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 !!
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

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。
❇ 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。

❇ 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。

【実施日程】 千葉大前校11:00〜12:00
１回

２回

３回

中央大前校14:30〜15:30

４回

５回

６回

７回

８回

９回

3/22（金） 3/29（金） 4/5（金） 4/12（金） 4/19（金） 4/26（金）
3/23（土） 3/30（土） 4/6（土） 4/13（土） 4/20（土） 4/27（土） 7/6（土） 8/3（土） 9/7（土）
3/24（日） 3/31（日） 4/7（日） 4/14（日） 4/21（日） 4/28（日）

受講料

全

（1クラスにつき）

回

￥7,200-

第1〜6回

￥4,920-

※通信教育科も同額です。 ※【CSS コース生価格】全回￥2,000-

合格者の声

松本 和樹 さん 東京都庁Ⅰ類B（事務・一般方式）内定
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！

第7〜9回

￥2,460合格者の声

岩瀬 拓也 さん

特別区（江戸川区）内定

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！

自然科学実戦トレーニング
内

容

問題演習（60 分）・解説講義（90 分）

日

程

第１回 演習

受講料

（税込・レジュメ代込）

13：00〜14：00

￥3,000-

【CSS コース生価格】￥500-

講

第 2 回 演習

第 2 回 解説

（土） 4/13（土） 4/13（土）
4/6（土） 4/6
14:00 以降
14:00 以降

千葉大前校
中央大前校
Web 科

第１回 解説

師

小林 政博先生

Web 視聴可

13：00〜14：00

Web 視聴可

合格者の声

阿竹 もなみ さん

家庭裁判所調査官補 内定

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！

人文科学実戦トレーニング
内

容

問題演習（60 分）・解説講義（90 分）

日

程

第１回 演習

千葉大前校
中央大前校
Web 科

受講料

（税込・レジュメ代込）

18：00〜19：00

￥3,000-

師

星 文彦 先生

第 2 回 演習

第 2 回 解説

（日） 4/14（日） 4/14
（日）
4 / 7（日） 4/7
19:00 以降
19:00 以降

【CSS コース生価格】￥500-

講

第１回 解説

Web 視聴可

18：00〜19：00

Web 視聴可

合格者の声

鴇田 優 さん

東京都庁Ⅰ類B（事務・一般方式）内定

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。

社会科学実戦トレーニング
内

容

日

程

問題演習（60 分）・解説講義（30 分）
第１回 演習

千葉大前校
中央大前校
Web 科

受講料

（税込・レジュメ代込）

第１回 解説

4/20（土）

第 2 回 解説

4/21（日）

第 3 回 演習

第 3 回 解説

4/27（土）

4/20（土）19：10〜19：40 4/21（日）19：10〜19：40 4/27（土）19：10〜19：40

18：00〜19：00

4/21（日） 18：00〜19：00 4/22（月） 18：00〜19：00 4/28（日）

15:00以降Web視聴

15:00以降Web視聴

15:00以降Web視聴

合格者の声

￥4,500-

吹田 希 さん

【CSS コース生価格】￥700-

講

第 2 回 演習

師

川井 太郎先生
吉川 長利先生

東京都庁Ⅰ類B（事務・新方式）内定

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。

文章理解実戦トレーニング
内

容

問題演習（60 分）・解説講義（90 分）

日

程

第１回 演習

千葉大前校
中央大前校
Web 科

受講料

（税込・レジュメ代込）

3/31（日）

14：00〜15：00

￥3,000-

【CSS コース生価格】￥500-

講

師

鈴木 鋭智 先生

第１回 解説

3/31（日）

15：10〜16：40

4/1（月）

15:00以降Web視聴可

第 2 回 演習

4/14（日）

14：00〜15：00

第 2 回 解説

4/14（日）

15：10〜16：40

4/15（月）

15:00以降Web視聴可

合格者の声

星野 茉由奈 さん

特別区（中野区）内定

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。

