2018年 合格者の声

教養科目に絞って都庁合格︕人物試験までフルサポート

都庁Ⅰ類Ｂ 内定

千葉大学大学院 融合理工学府

千葉大学 法政経学部 法政経学科

吹田 希 さん

公務員試験

佐野 春生 さん

都庁新方式の特徴はプレゼンテーションとグループ
ワークだと思います。教養試験の勉強まっしぐらになり
がちですが、CSSでは教養の勉強時期にプレゼンシート
の添削講座をやってくれるため、後回しにしがちなプレ
ゼン対策も万全の状態でできました。また川井先生の予
想問題が本番で来た瞬間には勝利を確信しました。
グループワークは川井先生の講座でノウハウを学び、
CSSの仲間と集まり自主練会をして臨みました。細かい
加点ポイントや、面接とは違った人物試験に向けた勉強
法を的確にアドバイスしていただけたことが合格につな
がったと思います。

都庁新方式を受験するなら、CSSで対策するのをオススメし
ます。新方式では、プレゼンやグループワークなどの面接対
策が必要になりますが、CSSではその対策が細かく丁寧でし
た。 特に、一次試験のプレゼンシートは、十分な対策がで
きず本番に臨む人も多い中、CSSでは例年の傾向や頻出テー
マ・今年の傾向がきっちり学べるので、本番は落ち着いて問
題に向かうことができました。
また、グループワーク対策でも、CSSには仲間と練習する場
があり、それを川井先生が見てくださって改善点や良い点な
どを伝えてくださるのが、とても励みになりました！
CSSでは一緒に目標に向かう仲間もたくさんいるので、新方
式受験を考えている人はCSSで是非対策してみてください！

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

③月謝払い〔前金〕お申込時に、受講料の半額を現金払い、

【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

合格コース

本講座の特徴 本コースは、短期間で都庁ⅠＢ新方式（行政）合格を目指すコースです。
１

取り扱い金融機関

※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。

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

単科

￥22,000￥22,000￥26,000￥55,000-

前 金

５回

都庁ⅠＢ新方式（行政）合格コース ￥186,000-

２

③ 月謝払い

① 現金一括
② 銀行振込
10
回

人物重視傾向の都庁新方式試験
チームで繰り返し練習、個別に行う密度の濃い指導。
模擬面接、模擬プレゼン、模擬グループワーク、人物試験受講回数は充分！

月々のお支払い

￥93,750￥94,500-

学習を始めたい時から、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。

・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

または銀行振込にてお支払いください。

プレゼンテーションシート作成講座
プレゼンテーション講座
グループワーク講座
面接講座

都 庁ⅠＢ新 方 式

︵行 政 ︶

都庁Ⅰ類Ｂ 内定

￥18,750￥ 9,450-

※コースには、教養科目講座が含まれています。 ※月謝払い手数料は、5 回払いが￥1,500-、10 回払いが￥3,000- です。

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。

C S S公務員セミ ナ ー

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

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

千葉市稲毛区弥生町4-37

八王子市東中野229-1

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！

13:00-20:00

※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。

中央大学
明星大学駅

中央大学

スタートアップガイダンス 〔参加無料・要予約（HPより）〕
都庁ⅠＢ新方式合格のためにやるべきことと、これからのスケジュールが見えてくるガイダンス。

『都庁ⅠＢ新方式合格戦略』講師：川井太郎先生

明星大学

TEL.042-670-1212

地図はこちらから↑

中央大
前校

千葉大
前校
地図はこちらから↑

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/

中央大
前校

12/19（水）18：00〜19：00
12/2
12/7（金）16：00〜17：00 ，12/17（月）16：00〜17：00
（日）13：00〜14：00 ，

★Webでの受講も可能です！

Web受講受付期間：11/1（木）〜12/27（木）

今からで間に合うの？
苦手科目にどう取り組むの？
プレゼンなんてできるの？
グループワークって何？

Web視聴可能期間：11/3（土）〜12/31（月）

講義内容

筆記試験から人物試験まで、万全に対策します。内定獲得までフォローします！

個別戦略策定１回（30分）

専門科目が課せられない都庁新方式試験は、受験生にとってハードルが
少し低く感じるかもしれません。ただ、年々受験生は増え、
プレゼンテーショ
ンやグループワークなどの試験もあって、正しい準備をしないで臨む人に
とっては、良い結果が出づらい難関試験です。
そんな難関試験でも、
この講座を受講した人の内定獲得率は高く、
また、
高い成績順位で合格を決めています。
（なんとBest10にCSS受講生が数名
入ったと嬉しい報告を聞いています。）

申込後、川井先生との個別面談により、今後の戦略と
学習スケジュールを策定します。

教養科目講座（各回180分）

・数的処理 13回 ・文章理解 6回 ・自然科学 15回
・社会科学 16回 ・人文科学 13回 ・時事 4回
※直前期には、都庁新方式 過去問をデータで進呈します。

プレゼンテーションシート作成講座１回（90分）
演習（添削付き）３回

プレゼンテーション講座１回（90分）
模擬プレゼン（個別指導付き） ３回（30分/回）
グループワーク講座１回（90分）

模擬グループワーク（個別指導付き）５回（30分/回）

面接講義４回（各回90分）※但し第４回講義のみ180分
【受講スケジュール】
2019年

面接カード添削回数 無制限
模擬面接10回（30分/回）
4月

6月

7月

8月
第三次試験

プレゼンテーション
講座

グループワーク講座

第二次合格発表

第二次試験

面接講義 第４回

教養講座 （ W e b 受 講 ）

プレゼンシート

作成講座

面接講義（LIVE or Web）

5月

最終合格発表

3月

第一次合格発表

2月

面接講座（模擬面接）

※上記は昨年の試験予定を基にしたスケジュールです。試験要項公表後、講義スケジュールを変更する場合もあります。
※プレゼンシート作成講義、プレゼン講義、グループワーク講義の実施日程は、都庁ⅠB新方式の試験日程が発表になり次第決定します。

川井 太郎 先生

高合格率、高成績の秘密の１つは、少人数グループ制で、お互いを高めあう指導スタイルです。
特に、人物試験対策では、
このグループが効果を上げます。
また、私も個別指導を繰り返し、
プレゼ
ンテーションやグループワーク、個別面接で高い評価を得られるよう、
プロデュースします。

私のクラスに飛び込んできてください！徹底的に応援します！

最終合格率 80％の実績 !!
その秘策が CSS にある !!

１

担任講師による 徹底した個別指導

２

チーム制よる勉強会、練習会などにより
モチベーション up、全体的な実力向上

３

過去出題をデータ分析した担任講師による
ズバリ的確な指導

４

面接・プレゼン・グループワーク
その練習量はおそらく全国 No.1!!

大学3・4年生

第一次試験

1月

担当講師からの応援メッセージ

