
公務員から別の公務員への転職コース、必要な科目ごとにチョイスできる

コース受講料〔テキスト代込・税込〕

CSS公務員セミナー/2019年受験対策コース案内

公務員転職コース
（DVD受講）
※模擬面接・直前講座は
　LIVE受講可

※ 受講有効期限は
　 2019年11月末日 です。

通学科 通信教育科(送料込)

104,000円99,000円
133,000円123,000円
186,000円171,000円
230,000円210,000円

公務員転職コース75 75単位までの
　　講義選択可能

100単位までの
　　講義選択可能

150単位までの
　　講義選択可能

200単位までの
　　講義選択可能

公務員転職コース100

公務員転職コース150

公務員転職コース200

　科目が多い公務員試験。全科目をバランスよく勉強することが一番の近道ですが、
働きながらの限られた時間でも必要な科目を選んで講義が受講できるのが
このコースです。
　科目ごとにその重要度・講義形式により“単位”を設定しており、自分の利用
可能範囲内で科目を決めて受講することができます。

コースの特徴
公務員のための公務員転職。必要な科目だけを受講できる！

※ 単位枠内の未使用単位数
　 の返金はできません。

なりたい公務員に、
なる。

・・・・

販売期間：2018年7月1日～2019年試験終了
受講期間：2018年7月1日～2019年11月末日

20180702 全

こんなあなたにオススメ !!
・地元に帰って公務員を続けたい。
・今とは違う職種でキャリアアップしたい。
・結婚、転職しても違う土地で公務員として働きたい。

お申込み後『個別戦略策定』を受け、
合格のための戦略を決めます。
CSS川井太郎先生が、あなたの現状・志望先に合った戦略を一緒に考えます！

合格者体験談

(送料込)

受講料お支払い方法
①現金払い
②銀行振込

③月謝払い

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、下記の指定銀行口座へ
お振込みください。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回に分割してお支払い
いただきます。

〔月々のお支払い〕

※月謝払いは『オリジナル・カスタム100・150・200』のお申込みに適用可能です。
　月々のお支払いは5回払いのみとさせていただきます。

(銀行休業日の場合は翌営業日)

取り扱い金融機関 ・みずほ銀行 ・三井住友銀行 ・ゆうちょ銀行
・千葉銀行 ・京葉銀行

※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校舎窓口にてお渡し致します。

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

お申込方法
①

②いずれかのコースを申込み、受講料を支払う
　申込みの際には、受講科目を決める「科目登録」を行う。
※ コース指定の単位数内であれば、別途追加のお申し込みも可能です。

ご来校の上、受講申込書をご記入いただきます。
・ＣＳＳへ来校

ＣＳＳのいずれかの校舎に電話にてお申込みいただきます。
・ＣＳＳへ電話

ＣＳＳのホームページ （講座購入ページ）よりお申込みいただきます。
・ＣＳＳのホームページより

受講料

通学科

通信教育科

通学科

通信教育科

通学科

通信教育科

通学科

通信教育科

104,000円
123,000円
133,000円
171,000円
186,000円
210,000円
230,000円

105,000円
115,000円

99,000円 49,500円
52,000円
61,500円

85,500円
93,000円

66,500円

9,900円
10,400円
12,300円

17,100円
18,600円
21,000円
23,000円

13,300円

公務員転職コース75

公務員転職コース100

公務員転職コース150

公務員転職コース200

月謝払い受講料
一括払い受講料

前　金 ５回払い

合格者：I・S さん
インタビュアー：間舎 敦彦 校長

（東京都庁Ⅰ類Ｂ最終合格、某市役所現職）

Ｉさん、東京都庁見事合格、おめでとうございます。仕事をしながらの
受験勉強・面接対策、大変だったと思いますが、よく頑張りましたね。
まずは、合格の決め手は何だったと思いますか？

都庁への転職を目指した理由は何でしたか？

以前の試験と比べて、今回、現職で仕事をしながら受ける
試験は、Ｉさんにとって、どんな違いがありましたか？

ＣＳＳの講座はどのように活用して、勉強・面接対策を進め
ましたか？

現在働いているということで、仮に失敗したとしても社会人としてはやって
いけるという安心感と、職務経験があることにより求められる基準が高くなる
というプレッシャーの双方を感じていました。それと同時に、東京都に採用
されたら自分の公務員としての職務経験が他の受験生にはない武器として活か
せるという自信も持っていました。

現在の仕事も充実していると思っていましたが、基礎自治体では達成が難しい
仕事があり広域行政に興味を持つようになったこと、そして、広域行政を目指
すのであれば自分の地元である東京都で働きたいと思ったのが理由です。

ありがとうございます。合格の決め手となったのは最後まで諦めなかった
ことだと思います。仕事をしながらの勉強でしたので、思うように勉強でき
ない時期もありましたが、どうしても合格したい！という思いだけは常に忘れ
ないようにしていました。

面接で、現職公務員ということで、特別な準備はしましたか？
ＣＳＳの模擬面接はどのように活用しましたか？

４月から、晴れて希望の新しい職場で働くわけですが、今はどんな気持ちですか？

Ｉさんと同じように、公務員から別の公務員へ転職を考えている人に、
成功のための秘訣を伝えてください。

そうですね、私が意識していたことは、① 最後まで諦めないこと、②１人で思い悩まな
いことの２点です。勉強が順調に進めば「今は調子いいな」くらいの感じでやって
いました。仕事も勉強もしっかりやろうとするとどこかで支障が出てしまうので、
完璧にできなくても、とにかくやりきる
ことが大事だと思います。あとは、同じような
境遇の仲間や先生方、スタッフの方がCSSには
いるので些細なことでも話をするということは
大事だと思います。「転職が上手くいくのか？」
と不安を抱えている方が多いと思いますが、
CSSでは仲間も先生方もスタッフの方もみんなが
味方になってくれます。受講生の皆さんが内定を
とれるように私も応援しています！

私は今年、東京都から内定をいただくまで何度も受験してきたので、まだ合格したと
いう実感が湧いていないのが正直な気持ちです。同時に夢にまで見た職場で働けると
いうことで、４月がすごく待ち遠しいと思っています。

「なぜ今の市役所から東京都なのか？」ということは、かなり練ったと思います。
転職理由をどう話すかが、公務員から公務員への転職希望者の最大の関門だと
思いました。面接指導の先生方が一緒に考えてくださり、最も自分の気持ちに
合った、最大限のアピールができる準備ができました。最終的にはかなりシン
プルになりましたが (笑 ) あとは、同じような表現で同じような内容を話しても
先生によって評価のポイントが違うので、アドバイスを受けた内容については
すぐにフィードバックをして、すぐに次の模擬面接や面接道場で試してみて自分
の面接の形を作っていきました。

筆記対策については、自分の勉強のペースを確認するために活用していました。
すべての科目を完璧にこなすのは難しいので、自分が不安だと思う科目に
ついてはDVDなどで知識を補っていました。面接対策については、模擬面接
を繰り返すことと面接道場を活用していました。人に見てもらうことで、自分
では気づかない自分の良さと癖などを指摘してもらえるので、１回１回目標と
課題を持って取り組んでいました。

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 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

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



　学習スタート時に、川井太郎先生との個別
相談により、あなたに合った学習法・学習
スケジュールを決めます。

① 個人に合った個別戦略策定

　来校にて、もしくはメールにて質問は随時
受け付けます。つまずいた時に、頼りになる
講師がそばにいます。
　ただし、質問はお申込みいただいた科目に
関するものに限定させていただきます。

② ＣＳＳの講師へ質問随時ＯＫ

　ＣＳＳの自習室をご利用いただけます。
ＣＳＳでは、講義教室のほかはすべて自習室です。
お好みの場所で勉強してください。

③ ＣＳＳの施設利用可

　職種別ゼミ（「都庁ゼミ」「特別区ゼミ」「国税ゼミ」「裁事ゼミ」「国家一般職ゼミ」など）、
数的実戦トレーニング、資料解釈特講などの、ＣＳＳで筆記試験直前期に実施する
数々の講義をレジュメ代のお支払いのみで受講いただけます。

④ 直前講座がレジュメ代のみで受講可

公務員転職コース受講特典

　試験に則した無駄のない内容のＣＳＳテキストは、
インプット講義ではもちろん、本番直前の要点整理
にも使えると、合格者に評判です。
　通信教育科生には、テキストとともに講義を収めた
ＤＶＤをご自宅へ送ります。

充実した教材

　公務員試験の勉強を全範囲総合的に行うには、ＣＳＳの基幹コース（スタンダード
コース・スペシャルコース・警察官消防官コース・技術職コース）の受講がふさわし
いのですが、時間面・金銭面で余裕があまりない方には、『公務員転職コース』が
おすすめです。単科申込一般価格よりも安い受講料で勉強をスタートできます。

例えば、Ａくん（p．2 ①）　単科（通学科）申込だと ．．．

リーズナブル・プライス

￥123,000 －公務員転職コース100 （通学科）申込だと ．．．

￥159,000 －

※ 割引率は、選択する科目・分野により異なります。

講義内容と科目の選択方法

コースの作り方

インプット講義
数的処理

13単位

アウトプット講義
数的処理

10単位
面接対策パック

75単位 ＝98単位＋ ＋

例えば
① 数的処理と面接が苦手なＡさんは．．．

アウトプット講義
数的処理

10単位

アウトプット講義
行政法

10単位

教養論文
12単位

添削６回
（1×6）単位

アウトプット講義
経済原論

15単位

アウトプット講義
憲法

７単位

アウトプット講義
民法

15単位
＋ ＋ ＋

＋

＋

＝75単位

② 主要５科目の実践力を身につけ、教養論文も基礎から実践まで行いたいＢさんは．．．

※ 科目の選択・コースの作り方は、いつでもご相談に応じます。

下記のような申告書を、個別戦略策定後に提出していただきます。

＋

『公務員転職コース100』で申込み

『公務員転職コース75』で申込み

※模擬面接の実施期間は、受験年度の 5月～です。


