさん！必要な情報、もりだくさん！必要な情報、もりだくさん！必要な情報、もりだくさん！必要な情報、もりだくさん！必要な情報、もりだくさん！必要な情報、もりだくさん！必要な情報、もりだくさん！必要な情報、もりだくさん！必要な情報、もりだくさん！必要な情報、もりだくさん！必要な情報、もりだくさん！必要な情報、もりだくさん！必要な情報、もりだくさん！必要な情報、もりだくさん！

都庁の面接を
忠実に再現！

参加無料
要 予 約

鈴木 碧鈴木 碧鈴木 碧さんさんさんさんさん

東京都庁内定者東京都庁内定者東京都庁内定者

川手 斗樹也川手 斗樹也川手 斗樹也川手 斗樹也川手 斗樹也さんさんさんさんさん

東京都庁内定者東京都庁内定者東京都庁内定者東京都庁内定者東京都庁内定者東京都庁内定者東京都庁内定者東京都庁内定者東京都庁内定者東京都庁内定者東京都庁内定者東京都庁内定者東京都庁内定者東京都庁内定者東京都庁内定者東京都庁内定者

吹田 希吹田 希吹田 希吹田 希吹田 希吹田 希吹田 希さんさんさん

東京都東京都東京都東京都東京都東京都東京都東京都東京都東京都庁庁（新（新（新）））内定者内定者内定者内定者内定者内定者内定者内定者内定者

東京都文京区本郷 1-4-1

会　場

・JR水道橋駅　東口（お茶の水駅より）下車2分
・都営地下鉄三田線水道橋駅　A1出口1分

全水道会館（水道橋） 5Ｆ中会議室

詳しい地図は
こちらから

終了しました



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! !

3/24 (日 )14：00～16：0014：00～16：00
13:30開場・受付開始13:30開場・受付開始

要予約・定員 80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!!

合
格

など

※講義の参加予約は、                                         　　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）
※Webフォームからのお申込をもって、予約完了とさせていただきます。
※定員になり次第、予約を締め切らせていただきます。ご了承ください。

※講義の参加予約は、                                         　　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）
※Webフォームからのお申込をもって、予約完了とさせていただきます。
※定員になり次第、予約を締め切らせていただきます。ご了承ください。 ※ 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

3/23（土）15：00 まで

川井 太郎先生

講　師

参加無料
要 予 約

東京都文京区本郷 1-4-1

会　場

・JR水道橋駅　東口（お茶の水駅より）下車2分
・都営地下鉄三田線水道橋駅　A1出口1分

全水道会館（水道橋） 5Ｆ中会議室

詳しい地図は
こちらから

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! !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! !

3/243/243/24 (日 )14：00～16：0014：00～16：0014：00～16：00
13:30開場・受付開始13:30開場・受付開始13:30開場・受付開始

要予約・定員 80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！必要な情報、もりだくさん！必要な情報、もりだくさん！必要な情報、もりだくさん！必要な情報、もりだくさん！必要な情報、もりだくさん！必要な情報、もりだくさん！必要な情報、もりだくさん！必要な情報、もりだくさん！必要な情報、もりだくさん！必要な情報、もりだくさん！必要な情報、もりだくさん！必要な情報、もりだくさん！必要な情報、もりだくさん！必要な情報、もりだくさん！必要な情報、もりだくさん！必要な情報、もりだくさん！必要な情報、もりだくさん！必要な情報、もりだくさん！必要な情報、もりだくさん！必要な情報、もりだくさん！必要な情報、もりだくさん！必要な情報、もりだくさん！必要な情報、もりだくさん！必要な情報、もりだくさん！必要な情報、もりだくさん！必要な情報、もりだくさん！必要な情報、もりだくさん！必要な情報、もりだくさん！必要な情報、もりだくさん！必要な情報、もりだくさん！必要な情報、もりだくさん！必要な情報、もりだくさん！必要な情報、もりだくさん！必要な情報、もりだくさん！必要な情報、もりだくさん！必要な情報、もりだくさん！必要な情報、もりだくさん！必要な情報、もりだくさん！必要な情報、もりだくさん！必要な情報、もりだくさん！必要な情報、もりだくさん！必要な情報、もりだくさん！必要な情報、もりだくさん！必要な情報、もりだくさん！必要な情報、もりだくさん！必要な情報、もりだくさん！必要な情報、もりだくさん！必要な情報、もりだくさん！必要な情報、もりだくさん！必要な情報、もりだくさん！必要な情報、もりだくさん！必要な情報、もりだくさん！必要な情報、もりだくさん！必要な情報、もりだくさん！必要な情報、もりだくさん！必要な情報、もりだくさん！必要な情報、もりだくさん！必要な情報、もりだくさん！必要な情報、もりだくさん！必要な情報、もりだくさん！必要な情報、もりだくさん！必要な情報、もりだくさん！必要な情報、もりだくさん！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過去に実施された特別区面接の情報が詰まった過去に実施された特別区面接の情報が詰まった過去に実施された特別区面接の情報が詰まった過去に実施された特別区面接の情報が詰まった過去に実施された特別区面接の情報が詰まった過去に実施された特別区面接の情報が詰まった過去に実施された特別区面接の情報が詰まった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。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！）（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』『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!!

合特別区合特別区合特別区合特別区合合
格

合
格

合合
格

合
格

など

                                         　　※講義の参加予約は、※講義の参加予約は、※講義の参加予約は、                                         　　CSS公務員セミナーＨＰよりCSS公務員セミナーＨＰよりCSS公務員セミナーＨＰより
　受付けています。　受付けています。　受付けています。（http://cs-seminar.com/apoinnto_8.php）（http://cs-seminar.com/apoinnto_8.php）（http://cs-seminar.com/apoinnto_8.php）
※Webフォームからのお申込をもって、予約完了とさせていただきます。※Webフォームからのお申込をもって、予約完了とさせていただきます。※Webフォームからのお申込をもって、予約完了とさせていただきます。
※定員になり次第、予約を締め切らせていただきます。ご了承ください。※定員になり次第、予約を締め切らせていただきます。ご了承ください。※定員になり次第、予約を締め切らせていただきます。ご了承ください。 ※ こちらから※ こちらから※ こちらから

　お申込みください　お申込みください　お申込みください

3/23（土）15：00 まで                                         　　3/23（土）15：00 まで                                         　　                                         　　3/23（土）15：00 まで                                         　　

川井 太郎川井 太郎川井 太郎川井 太郎先生先生先生先生先生先生先生先生

講　師

参加無料
要 予 約

東京都文京区本郷 1-4-1

会　場

・JR水道橋駅　東口（お茶の水駅より）下車2分
・都営地下鉄三田線水道橋駅　A1出口1分

全水道会館（水道橋） 5Ｆ中会議室

詳しい地図は
こちらから

終了しました



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
5 つの職種別

都庁 特別区 国家
一般職 国税 裁事

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
＋総まとめの講義です。 ※別途、面接対策のご案内をご覧ください。

コース編成

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）

＜フルコース＞ ※「職種別ゼミ」と「模擬面接20回パック」をセットでお申込

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!! 面接対策までフルサポート!!

＜ゼミ単科＞ ※「職種別ゼミ」のみのお申込

例年、本試験でズバリ的中！

※CSS千葉大前校にてライブ受講可能【定員50名（各職種ごと）】
※ご自宅で、CSS校舎の教室で、Webで、受講可能です。



都庁
ゼミ

合格者の声

　　　　　　　都庁ゼミでは、都庁の試験対策や出題傾向について詳しく講義を
　　　　　　受けることができます。特に専門記述の対策については、毎年先生方
　　　　　　が出題分野を予想してくださり、それに沿って学習ができるため効率
　　　　　　的に対策ができます。教養択一・教養論文についても、きめ細やかに
指導して頂けるため、都庁対策の学習方法を身につけることができると思います。
都庁が第一志望の皆さんはもちろん、志望度の高い併願先として都庁受験を視野
に入れている皆さんも、ぜひ受講することをお勧めします。万全の対策をして都庁
最終合格を勝ち取ってください！

小笠原 渉さん 東京都庁Ⅰ類B（事務・一般方式）内定

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！

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・Web科 ￥120,000 - ￥45,000 - ￥97,500 - ￥22,500 -

※ 2019年合格目標CSSコース生は、¥15,000-で受講できます。

※ CSS校舎の教室で、Webで、いずれでも受講可能です。

都庁Ⅰ類Ｂ一般方式
・

新方式対応

講義日程 ※の科目は85分講義です。
★の科目は新方式・技術職対応講義です。

2/6（水）
より視聴開始

4/9（火）
より視聴開始

4/6（土）
18:00～21:00

2/14（木）
より視聴開始

2/19（火）
より視聴開始

3/13（水）
より視聴開始

3/19（火）
より視聴開始

4/19（金）
より視聴開始

4/19（金）
より視聴開始

4/22（月）
より視聴開始

4/22（月）
より視聴開始

2/3（日）
14:00～17:00

2/11
14:00～17:00

2/16（土）
14:00～17:00

3/10（日）
14:00～17:00

3/16（土）
18:00～21:00

4/16（火）
14:00～15:25

4/16（火）
15:35～17:00

4/19（金）
14:00～15:25

4/19（金）
15:35～17:00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

千葉大前校
LIVE講義

Web受講
視聴開始日

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

※★
人文科学
※★

時事
※★

社会科学
※★教養論文総合戦略

数的処理★

月
祝（ ）

Web 科受講で効率的に学習しよう！
【Web 科 のメリット】

来校できないとき
帰省や旅行など、校舎で
学習できないときでも
スマホ・PCなどから
講義が受講できます。

時間を有効活用
電車の中や待ち時間など
外出先での学習に便利。
忙しい受講生の
強い味方です。

いつでも どこでも 何回でも
スマホ・PC・タブレットで受講可能︕

お持ちのPC・スマホ・タブレットなどから
講義が受講できます。

操作はカンタン！

いつでも何度でも受講できるので、
部活やサークル・アルバイトに忙しい方には
最適な学習方法です。

※インターネットにつながる環境は各自でご準備ください。



※ 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

　　　　　　　特別区ゼミでは特別区の試験の傾向を抑え、今年出やすいところを
　　　　　　凝縮して構成されています。先生方が予想してくださった特別区ゼミで
　　　　　　やった内容は、本番の試験でもたくさん出たので、本当に受けてよかっ
　　　　　　たと思っています。特に私は経済が大の苦手でしたが、特別区ゼミで
やった内容だけはせめて頑張ろうと思い、一生懸命覚えた結果、本番では全て正解
することができました！また、同じく特別区を受ける仲間ができるので、その後の面接
練習も一緒に頑張ることができました。特別区を受ける人は必ず受講することを強く
おすすめします。

宮間 美汐さん 特別区（中央区）内定

講義日程

2/23（土） 3/2（土）

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

千葉大前校
L I V E講義

Web受講
視聴開始日

3/16（土）3/9（土） 3/23（土） 4/19（金）

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
※

4/19（金） 4/22（月）4/22（月）

人文科学
※

時事
※

社会科学
※

教養論文総合戦略
数的処理

4/16（火）

2/20（水） 2/27（水） 3/13（水）3/6（水） 3/20（水） 4/16（火） 4/16（火） 4/19（金）4/19（金）
18:00～21:0014:00～17:00

より視聴開始 より視聴開始 より視聴開始 より視聴開始 より視聴開始 より視聴開始 より視聴開始 より視聴開始 より視聴開始 より視聴開始

14:00～17:00 14:00～17:00 14:00～17:00 14:00～17:00
4/13（土）

14:00～15:25 15:35～17:00 14:00～15:25 15:35～17:00

※の科目は85分講義です。

国般ゼミ＜フルコース＞ 国般ゼミ＜ゼミ単科＞

￥115,000 - ￥40,000 -
※ 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
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・Web科）：￥15,000-　　資格職・技術職（通学科・Web科）：￥9,000-

【CSSコース生価格】　行政職（通学科・Web科）：￥15,000-　　技術職（通学科・Web科）：￥5,600-

※の科目は85分講義、国税ゼミと合同です。

特別区ゼミⅠ類・事務
＜フルコース＞

特別区ゼミⅠ類・事務
＜単科＞

特別区ゼミ資格職・技術職
＜フルコース＞

特別区ゼミ資格職・技術職
＜単科＞

通 学 科
Web科 ￥120,000 - ￥45,000 - ￥102,000 - ￥27,000 -

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 経済産業省内定

通 学 科
Web科

科　目

1 2 3 4 5 6 7 8
政治学・行政学
社会学 経済学・財政学民　法憲法・行政法数的処理 人文科学※ 社会科学※総合戦略・民法

5/7（火）
14:00～17:00

5/10（金）
14:00～17:00

5/13（月）
14:00～17:00

5/15（水）
14:00～15:25

5/15（水）
15:35～17:00

5/25（土）
18:00～21:00

5/28（火）
14:00～17:00

5/31（金）
14:00～17:00

5/10（金）
より視聴開始

5/13（月）
より視聴開始

5/16（木）
より視聴開始

5/18（土）
より視聴開始

5/18（土）
より視聴開始

5/28（火）
より視聴開始

5/31（金）
より視聴開始

6/3（月）
より視聴開始

千葉大前校
L I V E講義

Web受講
視聴開始日



国税ゼミ＜フルコース＞ 国税ゼミ＜ゼミ単科＞

￥115,000 - ￥40,000 -
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 東京国税局内定

講義日程
※の科目は85分講義、国家一般職ゼミと合同です。

※ 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。

受講料
（税込）

講義日程

  　 

  　 

  　 

  　 

総合戦略
憲法論文 憲法 経済学 刑法 民法民法

  　 

数的処理

1 2 3 4 5 6

裁事
ゼミ

合格者の声

　　　　　　　私は裁判事務官が第1志望だったので、迷わず裁事ゼミを受講しま
　　　　　　した。裁事ゼミでは専門択一、専門記述の戦い方を細かく教えてくださ
　　　　　　います。また、過去10年分の頻出論点や出題傾向を教えていただいた
　　　　　　ので効率良く学習を進めることができました。裁判事務官の筆記試験
は他の職種の試験に比べ、出題科目数や試験時間の面で特殊な面がありますが、裁
事ゼミできっちり対策を行えば自信を持って試験に挑むことができると思います。裁
判事務官への志望度が高い人にはとてもおすすめの講座です！

市原 安奈さん 甲府地方裁判所（裁判所事務官）

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！

【CSSコース生価格】　通学科・Web科￥15,000-

【CSSコース生価格】　通学科・Web科：￥15,000-

通 学 科
Web科

裁事ゼミ＜フルコース＞ 裁事ゼミ＜ゼミ単科＞

￥109,000 - ￥34,000 -通 学 科
Web科

科　目

1 2 3 4 5 6 7 8 9
会計学 憲法・行政法経済学人文科学※ 社会科学※ 数的処理 商法総合戦略

数的処理

5/8（水）
14:00～17:00

5/15（水）
14:00～15:25

5/15（水）
15:35～17:00

5/18（土）
14:00～17:00

5/23（木）
18:00～21:00

5/30（木）
14:00～17:00

6/4（火）
18:00～21:00

5/11（土）
より視聴開始

3/19（火）
14:00～17:00

3/26（火）
14:00～17:00

4/2（火）
14:00～17:00

4/9（火）
14:00～17:00

4/20（土）
14:00～17:00

4/21（日）
14:00～17:00

4/26（金）
14:00～17:00

3/29（金）
より視聴開始

4/5（金）
より視聴開始

4/12（金）
より視聴開始

4/23（火）
より視聴開始

4/24（水）
より視聴開始

4/29（月）
より視聴開始

3/22（金）
より視聴開始

5/18（土）
より視聴開始

5/18（土）
より視聴開始

5/21（火）
より視聴開始

5/26（日）
より視聴開始

5/21（火）
14:00～17:00

5/24（金）
より視聴開始

6/2（日）
より視聴開始

6/7（金）
より視聴開始

千葉大前校
L I V E講義

Web受講
視聴開始日

科　目

千葉大前校
L I V E講義

Web受講
視聴開始日

民法

5/16（木）
14:00～17:00

5/19（日）
より視聴開始



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
CSS公務員セミナー/2019年度試験対策

20180925 全

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 !

skypeskype

★千葉大前校第1～3回は、同じ講義を各2回ずつ行います。どちらの日程でもご参加いただけます。
★模擬面接は、2019年4月～2019年度試験終了まで実施します。

5/14（火）11/23（金・祝） 12/16（日） 1/14（月）
千葉大前校
（ＬＩＶＥ）

中央大前校
（ＬＩＶＥ）

内　容

第１回 第２回 第３回 第４回

通信教育科
（Ｗｅｂ）

16:00～17:30 18:00～19:30 16:00～17:30

11/24（土） 12/20（木） 1/18（金）
18:00～19:30 18:00～19:3018:00～19:30

14:00～17:00 14:00～17:00 14:00～16:00

11/26（月）
より視聴開始

12/24（月）
より視聴開始

1/17（木）
より視聴開始

5/18（土）
より視聴開始

7/7（月）
より視聴開始

7/11（木）
より視聴開始

第５回 第６回

7/4（木）
集団討論
（講義+実践）

集団面接
（講義+実践）

7/8（月）

5/15（水）11/23（金・祝） 12/21（金） 1/14（月）
15:00～16:30 18:00～19:30 18:00～19:30 14:00～17:00 14:00～17:00 14:00～16:00

7/5（金） 7/9（火）

面接概論 自己分析 面接カードの
書き方

直前総まとめ
面接受験の際の注意事項

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。

【受講料】￥90,000-（税込・教材代込）

★面接対策20回パック
Web講義
6 回

模擬面接
20回

ＥＳ添削
無制限

【受講料】￥55,000-（税込・教材代込）

★面接対策10回パック
Web講義
6 回

模擬面接
10回

（1回30分、指導あり）

ＥＳ添削
無制限

【受講料】￥30,000-（税込・教材代込）

★面接対策5回パック
Web講義
6 回

模擬面接
5回

（1回30分、指導あり）

ＥＳ添削
無制限

★模擬面接（単回）

※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。

【受講料】￥07,000-（税込・教材代込）

（1回30分、指導あり）

※千葉大前校 LIVE 第４回は、千葉商工会議所にて行います。
　詳細は別途案内チラシをご覧ください。

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CSSの面接対策CSSの面接対策CSSの面接対策
CSS公務員セミナー/2019年度試験対策

20180925 全

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
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skypeskypeskypeskypeskypeskypeskypeskypeskypeskypeskypeskypeskypeskypeskypeskypeskypeskypeskype

★千葉大前校第1～3回は、同じ講義を各2回ずつ行います。どちらの日程でもご参加いただけます。
★模擬面接は、2019年4月～2019年度試験終了まで実施します。

5/14（火）11/23（金・（金・（ 祝） 12/16（日） 1/14（月）
千葉大前校
（ＬＩＶＥ）

中央大前校
（ＬＩＶＥ）

内　容

第１回 第２回 第３回 第４回

通信教育科
（Ｗｅｂ）

16:00～17:30 18:00～19:30 16:00～17:30

11/24（土） 12/20（木） 1/18（金）
18:00～19:30 18:00～19:3018:00～19:30

14:00～17:00 14:00～17:00 14:00～16:00

11/26（月）
より視聴開始

12/24（月）
より視聴開始

1/17（木）
より視聴開始

5/18（土）
より視聴開始

7/7（月）
より視聴開始

7/11（木）
より視聴開始

第５回 第６回

7/4（木）
集団討論
（講義+実践）

集団面接
（講義+実践）

7/8（月）

5/15（水）11/23（金・（金・（ 祝） 12/21（金） 1/14（月）
15:00～16:30 18:00～19:30 18:00～19:30 14:00～17:00 14:00～17:00 14:00～16:00

7/5（金） 7/9（火）

面接概論 自己分析 面接カードの
書き方

直前総まとめ
面接受験の際の注意事項

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。

【受講料】￥90,000-（税込・教材代込）

★面接対策20回パック
Web講義
6 回

模擬面接
20回

ＥＳ添削
無制限

【受講料】￥55,000-（税込・教材代込）

★面接対策10回パック
Web講義
6 回

模擬面接
10回

（1回30分、指導あり）

ＥＳ添削
無制限

【受講料】￥30,000-（税込・教材代込）

★面接対策5回パック
Web講義
6 回

模擬面接
5回

（1回30分、指導あり）

ＥＳ添削
無制限

★模擬面接（単回）

※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。

【受講料】￥07,000-（税込・教材代込）

（1回30分、指導あり）

※千葉大前校 LIVE 第４回は、千葉商工会議所にて行います。
　詳細は別途案内チラシをご覧ください。

★模擬面接は、2019年4月～2019年度試験終了まで実施します。

「モギメン」に
リニューアル
しました。



【お申込方法】
以下Ⅰ～Ⅲの、いずれかの方法にてお申込ください。

Ⅰ.ゆうちょ銀行の当校口座へ受講料振込、その後当校へTEL

Ⅱ.当校ホームページより代金引換にてお申込の場合、代金は手数料￥648-とともに
　 教材受取り時に運送業者へお支払いください。

Ⅲ.CSS各校舎窓口にて申込書記入、受講料を現金にてお支払い

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〔ゆうちょ銀行口座番号〕
※ゆうちょ銀行以外の金融機関から振り込まれる場合

※ゆうちょ銀行振込時の手数料はお申込者様負担とさせていただきます。[ 振込先 ]

[ 振込後 TEL 連絡先 ] TEL.043-207-2828 【CSS 公務員セミナー千葉大前校・10:00-21:00 受付】

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

※お申込み後、ご希望の校舎で模擬面接のご予約をお取りください。※お申込み後、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 TEL : 043-207-2828 中央大前校 TEL : 042-670-1212

合格者の声

　　　　　　　私がCSSを選んだ理由は、ほかの公務員講座
　　　　　　より面接対策が充実していたからです。私の
　　　　　　志望先は、プレゼンテーションやグループ
ワークなどの対人試験の比重が大きく、最初はどう対策し
ていいか不安でした。しかしCSSでは、面接の練習や相談を
納得するまで何回でもすることができ、またプレゼンテー
ションやグループワークも実際の試験を想定した練習がで
きたため、本番当日は安心して試験に集中することができ
ました。公務員試験も最近では面接重視の自治体が増えて
いるので、面接が苦手だったり、不安に思っている人は是
非CSSで対策してほしいと思います。

農林水産省（関東農政局） 入省市川  夏子さん

　　　　　　　前年の公務員試験では面接でことごとく失敗し
　　　　　　たため、面接対策をしっかりやってもらえそうな
　　　　　　予備校に通おう！ということでCSSを選びました。
実際、模擬面接や模擬集団討論では、自分一人では気づかな
い、自分の欠点や見直すべき点を先生方に指摘していただき、
また受験先それぞれに合わせた対策もしていただいたことで、
万全の状態で面接に臨めました。勉強面でも、受験先に合わ
せ、試験に出そうな場所をピンポイントで教えてもらえます。
その結果が合格に繋がったと思います。ですから、これから公
務員試験の受験を考えている人で、「面接が苦手」、「勉強す
ることが多すぎて不安」と少しでも感じている人は、CSSに通う
ことをオススメします！

東京都庁Ⅰ類 B（事務・新方式） 内定佐野  春生 さん

　　　　　　　私がCSSを選んだ理由は他の講座より面接対策が
　　　　　　充実していたからです。先生方は志願先に合わせて
　　　　　　対応して下さり、詳細な情報を教えてくれます。実
　　　　　　際に先生から頂いた情報が面接で聞かれ、堂々と答
えることができました。また、何回でも模擬面接できるため、当
日は誰よりも自信をもって面接に臨めたと思います。さらに、模
擬面接を担当される先生がたくさんいらっしゃるので、いろんな
先生にあたることができ、どんな面接官がきても焦らず対応する
ことができました。このような充実したCSSでの模擬面接を受
け、私は自信を持って面接に臨み、第1志望に合格することがで
きました！公務員試験は面接重視が増えています。CSSの面接で
合格を勝ち取りましょう！！！

筑波大学 内定高橋 みなみさん
　　　　　　　公務員試験は筆記試験だけではありません。その
　　　　　　後には面接試験が待っています。その対策に模擬面
　　　　　　接があります。自分の行きたい志望先に合わせて行
えるため、効率良く合格に近づくことができます。また、ベテラ
ン講師から毎回アドバイスを貰え、自分の気付かぬ弱点を克服で
きます。
　私の場合、都庁の一次試験合格後、二次試験である面接までの
期間が2週間とかなり短い時間でしたが、CSSでの模擬面接を繰り
返し、練習を重ねたことで合格を勝ち取ることができました。さ
らに、模擬面接講師から自分が受ける志望先のお得な情報もゲッ
トできたりします。そうなると本番も胸を張って臨めます。面接
官との真剣勝負、CSSに任せてみてはいかがでしょうか。

東京都庁Ⅰ類 B（事務） 内定川手 斗樹也さん

面接の基本をWeb講義で視聴していただきます。
あなたに合ったアピールができるよう、
講師が模擬面接で指導します。

【お申込方法】
以下Ⅰ～Ⅲの、いずれかの方法にてお申込ください。

Ⅰ.ゆうちょ銀行の当校口座へ受講料振込、その後当校へTEL

Ⅱ.当校ホームページより代金引換にてお申込の場合、代金は手数料￥648-とともに
　 教材受取り時に運送業者へお支払いください。

Ⅲ.CSS各校舎窓口にて申込書記入、受講料を現金にてお支払い

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〔ゆうちょ銀行口座番号〕
※ゆうちょ銀行以外の金融機関から振り込まれる場合

※ゆうちょ銀行振込時の手数料はお申込者様負担とさせていただきます。[ 振込先 ]

[ 振込後 TEL 連絡先 ] TEL.043-207-2828 【CSS 公務員セミナー千葉大前校・10:00-21:00 受付】

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

※お申込み後、ご希望の校舎で模擬面接のご予約をお取りください。※お申込み後、ご希望の校舎で模擬面接のご予約をお取りください。※お申込み後、ご希望の校舎で模擬面接のご予約をお取りください。※お申込み後、ご希望の校舎で模擬面接のご予約をお取りください。※お申込み後、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 TEL : 043-207-2828 中央大前校 TEL : 042-670-1212

合格者の声

　　　　　　　私がCSSを選んだ理由は、ほかの公務員講座
　　　　　　より面接対策が充実していたからです。私の
　　　　　　志望先は、プレゼンテーションやグループ
ワークなどの対人試験の比重が大きく、最初はどう対策し
ていいか不安でした。しかしCSSでは、面接の練習や相談を
納得するまで何回でもすることができ、またプレゼンテー
ションやグループワークも実際の試験を想定した練習がで
きたため、本番当日は安心して試験に集中することができ
ました。公務員試験も最近では面接重視の自治体が増えて
いるので、面接が苦手だったり、不安に思っている人は是
非CSSで対策してほしいと思います。

農林水産省（関東農政局） 入省市川  夏子さん

　　　　　　　前年の公務員試験では面接でことごとく失敗し
　　　　　　たため、面接対策をしっかりやってもらえそうな
　　　　　　予備校に通おう！ということでCSSを選びました。
実際、模擬面接や模擬集団討論では、自分一人では気づかな
い、自分の欠点や見直すべき点を先生方に指摘していただき、
また受験先それぞれに合わせた対策もしていただいたことで、
万全の状態で面接に臨めました。勉強面でも、受験先に合わ
せ、試験に出そうな場所をピンポイントで教えてもらえます。
その結果が合格に繋がったと思います。ですから、これから公
務員試験の受験を考えている人で、「面接が苦手」、「勉強す
ることが多すぎて不安」と少しでも感じている人は、CSSに通う
ことをオススメします！

東京都庁Ⅰ類 B（事務・新方式）内定佐野  春生 さん

　　　　　　　私がCSSを選んだ理由は他の講座より面接対策が
　　　　　　充実していたからです。先生方は志願先に合わせて
　　　　　　対応して下さり、詳細な情報を教えてくれます。実
　　　　　　際に先生から頂いた情報が面接で聞かれ、堂々と答
えることができました。また、何回でも模擬面接できるため、当
日は誰よりも自信をもって面接に臨めたと思います。さらに、模
擬面接を担当される先生がたくさんいらっしゃるので、いろんな
先生にあたることができ、どんな面接官がきても焦らず対応する
ことができました。このような充実したCSSでの模擬面接を受
け、私は自信を持って面接に臨み、第1志望に合格することがで
きました！公務員試験は面接重視が増えています。CSSの面接で
合格を勝ち取りましょう！！！

筑波大学 内定高橋 みなみさん
　　　　　　　公務員試験は筆記試験だけではありません。その
　　　　　　後には面接試験が待っています。その対策に模擬面
　　　　　　接があります。自分の行きたい志望先に合わせて行
えるため、効率良く合格に近づくことができます。また、ベテラ
ン講師から毎回アドバイスを貰え、自分の気付かぬ弱点を克服で
きます。
　私の場合、都庁の一次試験合格後、二次試験である面接までの
期間が2週間とかなり短い時間でしたが、CSSでの模擬面接を繰り
返し、練習を重ねたことで合格を勝ち取ることができました。さ
らに、模擬面接講師から自分が受ける志望先のお得な情報もゲッ
トできたりします。そうなると本番も胸を張って臨めます。面接
官との真剣勝負、CSSに任せてみてはいかがでしょうか。

東京都庁Ⅰ類 B（事務）内定川手 斗樹也さん

面接の基本をWeb講義で視聴していただきます。面接の基本をWeb講義で視聴していただきます。面接の基本をWeb講義で視聴していただきます。
あなたに合ったアピールができるよう、あなたに合ったアピールができるよう、あなたに合ったアピールができるよう、あなたに合ったアピールができるよう、
講師が模擬面接で指導します。講師が模擬面接で指導します。

Ⅲ.CSS各校舎窓口にて申込書記入、受講料を現金にてお支払い

合格者の声

「モギメン」に
リニューアル
しました。



【パック内容：講義５回（各180分）＆演習10回（添削付き）】 

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
CSS公務員セミナー/2019年受験対策

講義 ５回・演習 10回
(各回添削付き)

各分野1回 (180分) ※LIVE講義開催時間は、18：00～21：00です。

千葉大前校
（ＬＩＶＥ）

内　　容

第１回 第２回 第３回 第４回 第５回

中央大前校
（ＤＶＤ）

通信教育科
（Ｗｅｂ）

※課題は講義にて配布、またはご自身で書きたい課題です。
※答案を作成後、下記いずれかの方法にて添削を受けてください。

12/3(月)
18:00-21:00

12/17(月)
18:00-21:00

1/14(月)
18:00-21:00

2/11(月・祝)
18:00-21:00

3/4 (月)
18:00-21:00

12/6 (木)
～視聴開始

12/20(木)
～視聴開始

1/17(木)
～視聴開始

2/14(木)
～視聴開始

3/7(木)
～視聴開始

12/6 (木)
～貸出開始

12/20(木)
～貸出開始

1/17(木)
～貸出開始

2/14(木)
～貸出開始

3/7(木)
～貸出開始

鈴木 鋭智先生

講　義

10回（添削付き）演　習

講　師

＜大好評!! 鈴木先生の著書＞
・『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）

鈴木鋭智先生ほか、多数のプロ講師が添削指導を行います！

論文の定義
論文対策の
３つの柱

メリット
デメリット
解決策

問題点
原因
解決策

自己PR
体験談型論文の構成
人生における
成功体験の整理

主な職種の
出題傾向

① CSS各校窓口にて提出・返却
② FAXにて送受信
③ メールにて送受信[word／PDF]

[答案提出/受取方法] 以下いずれの方法でも可能

※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。

※答案返却は提出の約1週間後です。

【鈴木鋭智 Official Site】
http://suzukieichi.com/

ブログには、論文作成に
役立つヒントがたくさん！



(税込・送料込・答案提出/返却送料除く)

通学科
Web科 ¥40,000-

【お申込方法】
Ⅰ.ゆうちょ銀行の当校口座へ受講料振込、その後当校へTEL
Ⅱ.当校ホームページより申込

Ⅲ.CSS各校舎窓口にて申込書記入、受講料を現金にてお支払い
2713441】号番座口【  金預通普】目種金預【 

【店名】〇五八(読みゼロゴハチ) 850】番店【

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

※ゆうちょ銀行以外の金融機関から振り込まれる場合

※ゆうちょ銀行振込時の手数料は
　お申込者様負担とさせていただきます。

[ 振込先 ]

[ 振込後 TEL 連絡先 ]  8（CSS千葉大前校）282-702-340.LET

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

受講料

添削例

・文体・内容・構成など、講師からの詳細な添削。
・あなたの志望先・経験などに沿った指導を受けられます。
・基礎編から実践編へ、ステップアップ課題で無理なく論文作成のコツがつかめる
  カリキュラムです。

細かく丁寧な添削指導！しっかり復習して実力UP!!

合格者の声

　　　　　　教養論文は 1 番対策がしにくい科目だと
　　　　　思います。自分 1 人では書いた内容が本当
　　　　　に正しいのかどうか、わからないからです。
　教養論文ゼミでは、文章の構成、出やすいテーマなど
丁寧に教えてもらえます。実際に自分で書いてみる時
間もあるので、始めはうまく書けなくても徐々に書け
るようになること間違いなしです。教養論文は配点が
高い場合も多く、ぶっつけ本番で挑むのはとても危険
です。教養論文ゼミでしっかり対策して、自信をもって
本番を迎えるようにしましょう！必ず受講することを
おすすめします。

宮間 美汐さん 特別区（中央区）内定

　　　　　　　教養論文の講座では論文の基本的な書き方
　　　　　　はもちろん、志望先の特徴や傾向を学ぶことが
　　　　　　できます。教養論文の配点は意外と高いところ
が多く、この講座を受講するのとしないのとでは差が出ると
思います。グラフから読み取るべきポイントや文章の構成は
自分がこれまで書いた論文と異なる点が多く、公務員試験で
はどのように書くべきなのかこの講座で身につけるとよい
と思います。また授業の他に論文の添削もしていただけるの
で実際に書いて何度も添削を受けることができるのもこの
講座の良い点です。添削には回数の制限はないため、コツコ
ツ続けると自信になると思います。たくさんの講座がありま
すがこの講座はぜひ受講すべきだと思います

村上 翔さん 東京都庁Ⅰ類B（事務）内定



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！

【お申込方法】
Ⅰ.ゆうちょ銀行の当校口座へ受講料振込、その後当校へTEL
Ⅱ.当校ホームページより申込

Ⅲ.CSS各校舎窓口にて申込書記入、受講料を現金にてお支払い
2713441】号番座口【  金預通普】目種金預【 

【店名】〇五八(読みゼロゴハチ) 850】番店【

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

※ゆうちょ銀行以外の金融機関から振り込まれる場合

※ゆうちょ銀行振込時の手数料は
　お申込者様負担とさせていただきます。

[ 振込先 ]

[ 振込後 TEL 連絡先 ]  8（CSS千葉大前校）282-702-340.LET

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

パック
〔行政職対応〕専門記述

CSS公務員セミナー/2019年受験対策

講義 各分野1回
演習 各科目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]

分野 科目 講師

行政

経済

法律 憲法・民法
行政法 2/13（水）

2/20（水）
2/27（水）

2/16（土）～
2/23（土）～
3/2（土）～

※LIVE講義開催時間は、18：00～21：00です。

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） Web受講視聴開始日

演習
[答案提出/受取方法]

1科目10回(添削付き) ※課題は講義にて配布します。

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。

【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
Web科

ダブルパック
（いずれか２分野）

フルパック
（３分野）

¥30,000- ¥55,000- ¥80,000-

※シングルパック：「法律」「経済」「行政」のうちいずれか１分野が受講可能。
※ダブルパック：「法律」「経済」「行政」のうちいずれか２分野が受講可能。
※フ ル パ ッ ク ：「法律」「経済」「行政」のすべての分野が受講可能。



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 】 【受講料】 
(税込・レジュメ代)

通学科・Web科

¥6,000-

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
L I V E 講義
Web講義
視聴開始日

4/1(月) 14:00~15:30 4/15(月) 14:00~15:30
4/4(木) より視聴開始 4/18(木)      より視聴開始

第１回 合格答案の書き方 第２回 ズバリ！予想論点

千葉大前校
L I V E 講義
Web講義
視聴開始日

3/30(土) 18:00~21:00
4/2(火) より視聴開始

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 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

　　　　　　　資料解釈特講では、川井先生が資料解釈の問題につ
　　　　　　いて一から教えてくれます。資料解釈はどの試験でも必
　　　　　　ず出題されるので、そこで点数を落としてしまうのは
もったいないです。この講義を受講することで、資料解釈の問題は大
きな得点源となります。私はこの講義を受講するまで、資料解釈に苦
手意識がありました。しかし、資料解釈問題は全てにおいて複雑な計
算をするものではなく、目で見て選択肢を切れる場合もあります。川井
先生が効率の良い解き方を丁寧に教えてくれたおかげで、本番では
落ち着いて問題を解くことができました。資料解釈は捨てる問題では
なく取るべき問題なので、皆さんにもこの講座をオススメします！

鈴木 碧 さん 東京都庁　類B（事務・一般方式）内定Ⅰ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 】 

【CSS コース生価格】
　通学科・Web科：￥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）

【受講料】 通学科・Web科

￥5,000-(税込・レジュメ代)

【CSS コース生価格】通学科・Web科：￥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

全4回・各回180分講義
【 日 時 】 
【 内 容 】 【受講料】 

(税込・レジュメ代)

通学科・Web科

￥20,000-
[CSS コース生価格 ]

通学科・Web 科︓ ￥1,200-

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 内定

財務分析特講
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】
通学科・Web科
￥5,000-
[CSS コース生価格 ]

　通学科・Web 科︓ ￥1,200-

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！

千葉大前校
L I V E 講義

Web講義
視聴開始日

1 2 3 4

5/20（月）
14:00～17:00

5/22（水）
14:00～17:00

5/27（月）
15:00～18:00

5/29（水）
14:00～17:00

5/23（木）
より視聴開始

5/25（土）
より視聴開始

5/30（木）
より視聴開始

6/1（土）
より視聴開始

千葉大前校
L I V E 講義
Web講義
視聴開始日

4/8 (月) 14:00~17:00
4/11(木) より視聴開始

【 日 時 】



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。
・本試験出題全問正解することを目標に!

【 内 容 】 【受講料】 
(税込・レジュメ代)

通学科・Web科
¥5,000-

川井 太郎 講師【 講 師 】 

川井 太郎 講師からのメッセージ
　　　　　　　　図形問題を苦手としている方が多く存在します。しか
　　　　　　　し、図形問題は都庁・特別区で4問～6問出題されるため、
　　　　　　　高得点を取るにはどうしても図形の攻略が必要不可欠で
　　　　　　　す。さらに、各試験で特徴があるため、その特徴を押さ
　　　　　　　えた対策が必要となります。
　　　　　　　　図形攻略特講では、多くの方が初戦となる都庁・特別
　　　　　　　区を題材に、傾向を分析し、基本を再確認したうえで、
今年出題可能性の高い典型問題に対して対策をしっかり行いたいと思い
ます。

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 】 

【CSS コース生価格】
　通学科・Web科：￥500-

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！

6/1(土 )14：00～17：0014：00～17：00

受講料
（税込・レジュメ代込）（税込・レジュメ代込）

通学科・Web科 ￥5,000-

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

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 内定

※通学科の参加申込は、                                         　　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。5/31（金）の15:00までにお支払いください。）

※通学科の参加申込は、                                         　　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。5/31（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

5/30（木）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。

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・Web科：￥500-

千葉大前校
L I V E 講義
Web講義
視聴開始日

3/23(土) 18:00~21:00
3/26(火) より視聴開始

合格者の声

　　　　　　　私は図形問題を一番の苦手としていました。
　　　　　　以前からこの苦手意識は強く、公務員試験では
必須の図形問題を、正直諦めていました。他の科目で点数を
取るべく、勉強を続けていましたが、どうしても、もやもやした
不安は拭えませんでした。思い切って川井先生に図形問題の
質問をすると、目からうろこが落ちるような解法を教えていた
だき、『これは諦めてはいけない』と一念発起して、『図形攻略
特講』を受講しました。おかげで、図形問題はパーフェクト！！
第一志望の東京都庁に合格することができました！『図形攻
略特講』万歳！川井先生、万歳！！

N・K さん 東京都庁Ⅰ類B（事務・一般方式）内定



CSS の実戦トレーニングCSS の実戦トレーニング

合格者の声

　　　　　　　　数的実戦トレーニングではその名の通り実際の
　　　　　　　試験と同じ問題量、時間で行うテスト形式の講座
　　　　　　　です。都庁をはじめ数的に得点配分を多く割いて
いるところが多く、ぜひ対策しておきたい教科です。この講座の一
番の魅力は本番と同じ空気を味わえるところです。本番の試験で一
番怖いのは緊張や焦りから実力通りの結果が出せないことです。こ
の講座を受ければ本番の空気など大したことないと思えるくらいに
鍛えられます。テスト形式で低い点数を取るのが嫌だと思っていて
も、毎年最初は低い点数だった人も直前には高得点を取っている
ので受け続ければ効果は出ます！僕自身この講座が一番タメに
なったと思っているので皆さんにも強くお勧めします！

松本 和樹 さん 東京都庁   類B（事務・一般方式）内定Ⅰ

合格者の声

　　　　　　　数的処理は教養試験の3分の1から半分近くを
　　　　　　占める科目であり、点数を取るかによって筆記試
　　　　　　験の通過率が変わってくるといっても過言ではあ
りません。また、この科目で安定して点数を稼ぐことによって、人
文科学や自然科学といった暗記科目の負担軽減や本番での安
心感が違ってきます。私は数的処理は苦手でしたが苦手な人向
けの闘い方を教えてくれたおかげで、受けた筆記試験は全て通
過することができました。また試験と同じ雰囲気で解くため本
番で想定される焦りを感じることが出来たり、問題の取捨選択
の仕方を学ぶことが出来ます。数的処理は合格のために避けて
通れない科目です。是非オススメする講座です！

岩瀬 拓也 さん 特別区（江戸川区）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。

地上・国般クラス 警察消防市役所クラス

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 !!

3/22（金）
3/23（土）
3/24（日）

3/29（金）
3/30（土）
3/31（日）

4/5（金）
4/6（土）
4/7（日）

4/12（金）
4/13（土）
4/14（日）

4/19（金）
4/20（土）
4/21（日）

4/26（金）
4/27（土）
4/28（日）

7/6（土） 8/3（土） 9/7（土）

２回 ３回 ４回 ５回 ６回 ７回 ８回 ９回１回

自宅受験方法（通信教育科）❇

お申込み後、ID・パスワードを発行します。各回開催日以降に指定されたURLから
問題を見て（またはプリントし）解答した後に、解説講義を視聴していただきます。
※数的実戦トレーニングには解説講義はございません。解説冊子をWeb掲載いたします。

金・土・日は数的実戦トレーニング！（通学科）❇

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。
※数的実戦トレーニングには解説講義はございません。

千葉大前校11:00～12:00　中央大前校14:30～15:30



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

合格者の声

　　　　　 　自然科学の分野は高校で勉強して以来
　　　　　遠ざかっていて、どう対策していけばいい
　　　　　のか分かりませんでした。また、出題数も
少ないのでどうしても勉強が後回しになりがちです。
実戦トレーニングを受けることで基本問題や頻出問
題に触れることができ、しっかり復習講義を受けるこ
とで安心や自信に繋がりました。本番前にテスト形式
の問題演習ができるところも良いところです。手薄に
なりがちな範囲だからこそ、実戦トレーニングを受け
ることをお勧めします！

阿竹 もなみ さん 家庭裁判所調査官補 内定

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

　　　　　　　　私は人文科学実戦トレーニングを受講したこと
　　　　　　　で自信を持って本試験に望むことができました。
　　　　　　　その理由は２つあります。１つは問題が先生が厳
選して作った予想問題だからです。もちろん問題を解けたら自信に
なりますし、たとえ解けなくてもこれさえ覚えれば本番では大丈夫と
いう安心感に繋がりました。もう１つは教室でみんなと一緒に解くこ
とで本番さながらの緊張感を感じ、さらなるやる気アップに繋がる
からです。実戦トレーニングを受講すれば、問題だけをもらうことも
可能ですが、できれば教室で受けることをおすすめします。ランキン
グに載ることをモチベーションに、友人と競い合いながら勉強するこ
とでより点数アップに繋がるでしょう。

鴇田 優 さん 東京都庁Ⅰ類B（事務・一般方式）内定

4/6（土） 4/6（土）千葉大前校
第１回 演習 第１回 解説 第 2 回 演習 第 2 回 解説

13：00～14：00 14:00 以降
Web視聴可

14:00 以降
Web視聴可

4/13（土）4/13（土）
13：00～14：00中央大前校

Web 科

4/7（日）千葉大前校
第１回 演習 第１回 解説 第 2 回 演習 第 2 回 解説

18：00～19：00
4/14（日）
18：00～19：00中央大前校

Web 科

4/7（日）
19:00 以降
Web視聴可

4/14（日）
19:00 以降
Web視聴可



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

　　　　　　　大学生活が忙しかった私にとって、苦手な社会科
　　　　　　学はどうしても後回しになりがちでした。また試験勉
　　　　　　強のスタートが遅かった為、範囲も広い社会科学は
どの分野から手をつけていいのかわからない状況でした。そんな
中、社会科学実践トレーニングでは過去問から分析して出題頻度
の高い箇所を演習形式で取り組むことができます。残りの勉強時間
も限られてくる直前期に本当に復習しなければならない分野がわ
かり効率良く学習を進めることができました。また直前期に数回に
分けてテストを行うため、自分の中で社会科学から逃げない為の
ペースメーカーとなっていたと思います。結果として教養試験では
過去問演習よりも良い成績を収め無事第一志望先に内定すること
ができました。

吹田 希 さん 東京都庁Ⅰ類B（事務・新方式）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）内定

川井 太郎先生
吉川 長利先生

千葉大前校
中央大前校
Web 科

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

4/20（土）
18：00～19：00

4/20（土）
19：10～19：40

4/21（日）
4/21（日）
18：00～19：00

4/21（日）
19：10～19：40

4/22（月）
4/27（土）
18：00～19：00

4/27（土）
19：10～19：40

4/28（日）
15:00以降Web視聴 15:00以降Web視聴15:00以降Web視聴

3/31（日）
15：10～16：40

4/1（月）
15:00以降Web視聴可

4/14（日）
15：10～16：40

4/15（月）
15:00以降Web視聴可

3/31（日）千葉大前校
第１回 演習 第１回 解説 第 2 回 演習 第 2 回 解説

14：00～15：00
4/14（日）
14：00～15：00中央大前校

Web 科



合格者の声

　　　　　　　私は、第一志望先では労働法が必要でしたが、他
　　　　　　の併願先では必要でなかったため、どの程度労働法
　　　　　　を勉強すべきかわからず悩んでいました。そのような
ときに労働法3h特講があることを知り、受講することに決めまし
た。要点を絞って講義をしてくれたことや、過去問の解説も同時に
行ってくれたことがよかったです。短時間の講義であるため、他の
教科の勉強への負担にならないと思います。この講義を受講したこ
とで、スムーズに問題演習へ進むことができました。また、試験当日
は安心して試験を受けることができました。受験先で労働法を使う
方はぜひこの労働法3h特講を受講してみてください。

早野 美穂 さん 千葉市内定

合格者の声

　　　　　　　刑法6ｈ特講は、試験に出る分野を効率よく学
　　　　　　習することが出来ておすすめです。刑法は必要な
　　　　　　職種とそうでない職種であり、時間が限られた中
で、自分ひとりでは学習しにくい科目だと思います。私も時間が
足りず刑法は諦めようと思っていましたが、講座を受講して本
試験に活かすことが出来ました。一人ではどの分野を学習すれ
ばいいのか悩みますが、特講では6時間という短時間で頻出分
野を学習することが出来て、周囲に差をつけることが出来ます！
筆記試験で刑法が必要な職種志望の方で、専門科目で1点でも
多く取りたいという方におすすめの講座です！

松本 有香 さん 新潟市内定

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！

受講料

通学科・Web科
￥5,000-

（税込・レジュメ代込）6/4(火 )6/46/46/4(火 )(火 )(火 )

6/6(木 )6/66/66/6(木 )(木 )(木 )

14：00～17：0014：00～17：00

より視聴開始より視聴開始
※ 千葉大前校LIVE講義にもご参加いただけます。
※ 受講期限：2019年9月30日まで

受講料

通学科・Web科
￥9,000-

（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・Web科：￥500-

【CSS コース生価格】通学科・Web科：￥900-

千葉大前校
L I V E講義

Web科

5/28(火 ) 
18:00～21:00
5/28(火 ) 
18:00～21:00
5/28(火 ) 
18:00～21:00
5/28(火 ) 
18:00～21:00

6/11(火 ) 
14:00～17:00
6/11(火 ) 
14:00～17:00
6/11(火 ) 
14:00～17:00
6/11(火 ) 
14:00～17:00

5/30(木 ) 
より受講開始
5/30(木 ) 
より受講開始
5/30(木 ) 
より受講開始
5/30(木 ) 
より受講開始

6/13(木 ) 
より受講開始
6/13(木 ) 
より受講開始
6/13(木 ) 
より受講開始
6/13(木 ) 
より受講開始

千葉大前校
L I V E講義

第１回 第２回

Web講義
受講開始日

※ 千葉大前校LIVE講義にもご参加いただけます。※ 受講期限：2019年9月30日まで



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。

CSS公務員セミナー

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

毎月15日・年末年始
〔営業時間〕
〔 定 休 日 〕

10:00-20:00千葉大
前校 13:00-20:00中央大

前校

※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。

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/

申込方法 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 ※Web 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 Web 科受講方法のご案内

※Web 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）
※Web 科の教材・レジュメを紙面で欲しい場合は、各自Web よりプリントしていただきます。
　ご自身でのプリントが難しい場合は、CSS へご相談ください。
　送料・プリント代を頂戴してお送りすることも可能です。

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

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。

[ お支払方法について ]


