お申込方法

電話もしくはご来校、いずれかでお申し込み下さい。
電話での申込

ご来校での申込
①CSS千葉大前校もしくは
中央大前校へご来校ください。
窓口受付時間

①CSS千葉大前校へお電話をください。

TEL

（受付時間

043-207-2828

10：00〜20：00、休館日にご注意ください）

千葉大前校
中央大前校

②本コースお申し込みの旨をお伝えください。
CSSスタッフが、お名前・ご住所・電話番号・メールアドレス、
そして選択される科目をお聞きし、受講料合計額をお知らせ
します。

（休館日にご注意ください）

10：00〜20：00
13：00〜20：00

②受講申込書をご記入いただきます。

③受講料を下記銀行口座へお振込み願います。
（振込手数料お申し込み者ご負担）

就職氷河期世代、公務員へのチャンス︕

就職氷河期世代

公務員 合 格 コース

30代中盤から40代中盤の就職氷河期世代に、公務員採用へのチャンスが！
あなたが志望する自治体・省庁で実施される試験対策を万全にして、
公務員へのチケットをGetしよう！
申込翌日より、Webで講義受講が.スタート！
個別相談が可能になります。

③受講料をCSS窓口でご納金いただきます。
④その場でテキストをお渡しします。Web講義の受講方法の説
明やID・パスワードの発行は、CSSよりメールにて申込翌日ま
でにお知らせします。

【名義】(株)キャリアサポートセミナー
〔ゆうちょ銀行〕10530-14431721
※ゆうちょ銀行以外の金融機関から振り込まれる場合
【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

【受講期限：2021 年 3 月 31 日まで】

④受講料振込翌日までには、CSSからメールが届き、Web講義
受講方法の説明、ID・パスワードをお知らせします。
振込3日後までには、
ご自宅にテキストが届き、Webでの受
講が開始できます。

本講座の特徴
１

あなたが受験する省庁・自治体の試験に合わせた内容を、
あなたが選んでコースを創ることができます。

２

重視される論作文、細かな添削指導で、評価の高い出来栄えに仕上げます。

３

面接対策は、プライベートレッスンから。あなたの経歴・状況をお聞きし、
アピールある面接ができるよう指導します。模擬面接では改善すべき点を
ズバリ指摘します。

科目選びにお悩みの方、お気軽にご相談ください。
公務員受験専門アドバイザーが、
あなたの状況をお聞きし、
あなたに必要な科目をご案内します。
科目選び
相談窓口

TEL043-207-2828

（受付時間10：00〜20：00）

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/

CSS公務員セミナ ー

〔営業時間〕

吉川 長利 講師
ブログ

公務員合格者
ブログ

http://ameblo.jp
/kogetsuken/

http://ameblo.jp
/css-koumuin/

千葉大
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.042-670-1212

TEL.043-207-2828

千葉市稲毛区弥生町4-37

地図はこちらから↑

10:00-20:00

八王子市東中野229-1

中央大
前校

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。

公開中！

『 就 職 氷 河 期 世 代 、 公 務 員 ガ イ ダ ン ス 』 講師：川井太郎先生
早い段階からの準備が、氷河期世代枠の公務員合格に繋がります。
効果的効率的な学習を行い、面接対策では、あなたのこれまでの苦労がアピールポイントになるよう、指導
します。あなたの人生後半を架ける大事な試験。
個別に戦略を立てて、臨みましょう。

★こちらから視聴できます★

明星大学

CSS公務員セミナー YouTubeチャンネル

中央大学
明星大学駅

中央大学

YouTube ガイダンス

地図はこちらから↑

CSS 就職氷河期世代

講義内容

受講料一覧

個別戦略策定（１回30分）

※入会後すぐに行います。

講師との個別面談もしくは電話相談により、現状やこれ
までの学習経験をお聞きし、学習スケジュールを決め、
あなたオリジナルの戦略を立てます。この個別戦略を決
めることで、あなたの学習を公務員合格へ導きます。

就職氷河期世代

公務員合格コース

お選びいただく単科

受講料

教養科目単科

\22,000

論作文添削1回追加

教養科目単科（各回90分 全44回）

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。テキストはお申
し込み後ご自宅へお届けします。講義はWebで受講いた
だけるので、あなたのご都合に合わせて、受講を進めら
れます。
数的推理12回、課題処理10回、文章理解7回、自然科学5回、社会科学4回、人文科学6回

（講義１回90分・論作文添削２回）
講義でしっかり書き方を身につけたあとは、課題の中からテー
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、約1週間後にお返しします。
論作文の提出・返却のやりとりは、FAXもしくはメール添付で行
います。
※論作文の添削指導は、3回まで受講を終えたら、追加でお申し込みを
いただくことも可能です。

（

\3,000
\36,000

模擬面接1回追加
集団討論単科
模擬集団討論受講

容

Webで受講する教養科目講義全44回
Web講義1回+論作文添削2回
論作文単科受講後の追加お申込み
Web講義1回+模擬面接5回+プライベートレッスン2回

\7,000

面接単科受講後の追加お申込み

\7,000

プライベートレッスンでの集団討論個別指導

\7,000

受講生が多い状況であれば模擬集団討論開催をお知らせします。

※入会金をお納めいただきましたら、受講期間内であれば、追加お申し込みは可能です。
※模擬面接やプライベートレッスンは、遠方の方には、Skypeをつないで実施も可能です。

コースの作り方

※ あなたのコースの作り方は、いつでもご相談に応じます。

例えば
① 試験内容が教養科目と面接試験のA省を受験する場合は．
．
．

論作文単科

面接単科

面接単科

\10,000内

\110,000

論作文単科

入会金

）

面接講義１回 90分・模擬面接５回／１回30分
プライベートレッスン２回／１回30分

履歴書・職務経歴書・面接カード 個別添削 回数無制限
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。
※模擬面接は5回まで受講を終えたら、追加でお申し込みをいただくこ
とも可能です。

集団討論単科

（プライベートレッスン１回／１回30分）

集団討論での注意点、臨み方を個別面談で指導します。
なお、受講生が多いタイミングであれば、模擬集団討論
を開催し、個別指導を行います。その時の状況によりま
すので、CSS事務局からの連絡をお待ちください。

入学金

¥10,000-

教養科目
単
科

面接単科

合計

＋¥110,000-＋ ¥36,000- ＝ ¥156,000

② 論作文と面接の試験を行うB市役所を受験する場合は．
．
．
入学金

¥10,000-

論作文単科

面接単科

合計

＋¥22,000- ＋ ¥36,000- ＝ ¥68,000

③ すでにコースを申し込み済みで、模擬面接を5回受講済み。あと2回行いたい場合は．
．
．
模擬面接
単科２回

¥14,000-

追加のお申し込みが可能です。
受講期間（2021年3月31日）まで、追加のお申し込みは可能です。

フォロー体制
①ＣＳＳの講師へ質問随時ＯＫ

② ＣＳＳの施設利用可

来校にて、もしくはメールにて質問は随時受け付けま
す。つまづいた時に、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。

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 充実した教材

④ Webでの受講で快適学習

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。

ご自宅のパソコンやスマホ、タブレットからＣＳＳの講
義が視聴いただけます。
いつでも、どこでも、何度でも受講できるので、あなたの
ご都合に合わせて、勉強を進められます。クリアな画面で
の受講で、教室で受講しているのと同じ臨場感で受講を続
けられます。

