
CSS公務員セミナー/2021-2022年受験対策 総合パンフレット 販売期間：2020年10月1日～2021年12月27日
受講期間：2020年10月1日～該当試験終了まで

秋冬スタート !!

公安職を志望する方

行政事務職を志望する方

理系技術職を志望する方

公安職を志望する方

行政事務職を志望する方

理系技術職を志望する方

大学３年生
大学院生・既卒者
社会人

大学２年生
大学院生

今年こそ第一志望合格！再受験する方

{
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スタンダードコース
国家総合職コース

都庁新方式合格コース
市役所教養コース
技 術 職 コ ー ス
警察官消防官コース

大学２年生のための1.5年スタンダードコース

大学２年生のための1.5年国家総合職コース

大学２年生のための1.5年市役所教養コース

大学２年生のための1.5年技術職コース

大学２年生のための1.5年警察官消防官コース

マスターコース

合格実績で選ぶなら CSS！
なりたい公務員への道があります

公務員合格への道
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北海道地方北海道地方

東北地方東北地方

関東地方関東地方

中部地方中部地方

近畿地方近畿地方中国地方中国地方

四国地方四国地方

九州・沖縄地方九州・沖縄地方

CSS の卒業生は、全国で活躍しています。そして、あとに続く皆さんを応援してくれます。
試験前（特に面接試験の前）に、受験する自治体・省庁のOB・OG訪問をしましょう。
CSS 事務局で日程調整など承ります。
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CSSコース生のみなさん、
私たちも皆さんを応援します。
面接試験の前などに会いましょう！
知り得る限りのことをお話しし、アドバイスします。

CSS 卒業生一同



l

１ ２

３ ４

ライブ講義 3日後から受講可能ライブ講義 3日後から受講可能

模擬面接も skype で安心模擬面接も skype で安心 質問・相談も随時受付質問・相談も随時受付

通学科への乗入れも可！通学科への乗入れも可！

ライブ講義実施 3日後から
Web School にて受講可能です。
講義の視聴回数は無制限。
大学の授業や部活・サークル、アルバイト等、
あなたのスケジュールに合わせて、
何回でも、計画的に受講できます。

普段はWeb Schoolを受講し、都合の合う日は

CSS 各校舎で行われる講義にも出席できます。

また、自習室も利用でき、各種直前対策

イベントも参加可能です。

遠方からでも、CSS が誇る模擬面接を受講
していただけます。
（PCやスマホで skype をご準備ください。）
マナーや所作もリアルタイムで指導します。
もちろん、校舎での模擬面接も可能です。
お電話または来校にてご予約いただきます。

Ｒ

Ｒ

CSS のホームページCSS のホームページ

http://cs-seminar.com/
CSS 公務員セミナー

新規講座のご案内、カリキュラム
各種スケジュール、教材販売ページ
最新時事問題など随時公開中。

〔 Web School ご受講のみなさまへ 〕
・Web School 利用料は、受講料に含まれます。
   （通信費は受講者各自でご負担いただきます。）
・初回ご利用お申し込みの際には、ご利用方法をご説明し、
   『ご利用に際してのルール』をお渡しします。ルールを守ってご利用ください。
・お申込方法は本パンフレット巻末にございます。
   当社ＨＰからもお申込みいただけます。

Web School 事務局（千葉大前校） TEL：043-207-2828

CSS では がすべてのコース
で受講できます !!

質問や相談はお電話またはskype  にて。
学習内容や、学校・アルバイトとの両立、
ご不明な点、不安や悩みをお話ください。
受験アドバイザー、ベテラン講師がお応え
します。事前予約制1回30分。回数無制限。

Ｒ

で受講できます !!で受講できます !!Web School



　間舎校長・川井先生・吉川先生には、授
業だけでなく相談にも乗っていただきま
した。先生やチューターの先輩に不安点や
悩みを話すことができることが、CSS の魅
力だと思います。
　勉強する期間が長いので、つらくなる時
期もありますが、CSS に来ると自習室で頑
張っている友だちがいるので、自分も頑張
ろうという前向きな気持ちになりました。
これから勉強を始める人は安心してくだ
さい！ CSS には環境が整っています。努力
すれば合格を目指せます！

川道 美悠さん

農林水産省 内定（　　  ）技術系
総合職

総務省（一般職）内定

　僕がＣＳＳで良かったと思う点は、自習室です。
自習室には毎日通っていました。本気で取り組んで
いる仲間の姿を見るとモチベーションが上がりま
す。定位置を決めて、自分に喝を入れて頑張ってい
ました。それが出来たのも校長やスタッフの方々が
アットホームな雰囲気を作ってくれたからだと思い
ます。試験勉強には、環境づくりが大切だと思いま
すが、僕にとってCSSは、最高の環境でした。CSS
で出会えた仲間とも最後の時まで励まし合い、乗り
切ることができました。また、直前の対策講座や
日々の授業でも、講師の方々との距離が近く、質問
がしやすかったのも非常に助かりました。ありがと
うございます。（これから勉強を始める方も、CSS
で合格をつかみ取ることができると思います。）

吉川 雄樹さん

裁判所事務官（一般職）内定

　CSSの一番良いところは、校長先生や講師の先生
方をはじめとするスタッフの皆さんが受講生一人一
人に対してとても親身に接してくださる点だと思い
ます。私はなかなか思い通りに勉強を進めることが
出来ず、焦ったり悩んだり落ち込んだりばかりして
いたので、正直、約一年間の受験勉強の日々はとて
も苦しいものでした。それでも私が最後まで頑張る
ことが出来たのは、辛いときに相談に乗って下さ
り、励まして下さった先生方のおかげです。どんな
に感謝してもしきれません。他にも、授業や教材の
分かりやすさや公務員試験に関する情報量の多さ、
面接・論文対策の手厚さ等、CSSにはたくさんの魅
力があり、「CSSを選んで良かった」と心から思え
ます。憧れの職業に就くことが出来て、その事をさ
らに強く実感しています。

池田 優子さん

東京都庁Ⅰ類Ｂ（事務）内定

　春休みなどの長期休業期間でも朝から夜まで
自習室を使うことができ、大手の予備校よりも面
倒を見てもらえると思ったので CSS を選びまし
た。仲間と一緒に自習室で勉強し、悩みや心配な
ことがあっても、間舎校長や講師の先生方、内定
者の先輩方に何でも相談でき、CSS を選んで本当
によかったと思います。また、面接対策では、多く
の講師の方と何回も面接の練習をすることに
よって、力をつけることができました。アット
ホームな雰囲気の中で皆と一緒に頑張ることが
できる CSS だからこそ、諦めずに最後まで頑張
ることができたと思います。公務員試験を乗り越
えるために、CSS に入ることをおススメします。

鈴木　碧 さん

◎CSS を選んだ理由：私が CSS を選んだ
理由は、CSS は面接対策が充実しているか
らです。恐らくですが、多くの人は面接に
苦手意識があり、どのように対策すればよ
いかわからないと思います。CSS は、その
ような人のために面接について講義で詳
しく解説し、面接練習の機会をとても多く
設けてくれます。また、意外に思われる方
もいらっしゃるかも知れませんが、公務員
試験では、面接で勝負が分かれる場合もあ
り、面接を不安に思う人も多いです。です
ので、面接対策をしっかりしたいという方
には、CSS をオススメします。

小菅 凌輔さん

財務専門官 内定（　　  ）関東
財務局

東京都庁Ⅰ類Ｂ（事務）内定

　私はCSSで学んだおかげで、第一志望に合格す
ることができました。CSSには、これまでの卒業
生が残してくれた記録や教材がたくさんあり、効
率よく勉強できます。自分のロッカーを1年間無
料でレンタルできるので、重い勉強道具の持ち運
びも不要です。更に、合格した先輩がチューター
として相談にのってくれるので、勉強方法や志望
先で悩んだ場合にはとても参考になります。勉強
に疲れた時には、かわいい先輩やかっこいい先輩
と話をして息抜きをするのも良いでしょう。ま
た、CSSには自習室があるので勉強場所にも困ら
ず、そこでは新たな友情もできます。一人で勉強
し続けるのはとても辛くなるので、同じ目標を持
つ仲間と共に受験勉強に取り組むことのできる
CSSを、私は薦めたいと思います。

村上　翔 さん

東京都庁Ⅰ類Ｂ（事務）内定

　CSS は間舎校長をはじめ、講師の方々や事務の方々との距離が近く、試験対策はもちろんのこ
と、日頃からコミュニケーションをとりやすい環境にあるという点に魅力があると感じていま
す。また、ほかの受講生との親交を深める機会もあり、互いに協力・相談しながら良き仲間とし
て辛い筆記試験を乗り越えることができます。更に、チューター制度が充実しており、先輩方か
ら実際の勉強法や面接の様子等も気軽に聞くことができます。最後に、CSS の面接対策はほかの
どこの予備校にも負けない充実度であると自信を持って推薦できます。皆さんも CSS で第一志
望合格を掴み取ってください。応援しています。

小笠原　渉 さん

古賀 美里 さん

衆議院事務局（一般職）内定

　大学の図書館以外にも勉強できる場所が欲し
いと思って、CSSを選びました。実際、大学の
図書館は開館時間が短かったり、混雑していて
席の確保が難しかったりするので、CSSの自習
室を利用することで効率的な勉強ができまし
た。CSSで学んで良かった点は、授業がとても
分かりやすいところです。私は法律や経済を全
く勉強したことがなかったのですが、そんな私
でも理解できるよう、先生方は丁寧に教えてく
ださいました。「大学で法律や経済を勉強した
ことがないから、公務員試験に合格できるか不
安…」という人にも、授業が分かりやすく面倒
見の良いCSSはおすすめです。

　私は最初、大学の学内講座と CSS で迷って
いましたが、先生方をはじめチューターや周
りの人との関わりの深さ、丁寧な面接対策、先
輩方からの多くの参考書の寄付など様々な面
で CSS を選んで良かったと思っています。勉
強で嫌な気持ちになったり、面接対策で辛い
時期に仲間と話して助け合った時間は、私に
とってとても大切な時間でした。CSS の開館・
閉館時間に合わせて生活リズムが整ったこと
もありがたく思っています。直近で公務員試
験を受けたチューターや、現在働いている職
員の方と身近に話す機会があるところも CSS
の大きな魅力だと感じました。

清水 愛美さん

国土交通省内定

　CSSは公務員試験の勉強をするのにぴったりの環
境です。CSSでは、自分のペースで勉強ができるよ
うに、間舎校長や講師の方々が勉強の仕方を考えて
くれます。私は、大学で週4回部活に参加したり、
教育実習でなかなか時間が取れなかったのですが、
講義のDVDやWeb講義等のCSSのシステムを活用し
て、焦らず勉強をすることができました。第一志望
である都庁への対策は、都庁ゼミという直前講座に
参加し、出題傾向の分析やゼミ生と協力して試験勉
強を進めました。公務員にはなりたいけど勉強以外
にもやらなきゃいけないことがたくさんある・・何
をしたら良いのか分からないという方、CSSの優し
い先生が相談にのってくれます。ぜひCSSへ！

芝原 健悟 さん

東京都庁Ⅰ類Ｂ（事務）内定



　私がCSSに入校した理由は、都庁の新方式対
策が大変手厚いと知ったからです。ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮ
ﾝ、グループワークともに基礎から指導が受けら
れることで、本番は多少のアクシデントにも動
じず、やりぬくことが出来ました。本質的とこ
ろを教えて貰える分、応用がきくため、公務員
試験の先にある社会人としての素養が自然と身
につき、特に人物試験重視の新方式試験では強
みになったと思います。仲間と共に進路に向き
合える環境があることや、いつも見守ってくだ
さるスタッフの皆さんの存在もCSSの良さで
す。”受験は団体戦”だったなと、今改めて強く
思います。

石井 花歩さん

　私は、同じく公務員試験を目指す友人に誘わ
れてＣＳＳに入りました。ＣＳＳに入って良
かった点は、勉強できる環境が充実しているこ
とです。自習室には同じ公務員を目指している
仲間がたくさんおり、集中できる環境が作られ
ているので、勉強は必ず自習室で行っていまし
た。同じ目標を持った仲間と共に勉強が出来る
ので、辛い時でも頑張ることが出来ます。ま
た、模擬面接では様々なタイプの講師の方に指
導をいただくことができ、面接本番では自信を
もって臨むことができました。公務員試験を受
験しようと考えている人は、ぜひ、ＣＳＳへ足
を運んでみてください。

冨田 絋平さん

　私は、CSSに入ったのが大学3年の12月で、そこ
から勉強をはじめたので、みんなと比べたらかなり
の短期決戦でした。周りの友だちは既に何科目も勉
強を進めていて、常に焦りとの戦い、といった緊張
感のなかでやっていました。そんな私が最後まで頑
張れたのは、ＣＳＳの自習室と面接対策のお陰で
す。大学から一歩そとに出て自習室に入れば勉強だ
けに集中できる！と思えるような、良い意味で空気
の張り詰めた空間が、とても刺激になりました。そ
して、ＣＳＳの面接対策は、本当にどこにも負けて
いないと思います。間舎校長をはじめ、たくさんの
先生方に手厚くサポートしていただいて、落ち着い
て本番を迎えられました。皆さんにも是非、ＣＳＳ
の本気を感じていただきたいです。

永谷 綾菜さん

特別区 類 内定
（江戸川区役所・事務） 特別区 類 内定

（江戸川区役所・事務）

　CSSを選んだ理由は、部活の先輩が通ってお
り、勧められたからです。CSSは先生方や事務
の方と距離が近く、勉強や試験について気軽に
質問・相談することができる環境が整っていま
す。面接対策も充実しており、何度も模擬面接
を重ねることで、本番では自信を持って臨むこ
とが出来ました。また、自習室に通ううちに友
人もでき、試験について相談や情報交換をする
とともに面接練習も一緒に行いました。CSSに
入って一緒に頑張れる友人、サポートをしてく
ださる先生方と出会って、合格することがで
き、本当に良かったです。ありがとうございま
した。

加藤 穂菜美さん

　CSSの最大の魅力は「人物試験」の対策に力を入れ
ていることだと思います。面接カードを書く段階で
は、先生方が生徒の魅力を最大限に伝えられるような
内容を一緒に考えてくれ、同時に添削も行ってくれる
ことで面接官の心に響く面接カードが完成します。実
際の面接への対策としては、面接官を固定せずさまざ
まな方を面接官として模擬面接を何度も行うことで、
本番では落ち着いて面接をすることができました。ま
た集団討論の対策も充実しており、同じ課題が出てい
る人同士で事前に模擬討論を行うことで本番ではまわ
りよりも一段階上の視点から意見をいうことができま
した。「人物試験」を心配している人も多いと思いま
すが、CSSで経験を積んでいくことが成功の第一歩だ
と思います。皆さんのご健闘をお祈りしております！

樋口　俊 さん

　面接練習が豊富な点と、ＣＳＳに入る前から間舎
校長に色々相談にのってもらっていたので、ＣＳＳ
千葉大前校に入りました。大学の公務員講座とは違
い、職種別のゼミや実戦演習などがあり、手厚いサ
ポートが受けられます。江戸川区で実際に働いてい
る先輩を呼んでもらい、面接前に話を伺うことが出
来たので、そこで得た情報を基にして、フィールド
ワークや行政研究を行うようにしました。サボリが
ちな性格だったので面接練習は他の人に比べて少な
かったと思いますが、一回一回細かな指導をしても
らったので、本番の面接では面接官の方と楽しくお
話をするといった雰囲気で挑むことが出来ました。
公務員試験は最低限のことをやれば落ちることはな
いと思います。その最低限をCSSが教えてくれまし
た。みなさんもCSSで頑張ってください！

長嶋 紅子さん

千葉県庁 内定 千葉市役所（事務）内定

　私は友人のススメでCSSに入りました。校長、
講師の先生方や受付のマダムなど、気軽に相談で
き、サポートしてくれる人が多く、とても居心地
のよい予備校です。公務員試験というと筆記試験
がメインと思っている人も多いと思います。しか
し、筆記と同じくらい面接も大事です！CSSには
筆記はもちろん、面接の対策が非常に充実してい
ます。面接対策ではさまざまな講師と練習するこ
とが出来るので、本番のような緊張感を体験でき
ます。面接が苦手だと思っている人や不安な人
は、CSSで練習することで必ず上達できます！

桐谷 拓巳さん

東京消防庁内定 　私が CSS を選んだ理由は勉強をする環境を作りたかったことと、大学から近い所に
あるといったことです。その結果、自習室では友達と共に良い緊張感のある中で集中し
て勉強することができました。受験は団体戦です。辛いときに一緒に悩みを分かち合っ
てくれる人、嬉しい時に一緒に喜んでくれる人が CSS にはたくさんいます。　夢を実現
できるように頑張って下さい。

八幡　涼 さん

Ｙ・Ｋさん

　①ＣＳＳを選んだ理由：サークルの先輩がＣＳＳに
入っていて薦められたので入りました。3年生の春に申
し込んだので、携帯電話番号による割引で金銭面でも負
担は少なくて、よかったです（笑）
②ＣＳＳで学んでよかった点：自分は土木職でしたので
ＣＳＳでの筆記対策は主に教養試験でした。授業もわか
りやすく良かったです。特に定期的に行われる数的チャ
ンピオンシップなどは皆と競えたのでやる気が出まし
た。面接対策は特に希望すれば、ほぼ、毎日のように出
来たので良かったです。面接の指導も的確で自信になり
ました。
③内定先への対策：自分の携わりたい事業や取組みを探
し、実際に行われている場所にフィールドワークに行き
ました。
④ＣＳＳでの思い出：間舎校長やスタッフとの距離感が
近いので、相談や雑談しやすく良い雰囲気でした。

　生徒と講師の距離が近く、気軽に質問や相談がで
きるところに魅力を感じCSを選びました。自習室は
ほぼ毎日開いているので、大学の図書館がやってい
ない時期でもペースを崩さずに勉強できます。受講
生同士のチームワークが良く、アットホームな雰囲
気で問題を出し合ったり、、面接対策ができるとこ
ろが強みです。実際に内定をいただいている先輩方
がチューターとして来て下さるので、どの時点で何
をすればいいのか具体的なビジョンが見えやすいの
で大きな励みになりました。面接対策は自分が納得
するまで何回でもできるので、本番でそわそわして
いる他の受験生に比べ、自信を持って臨めたことが
内定につながったと思います。予備校で悩んでいる
なら、筆記から面接まで手厚く対応してくれるCSS
をおススメします！

松本 和樹さん

東京都庁 類Ｂ
内定

（事務・新方式）

東京都庁Ⅰ類Ｂ（土木）内定

東京都庁Ⅰ類Ｂ（事務）内定 東京都庁Ⅰ類Ｂ（土木）内定

特別区 類 内定
（杉並区役所・事務）
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スタンダードコース
全366回

※オプション講義除く

地方上級・国家一般職レベル完全対応

コースの特徴

講 義 内 容

受　講　料

　志望先を途中で変更したり併願を考えた場合、
志望先を限定したコースでは対応できません。
　本コースは、択一試験対策・論文試験対策・
面接試験対策など、公務員試験合格に必要なも
のが全て入っており、どの職種も受けられる
オールインワンのコースです。
　模擬面接が回数無制限で受講できます。
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※上記は2019年試験の実施日程をもとにした併願パターンです。
　実施日程・内容などが変更されることもあります。今後の試験情報はCSSにて順次ご呈示します。

通学科
Web科

一括払い総額 月謝払い総額 前　金 各回支払額 月謝払い総額 前　金 各回支払額

５回払い 10回払い￥240,000 ￥241,500 ￥243,000￥120,750 ￥121,500￥24,150 ￥12,150

（税込・テキスト代含む）

・戦略講義 4 回

主要５科目 ・数的処理26回　・経済原論38回　・憲法18回　・民法30回　・行政法20回
・数的チャンピオンシップ3回

・時事 8 回

・模擬面接回数無制限（※集団面接・集団討論にも対応）　・面接カード添削回数無制限
・面接講義6回　・面接特講（都庁/特別区/県庁 /市役所）各1回　・官庁訪問対策講座 1回

・教養論文対策講義 10 回＆演習 10 回　・専門記述対策講義 3 回＆演習 10 回

・自然科学 30 回　・社会科学 32 回　・人文科学 24 回　・文章理解 8 回
・財政学 14 回　・刑法 4 回　・行政学 14 回　・政治学 18 回　・経営学 10 回
・社会学 12 回　・労働法 2 回　・国際関係 8 回　・商法 2回　・会計学 18 回

マイナー科目

戦略講義

論文対策

時事対策

人物試験対策

相談受付
メンタルケア

・都庁合格戦略 1 回　・特別区合格戦略 1 回　他

・資料解釈特講 1 回　・図形攻略特講 1 回　・国税会計学 5点 UP講座 4 回
・裁事憲法論文特講 1 回　・各種実戦トレーニング（数的・自然・人文・社会・文章） 他

特別講義
※直前オプション

・講師への相談/質問※講師在校時随時 (ほぼ毎日）メール/電話でも可能
・チューター（合格者）との個別相談9月～翌年3月　・親睦会1回（10月）

その他

・志望職種別ゼミ（国家総合職 /都庁 / 特別区 /国家一般職 /国税 / 裁事）各 6～ 10 回ゼミ ※直前オプション

策
対
験
試
記
筆

策
対
合
総

※講義日程、回数は変更となる場合がございます。講義日程表は別紙をご参照ください。

模擬面接はインターネットを通じて自宅でも受講可能 [skype を利用 ]

・数的処理
・経済原論

・社会科学
・法律科目

かわい　たろう
川井 太郎講師

よしかわ ながとし
吉川 長利講師

〔 講  師 〕

・面接 
ほか

つぼた  まりこふじもり じゅんいち
坪田 まり子講師藤森 純一講師

法民・法憲・
・行政法

無料公開講義

数的処理
LIVE

12/12（土）14：00～15：30
CSS千葉大前校にて

オンライン
ガイダンス

Web講義無料体験（5回分）

12/9（水）15：00～16：00
12/20（日）15：00～16：00
Zoomにてオンライン

お申込はこちらから↑↑
http://cs-seminar.com

/apoinnto_8.php
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コースの特徴

講 義 内 容

受　講　料

　近年の国家総合職試験は、「総合職」の名前に気後れせずにするべき対策をすれば、大学や学部での専攻に関わりなく最
終合格できます。本コースは、スタンダードコースに加え、少人数・個人指導・徹底フォローが特徴の『国家総合職ゼミ』
を受講できるコースです。模擬面接も回数無制限で受講できます。

上位合格・内定を目指そう！１次・２次・官庁訪問対策を万全に！

※講義日程、回数は変更となる場合がございます。講義日程表は別紙をご参照ください。

国家総合職 コース
全403回

※オプション講義除く

〔法律区分〕〔経済区分〕

・数的処理
・経済原論

・社会科学
・法律科目

かわい　たろう
川井 太郎講師

よしかわ ながとし
吉川 長利講師

〔 講  師 〕

・面接 
ほか

つぼた  まりこふじもり じゅんいち
坪田 まり子講師藤森 純一講師

法民・法憲・
・行政法

初回無料公開講義

・戦略講義 4 回

主要５科目 ・数的処理26回　・経済原論38回　・憲法 18回　・民法 30回　・行政法20回
・数的チャンピオンシップ3回

・時事 8 回

・模擬面接回数無制限（※集団面接・集団討論にも対応）　・面接カード添削回数無制限
・面接講義6回　・面接特講（都庁/特別区/県庁 /市役所）各1回 ・官庁訪問対策講座 1回

・教養論文対策講義 10 回＆演習 10 回　・専門記述対策講義 3 回＆演習 10 回

・自然科学 30 回　・社会科学 32 回　・人文科学 24 回　・文章理解 8 回
・財政学 14 回　・刑法 4 回　・行政学 14 回　・政治学 18 回　・経営学 10 回
・社会学 12 回　・労働法 2 回　・国際関係 8 回　・商法 2回　・会計学 18 回

マイナー科目

戦略講義

論文対策

時事対策

人物試験対策

相談受付
メンタルケア

・都庁合格戦略 1 回　・特別区合格戦略 1 回　　他

・資料解釈特講 1 回　・図形攻略特講 1 回　・国税会計学 5点 UP講座 4 回
・裁事憲法論文特講 1 回　・各種実戦トレーニング（数的・自然・人文・社会・文章） 他

特別講義
※直前オプション

・講師への相談/質問※講師在校時随時 (ほぼ毎日）メール/電話でも可能
・チューター（合格者）との個別相談9月～翌年3月　・親睦会1回（10月）

その他

ゼミ

策
対
験
試
記
筆

総
合
対
策

・国家総合職ゼミ〔法律区分〕
（学習戦略 1回、法律科目演習：憲法 3回 / 民法 4回 / 行政法 4回、論文対策：憲法 1回 / 民法 1回 /
  行政法 1回 / 公共政策 1回 / 商法 7回 / 刑法 9回 / 労働法 5回、官庁訪問対策 1回）

・国家総合職ゼミ〔法律区分〕新企画につき講義内容検討中。

模擬面接はインターネットを通じて自宅でも受講可能 [skype を利用 ]

通学科
Web科

一括払い総額 月謝払い総額 前　金 各回支払額 月謝払い総額 前　金 各回支払額

５回払い 10回払い￥260,000 ￥261,500 ￥263,000￥130,750 ￥131,500￥26,150 ￥13,150

（税込・テキスト代含む）

数的処理
LIVE

Web 講義無料体験（5回分）
お申込はこちらから↑↑
http://cs-seminar.com

/apoinnto_8.php

12/12（土）14：00～15：30
CSS千葉大前校にて

オンライン
ガイダンス

12/9（水）15：00～16：00
12/20（日）15：00～16：00
Zoomにてオンライン
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教養科目に絞って都庁合格！企業就活との併願もラクラク!!

都庁新方式  合格
（
行
政
） 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。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。

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。

１

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！

２

YouTubeガイダンス 都庁ⅠＢ新方式内定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。

講師：川井太郎先生
『都庁ⅠＢ新方式内定法』『都庁ⅠＢ新方式内定法』視聴無料

① 現金一括
② 銀行振込

③ 月謝払い

前　金 月々のお支払い

都庁ⅠＢ新方式（行政）合格コース ￥186,000-
￥28,000-

￥93,750-
￥94,500-

￥18,750-
￥  9,450-

￥28,000-
￥32,000-
￥55,000-

単

科

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

５
回

10
回

※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。

講 義 内 容

・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）

・個別戦略策定１回（30分）
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。

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！

・教養科目講座（各回180分）
・数的処理 26回  ・文章理解   8回　・自然科学 30回  ・社会科学 32回　・人文科学 24回  ・時事 8回

・面接講義４回（各回90分）

・模擬面接10回（30分/回）
・面接カード添削回数  無制限

Skypeまたは電話での
実施も可能です。

※直前期には、都庁新方式 過去問を
　データで進呈します。

過去問データ進呈

受　講 料 Web科
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教養試験に完全対応しております。数的処理・自然科学・社会科学・人文科学などの科目の択一試験
対策の他、論文試験対策も行います。

市役所試験では近年、人物試験を個別面接以外に、集団面接
・集団討論・グループワークなど様々な形式で行います。
本コースでは、前述の様々な形式を模擬で、回数無制限で行
います。模擬面接は来校での受講に加えて、インターネット
を通じて受講することが可能です。〔skype を利用〕

充実したインプット講義1

多様な人物試験対策2

回数無制限で
　 模擬面接を受けられます！

校舎でも 自宅でも

教養科目のみで受験する公務員試験全般対応

本コースは、専門科目試験を実施しない市役所や国立大学法人を目指す方のためのコースです。コースの特徴

受　講　料

講 義 内 容

※講義日程、回数は変更となる場合がございます。講義日程表は別紙をご参照ください。

通信生も安心！模擬面接は
インターネットを通じて自宅
でも受講可能 [skype を利用 ]

・講師への相談/質問※講師在校時随時 (ほぼ毎日）メール/電話でも可能
・チューター（合格者）との個別相談9月～翌年3月　・親睦会1回（10月）

・数的処理26回　・自然科学30回　・社会科学32回　・人文科学24回
・文章理解8回　・数的チャンピオンシップ3回択一対策

論文対策

時事対策

特別講義
※直前オプション

・教養論文対策講義10回＆演習10回

・時事8回

・各種実戦トレーニング　・資料解釈特講1回　・図形攻略特講1回　　他

・模擬面接回数無制限（※集団面接・集団討論にも対応）
・面接カード添削回数無制限　・面接講義6回
・市役所面接特講1回

・戦略講義4回

市役所教養 コース
全152回

※オプション講義除く

初回無料公開講義

・数的処理 ・社会科学

かわい　たろう
川井 太郎講師

よしかわ ながとし
吉川 長利講師

〔 講  師 〕

通学科
Web科

一括払い総額 月謝払い総額 前　金 各回支払額 月謝払い総額 前　金 各回支払額

５回払い 10回払い￥180,000 ￥181,500 ￥183,000￥90,750 ￥91,500￥18,150 ￥9,150

（税込・テキスト代含む）

数的処理
LIVE

お申込はこちらから↑↑
http://cs-seminar.com

/apoinnto_8.php

12/12（土）14：00～15：30
CSS千葉大前校にて

オンライン
ガイダンス

12/9（水）15：00～16：00
12/20（日）15：00～16：00
Zoomにてオンライン
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コースの特徴 本コースは、大学・大学院での研究経験を活かした技術職公務員になるためのコースです。
【区分】土木・建築・機械・電気・農業・林業・水産・化学など

手厚い面接対策

教養科目を徹底強化1

2

本コースでは、受験生間で差がつく教養科目を徹底的に学習します。
※専門科目は過去問をまず確認してみてください。各自の専門分野なので、受験勉強として多くの
　時間をかける必要がない方が大半といわれております。

苦手な方が多い面接。トレーニングを繰り返して、万全の
状態にします。模擬面接は来校での面接に加えて、インター
ネットを通じて受講することができます。〔skype を利用〕

模擬面接 回数無制限 エントリーシート添削回数無制限

教養科目
＆

工学の基礎

受　講　料

理系専門知識を活かして公務員に！

講 義 内 容

総合対策

人物試験対策

相談受付
メンタルケア

策
対
験
試
記
筆

※講義日程、回数は変更となる場合がございます。講義日程表は別紙をご参照ください。

・講師への相談 / 質問※講師在校時随時 ( ほぼ毎日）メール / 電話でも可能
・チューター（合格者）との個別相談 9月～翌年 3月 ・親睦会 1回（10 月）

・数的処理26回　・自然科学30回　・社会科学32回　・人文科学24回
・文章理解8回　・工学の基礎16回　・数的チャンピオンシップ3回

・教養論文対策講義10回＆演習10回
・時事8回

・各種実戦トレーニング　・資料解釈特講1回　・図形攻略特講1回　　他

択一対策

論文対策

時事対策

特別講義
※直前オプション

・模擬面接回数無制限（※集団面接・集団討論にも対応）
・面接カード添削回数無制限　・面接講義6回 通信生も安心！模擬面接は

インターネットを通じて自宅
でも受講可能 [skype を利用 ]・戦略講義4回

技術職 コース
全167回

※オプション講義除く

回数無制限で
　 模擬面接を受けられます！

校舎でも 自宅でも

・数的処理 ・社会科学

かわい　たろう
川井 太郎講師

よしかわ ながとし
吉川 長利講師

〔 講  師 〕初回無料公開講義

通学科
Web科

一括払い総額 月謝払い総額 前　金 各回支払額 月謝払い総額 前　金 各回支払額

５回払い 10回払い￥130,000 ￥131,500 ￥133,000￥65,750 ￥66,500￥13,150 ￥6,650

（税込・テキスト代含む）

数的処理
LIVE

お申込はこちらから↑↑
http://cs-seminar.com

/apoinnto_8.php

12/12（土）14：00～15：30
CSS千葉大前校にて

オンライン
ガイダンス

12/9（水）15：00～16：00
12/20（日）15：00～16：00
Zoomにてオンライン



CSS 公務員セミナー /2021 年受験対策 コース案内

安全を守る！災害を防ぐ！警察官・消防官試験に対応したカリキュラム

ライブ講義スタート前から、Web 講義での学習ができます。勉強時間が確保できる方は、
開講を待たずに学習を始めてライバルに差をつけましょう。Web 講義であっても、疑問点は
講師に質問できるので安心です。

警察官・消防官試験では人物試験（面接）が重視されています。
本コースでは面接対策を、早期から時間をかけて行います。
模擬面接は来校での受講に加えて、インターネットを通じて受講することが可能です。〔skype を使用〕

学習を始めたい時から、すぐ始められます。

人物重視傾向の警察官・消防官試験
面接対策をいち早く万全に！
模擬面接 回数無制限 面接カード添削 回数無制限

1

2

本コースは、短期間で警察官・消防官試験合格を目指すコースです。コースの特徴

受　講　料

講 義 内 容

総合対策

人物試験対策

相談受付
メンタルケア

策
対
験
試
記
筆

※講義日程、回数は変更となる場合がございます。講義日程表は別紙をご参照ください。

・講師への相談 / 質問※講師在校時随時 ( ほぼ毎日）メール / 電話でも可能
・チューター（合格者）との個別相談 9月～翌年 3月　・親睦会 1回（10 月）

・数的処理 26回　・自然科学 30回　・社会科学 32回　・人文科学 24回
・文章理解 8回　・数的チャンピオンシップ 3回

・教養論文対策講義 10回＆演習 5回
・時事 8回

・各種実戦トレーニング　・資料解釈特講 1回　・図形攻略特講1回　　他

択一対策

論文対策

時事対策

特別講義
※直前オプション

・模擬面接 5回
・面接カード添削 回数無制限　・面接講義 6回

通信生も安心！模擬面接は
インターネットを通じて自宅
でも受講可能 [skype を利用 ]

・戦略講義 4回

警察官消防官コース
全151回

※オプション講義除く

回数無制限で
　 模擬面接を受けられます！

校舎でも 自宅でも

通学科
Web科

一括払い総額 月謝払い総額 前　金 各回支払額 月謝払い総額 前　金 各回支払額

５回払い 10回払い￥95,000 ￥96,500 ￥98,000￥48,250 ￥49,000￥9,650 ￥4,900

（税込・テキスト代含む）

初回無料公開講義

・数的処理 ・社会科学

かわい　たろう
川井 太郎講師

よしかわ ながとし
吉川 長利講師

〔 講  師 〕

YouTube数的処理入門講義
視聴をご希望の方は

こちらへ→→→



じっくり時間をかけて確実に公務員になる！大学 2年生対象コース

本コースは、じっくり時間をかけて公務員の勉強をしたい大学 2年生のためのコースです。
公務員試験は多くの科目を学習します。早期に学習をスタートすれば、合格の可能性は
高まります。

本コースのカリキュラムには多くの科目が含まれており、他職種の試験に対応しております。
併願をお考えの方にはピッタリのコースです。

じっくり時間をかける、大学 2年生向けのコース

併願もバッチリ！多くの職種にチャレンジできます

2 年目（大学 3年生～ 4年生秋）
実戦力養成　⇒　受験

１

２

※講義 1 回は約 3 時間

1 年目（大学 2年生）
基礎力養成

コースの特徴

受　講 料
（税込・テキスト代含む）

※数的処理基礎講座 7 回・経済基礎講座 9 回

大学２年生のための

1.5年スタンダードコース

講 義 内 容

※講義日程、回数は変更となる場合がございます。講義日程表は別紙をご参照ください。

主要５科目

人物試験対策

相談受付
メンタルケア

策
対
験
試
記
筆

策
対
合
総

※インプット講義は、
2019年度と2020年度
の2回受講できます。

[インプット] ・数的処理26回　・経済原論38回 ・憲法18回　・民法30回　・行政法20回
[ 基 礎 講 座 ] ・数的処理基礎講座 7回　・経済基礎講座 9回

[アウトプット] ・数的処理10回　・経済原論15回 ・憲法7回　・民法13回　・行政法10回
・数的チャンピオンシップ3回

・戦略講義 4 回

・時事 8 回

・模擬面接回数無制限（※集団面接・集団討論にも対応） ・面接カード添削回数無制限
・面接講義6回　・面接特講（都庁/特別区/県庁 /市役所）各1回　・官庁訪問対策講座1回

・教養論文対策講義 10 回＆演習 10 回　・専門記述対策講義 3 回＆演習 10 回

・自然科学 30 回　・社会科学 32 回　・人文科学 24 回　・文章理解 8 回
・財政学14 回　・刑法 4 回　・行政学 14 回　・政治学 18 回　・経営学 10 回
・社会学 12 回　・労働法 2 回　・国際関係 8 回　・商法 2 回　・会計学 18 回

・都庁合格戦略 1 回　・特別区合格戦略 1 回

・数的実戦トレーニング 9 回　・資料解釈特講 1 回　・国税会計学 5点 UP講座 4 回
・裁事憲法論文特講 1 回　　　他

マイナー科目

論文対策
時事対策

特別講義
※直前オプション

戦略講義
その他

ゼミ ※直前オプション

自宅でも受講可能 [skype を利用 ]

・講師への相談/質問※講師在校時随時(ほぼ毎日）メール/電話でも可能
・チューター（合格者）との個別相談9月～翌年3月　・親睦会2回

・志望職種別ゼミ（国家総合職 /都庁 / 特別区 /国家一般職 /国税 / 裁事）各 6～ 10 回

※講義日程は別紙をご参照願います。

早期割引特典あり
※詳細は最終ページをご覧ください。

（2021/1/31まで）

模擬面接はインターネットを通じて

通学科
Web科

一括払い総額 ５回払い

総額 前 金 各回支払額￥350,000
￥351,500 ￥175,750 ￥35,150

10回払い

総額 前 金 各回支払額

￥353,000 ￥176,500 ￥19,680



じっくり時間をかけて確実に公務員になる！大学 2年生対象コース

コースの特徴
　近年の国家総合職試験は、「総合職」の名前に気
圧されずにするべき対策をすれば、大学や学部での
専攻に関わりなく最終合格できます。
　本コースは、大学２年生のための1.5年スタン
ダードコースに加え、少人数・個人指導・徹底フォ
ローが特徴の『国家総合職ゼミ』を受講２年目の
10月から受講できるコースです。模擬面接も回数
無制限で受講できます。

受　講 料

大学２年生のための

1.5 年国家総合職 コース

講 義 内 容

※講義日程、回数は変更となる場合がございます。講義日程表は別紙をご参照ください。

主要５科目

人物試験対策

策
対
験
試
記
筆

策
対
合
総

※インプット講義は、
2019年度と2020年度

　の2回受講できます。

[インプット] ・数的処理26回　・経済原論38回　・憲法18回　・民法30回　・行政法20回
[ 基 礎 講 座 ] ・数的処理基礎講座 7回　・経済基礎講座 9回

[アウトプット] ・数的処理10回　・経済原論15回　・憲法7回　・民法13回　・行政法10回
・数的チャンピオンシップ3回

・戦略講義 4 回

・時事 8 回

・模擬面接回数無制限（※集団面接・集団討論にも対応）　・面接カード添削回数無制限
・面接講義6回　・面接特講（都庁/特別区/県庁 /市役所）各1回　・官庁訪問対策講座1回

・教養論文対策講義 10 回＆演習 10 回　・専門記述対策講義 3 回＆演習 10 回

・自然科学 30 回　・社会科学 32 回　・人文科学 24 回　・文章理解 8 回
・財政学 14 回　・刑法 4 回　・行政学 14回　・政治学 18回　・経営学 10回
・社会学 12 回　・労働法 2 回　・国際関係 8 回　・商法 2 回　・会計学 18回

・都庁合格戦略 1 回　・特別区合格戦略 1 回

相談受付
メンタルケア

・講師への相談/質問※講師在校時随時(ほぼ毎日）メール/電話でも可能
・チューター（合格者）との個別相談9月～翌年3月　・親睦会2回

・国家総合職ゼミ（学習戦略：2回）（法律科目演習：憲法3回、民法4回、行政法4回）
）回1：策対問訪庁官（）回1文論題課策政・回1策政共公・回2法民・回2法政行・回2法憲：策対文論（

マイナー科目

論文対策

時事対策

・数的実戦トレーニング 9 回　・資料解釈特講 1 回　・国税会計学 5点 UP講座 4 回
・裁事憲法論文特講 1 回　　　他

特別講義
※直前オプション

戦略講義
その他

ゼミ

※講義日程は別紙をご参照願います。

模擬面接はインターネットを通じて
自宅でも受講可能 [skype を利用 ]

早期割引特典あり
※詳細は最終ページをご覧ください。

（2021/1/31まで）

（税込・テキスト代含む）

通学科
Web科

一括払い総額 ５回払い

総額 前 金 各回支払額￥370,000
￥371,500 ￥185,750 ￥37,150

10回払い

総額 前 金 各回支払額

￥373,000 ￥186,500 ￥18,650



基礎力を養って確実に合格を勝ち取るカリキュラム

コースの特徴

受　講 料

　本コースは、受講１年目に公務員試験の基礎力となる２科目を重点的に学習
し、受講２年目は市役所試験や国立大学法人、教養試験のみの自治体対策とな
る教養科目を中心に学習するカリキュラムです。

[ 受講１年目 ]

[ 受講２年目 ]

数的処理基礎講座
7 回 +

※市役所教養コース（2020 年受験対策）に参加

数的処理（１年目）
26回

講 義 内 容

※講義日程、回数は変更となる場合がございます。講義日程表は別紙をご参照ください。

・数的処理26回　・自然科学30回　・社会科学32回　・人文科学24回
・文章理解8回　・数的チャンピオンシップ3回択一対策

論文対策

時事対策

特別講義
※直前オプション

・教養論文対策講義5回＆演習10回

・時事8回

・数的実戦トレーニング9回　・資料解釈特講1回　　 他

・模擬面接回数無制限（※集団面接・集団討論にも対応）
・面接カード添削回数無制限　・面接講義6回
・市役所面接特講1回

・戦略講義4回

・講師への相談 /質問※講師在校時随時 ( ほぼ毎日）メール /電話でも可能
・チューター（合格者）との個別相談 9月～翌年 3月　
・親睦会 2回

大学２年生のための

1.5 年市役所教養 コース

※講義日程は別紙をご参照願います。

早期割引特典あり
※詳細は最終ページをご覧ください。

（2021/1/31まで）

模擬面接はインターネットを
通じて自宅でも受講可能

[skype を利用 ]

（税込・テキスト代含む）

Web科
一括払い総額 ５回払い

総額 前 金 各回支払額￥250,000
￥251,500 ￥125,750 ￥25,150

10回払い

総額 前 金 各回支払額

￥253,000 ￥126,500 ￥12,650



基礎力を養って確実に合格を勝ち取るカリキュラム

コースの特徴

受　講 料

　本コースは、専門知識を活かした技術系公務員試験にむけて、受講１年目は
基礎力となる２科目を重点的に学習し、受講２年目は技術職試験対策となる科
目を中心に学習するカリキュラムです。

[受講１年目]

[受講２年目]

講 義 内 容

数的処理基礎講座
7 回 +

※技術職コース（2020年受験対策）に参加

数的処理（１年目）
26回

※講義日程、回数は変更となる場合がございます。講義日程表は別紙をご参照ください。

・数的処理26回　・自然科学30回　・社会科学32回　・人文科学24回
・文章理解8回　・工学の基礎8回　・数的チャンピオンシップ3回択一対策

論文対策

時事対策

特別講義
※直前オプション

・教養論文対策講義10回＆演習10回

・時事8回

・数的実戦トレーニング9回　・資料解釈特講1回　　 他

・模擬面接回数無制限（※集団面接・集団討論にも対応）
・面接カード添削回数無制限　・面接講義6回
・市役所面接特講1回

・戦略講義4回

・講師への相談 /質問※講師在校時随時 ( ほぼ毎日）メール /電話でも可能
・チューター（合格者）との個別相談 9月～翌年 3月　
・親睦会 2回

大学２年生のための

1 .5 年技術職 コース

※講義日程は別紙をご参照願います。

早期割引特典あり
※詳細は最終ページをご覧ください。

（2021/1/31まで）

模擬面接はインターネットを
通じて自宅でも受講可能

[skype を利用 ]

（税込・テキスト代含む）

通学科
Web科

一括払い総額 ５回払い

総額 前 金 各回支払額￥180,000
￥181,500 ￥90,750 ￥18,150

10回払い

総額 前 金 各回支払額

￥183,000 ￥91,500 ￥9,150



基礎力を養って確実に合格を勝ち取るカリキュラム

コースの特徴
　本コースは、受講１年目に公務員試験の基礎力となる２科目を重点的に学習し、受講２年
目は警察官・消防官試験対策となる教養科目を中心に学習するカリキュラムです。

[受講１年目]

講 義 内 容

数的処理基礎講座
7 回 +

※警察官・消防官コース（2020年受験対策）に参加

数的処理（１年目）
26回

受　講 料

[受講２年目]

※講義日程、回数は変更となる場合がございます。講義日程表は別紙をご参照ください。

・数的処理26回　・自然科学30回　・社会科学32回　・人文科学24回
・文章理解8回　・数的チャンピオンシップ3回択一対策

論文対策

時事対策

・教養論文対策講義10回＆演習10回

・時事8回
特別講義
※直前オプション ・数的実戦トレーニング9回　・資料解釈特講1回　　 他

・模擬面接回数無制限（※集団面接・集団討論にも対応）
・面接カード添削回数無制限　・面接講義6回
・市役所面接特講1回

・戦略講義4回

・講師への相談 /質問※講師在校時随時 ( ほぼ毎日）メール /電話でも可能
・チューター（合格者）との個別相談 9月～翌年 3月　
・親睦会 2回

大学２年生のための

1.5年警察官・消防官 コース

※講義日程は別紙をご参照願います。

早期割引特典あり
※詳細は最終ページをご覧ください。

（2021/1/31まで）

（税込・テキスト代含む）

通学科
Web科

一括払い総額 ５回払い

総額 前 金 各回支払額￥145,000
￥146,500 ￥73,250 ￥14,650

10回払い

総額 前 金 各回支払額

￥148,000 ￥74,000 ￥7,400

模擬面接はインターネットを
通じて自宅でも受講可能

[skype を利用 ]



早期割引
2021/1/31（日）

※他の割引との併用はできません。ご了承願います。

までにお申し込みの方には...

【2022年合格目標】1.5年コース限定

受講料＋手数料の半額 受講料＋手数料の半額を5回もしくは10回に分割

CSSではコース受講料を月謝払にすることができます。前金および月々のお支払いは
以下の金額になります。

前金
月々の
お支払

ラクラク♪

一括払 月謝払または ※月謝払の詳細は下記をご覧ください。

36％OFF 10％OFF
２人でお申込される方々を対象とした割引制度です。

最
大

2人でお申込みされる方々 1人でお申込みされる方

※月謝払の詳細は下記を
　ご覧ください。一括払 月謝払または

１人でお申込の方は、10％割引価格でお申込
みいただけます。

※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公務員セミナーにご相談にお越しください。
あなたの割引率で、お支払いいただく金額をご呈示します。
また、月謝払いをご利用の場合の金額をお伝えします。

『あなたの割引後の受講料、お知らせします！』

期 間 限 定

ペア
割引

早期
割引

※割引率＝申込者の携帯電話番号下4ケタの合計値
（2人のうち、割引率の高い方の値）

〔例〕下 4ケタが 6789 の場合→（6+7+8+9）＝30％割引

〔例〕大学2年生のための1.5年
　　　スタンダードコース（通学科）の場合

￥397,000 ￥357,30010％OFF

月謝払いの
ご案内
（金利不要）



来年こそ第一志望合格！来来年こそ年こそ年こそ年こそ来年こそ来来年こそ来 第一志望合第一志望合年こそ第一志望合年こそ年こそ第一志望合年こそ 格！格！第一志望合格！第一志望合第一志望合格！第一志望合

マスターコース
再受験者を応援!!

月謝制度あり Web講義＋カウンセリング合格返金制度 2020年度
試験対象

近年の人物試験重視傾向に対応するため、早期 (2020 年秋・冬期 ) から人物試験対策を始めます。
毎月 1回 30分、面接に関する相談や模擬面接、面接指導を行います。

早期からの人物試験対策『プライベートレッスン』 毎月1回（30分/回） 面接について個別相談

本コースは、再受験者を対象とし、
基礎力の再確認をしつつ実践力の養成を目的としたカリキュラムです。再受験者用の新機軸コース

お
申
込

※プライベートレッスンはオプションです。（面接プレミアムコースには含まれます。）
※プライベートレッスンは毎月1回受講可能（2020年9月～2021年3月31日まで）

Webインプット講義

Webアウトプット講義

プライベートレッスン

論文対策

※毎月 1回（30 分 / 回）
　実施します。（予約制）

川井太郎先生との
カウンセリング

（
初
回
）

面
接
対
策

合格返金制度
2020年度公務員試験に最終合格し
そちらに進む場合は受講料の半額を
返金させていただきます。
（合格通知書 呈示要）

① 現金払い
② 銀行振込

③ 月謝払い

前　金 月々のお支払い 前　金 月々のお支払い

５回払い 10 回払い受講料

教養 フルクラス

面接プレミアムクラス

行政職 フルクラス ￥268,000

￥230,000

￥140,000

￥134,750

￥115,750

￥  70,750

￥26,950

￥23,150

￥14,150

￥135,500

￥116,500

￥  71,500

￥13,550

￥11,650

￥  7,150

※プライベートレッスンを加えて受講する場合は、合計額を月謝払いでお支払いいただく
　ことも可能です。

※プライベートレッスンは、面接プレミアムクラスに含まれています。

※月謝払い手数料は、5回払いが￥1,500-、10 回払いが￥3,000- です。

プライベートレッスン ※オプション ￥50,000
(送料込)

早期割引



〔講座の構成〕

講座内容
〔スケジュール概要〕

10月9月 11月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月12月

★クラスミーティング ★クラスミーティング ★クラスミーティング

第２クール 第３クール 第 4 クール 第 5 クール第１クール

CSS の合格戦略に基づき最適のタイミングで各科目の講義を行います。

インプット講義
アウトプット講義

論文対策

8月
2020年 2021年

人物試験対策②（全クラス共通）人物試験対策①  ※面接プレミアムクラスのみ

受講前の戦略策定にて、受講する科目を相談しましょう。
どの科目を受講しても構いませんが、戦略に沿う形で、苦手科目を優先して受講することをお勧めします。

カウンセリング
申込月から2021年3月までの間、
月1回（30分/回）実施します。
勉強に関するあなたの悩みを解決し、
志望先合格のための
オリジナル学習プランを作成します。

カウンセリング

学習戦略策定

プライベートレッスン（毎月1回 30分/回）クラスミーティング（全3回 90分/回）

受講を開始する前に、川井太郎先生と今後のスケジュール、各科目の取り組み方、志望先に適した学習計画などを相談の上、決めます。

受講期間中３回、教室での学習戦略講義を行い、
受講生同士の交流を図る機会を持ちます。公務員
試験は戦略により合否に大きな影響が出ます。
2020年の分析を通して、2021年対策の戦略を立て
ましょう！
講義の中では、併願戦略と
それに伴う試験の配点・重要
度の研究、試験科目の選択
方法、バランスの取り方など
を講義します。

面接についてのお悩みを解消し、面接対
策の基礎を作る個別指導の時間です。自
己分析の相談、職歴・受験歴・志望理由な
どを相談により固めることから、模擬面接
も行い、早期より面接対策に取り組むこと
で、直前に慌てない
ようにします。プライ
ベートレッスンは、
2021年３月まで
行います。

インプット講義（教養科目）

数的処理
26回

自然科学
30回

社会科学
32回

人文科学
24回

文章理解
8回

時事
8回

WEB受講

論文対策（教養・専門） 人物試験対策

経営学
10回

社会学
12回

労働法
2回

国際関係
8回

財政学
14回

経済原論
38回

民法
30回

憲法
18回

行政法
20回

刑法
4回

商法
2回

行政学
14回

政治学
18回

会計学
18回

インプット講義（専門科目） WEB受講

アウトプット講義 WEB受講

数的処理
10回

経済原論
15回

民法
13回

憲法
7回

行政法
10回

　理論を理解することと、問題を解くことは別です。過去問を題材
にし、より実践的な講義を行います。特に数的処理に関しては、様々
なパターンの実践とレーニングを行い、時間配分、ケアレスミス防止
などの実践力の養成に努めます。自ら時間を計って問題を解き、アウ
トプット講義を受けて弱点を補強します。

教養論文対策
講義 10回
演習 10 回

専門記述対策
講義 3回
演習 10 回

教養論文・専門記述の初回講義後は、論文の
添削指導を行います。毎週月曜日正午まで
に、CSSに提出された論文は、翌週日曜日に
は細かい添削指導をしてお返しします。メー
ルやFAXでの受け渡しが可能です。

面接講義
6回

模擬面接
回数無制限

面接カード
添削

回数無制限

公務員試験においては、人物試験は
ペーパー試験とならび最重要項目で
あるにも関わらず、ほとんどの方が、一次試験終了後に対策を行うの
が実情です。早めに準備しましょう。面接は練習すればするほど、有利
に展開することができます。準備万端で公務員試験に臨みましょう。

毎月1回、30分間、川井太郎先生との
面談で、学習の進捗状況の報告を
し、今後やるべきことを決め、お悩み
相談などにものります。個別に診断
し、合格へ向けての戦略を一緒に策
定します。このカウンセリングは、
2021年3月まで、
毎月１回行います。
Skypeや電話でも
受けられます。

プライベートレッスン  ※オプション（面接プレミアムクラスには含まれています）



かわい　  たろう

川井 太郎講師
   公務員試験は、しっかり試験の動向を把握し、やるべきこ
とをやれば合格する試験です。
　何をするべきか、受験生それぞれによって異なる戦略を
個別に立て、サポートする方法で CSS は高い合格実績を上
げています。
　CSS では、公務員試験の択一試験、論文試験、面接試験に
対して万全な対策を行います。また、公務員試験に精通し
た講師、職員が合格するまで完全にバックアップします。
しっかりポイントを押さえ、最短距離で合格を目指しま
しょう。

（経済系科目担当）

よしかわ  ながとし

吉川 長利講師
   近時の公務員試験は、筆記試験だけでなく、論文試験や面
接試験の比重が高まっています。したがって、勉強の開始
から内定に至るまで、戦略的な視点に基づくサポートが、
必要なタイミングで常時行われる必要があります。
　こういった最新の公務員試験の傾向に即応し、すべての
受講生が内定に至るために必要な内容を過不足なくまと
めたのが CSS の各コースです。
　これらのコースで、団体戦・情報戦である公務員試験を
一緒に乗りきりましょう。

（法律系科目担当）

かんしゃ  のぶひこ

間舎 敦彦講師
　公務員になりたい受験生を応援して 10 年間。多
数の受験生を公務員内定へ導きました。決して簡
単な試験ではありませんが、やるべきことを、最後
までやり続ければ、良い結果は出ています。
　公務員受験生が抱える悩みを一緒に解決し、少
しでもラクに、みなさんが公務員内定を勝ち取れ
るよう、応援します。あなたが、公務員を希望して
いるのであれば、是非一度、ご来校ください。
　公務員のなり方、私がお教えします。

（校長）



仲間と励まし合い、先生・合格者に支えられて、
公務員内定を勝ち取ろう！



申込方法

【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〕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

①現金払い
②銀行振込

③月謝払い 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〕
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。

・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

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。

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
① お申込書のご記入

② 受講料のお支払い

③ その場でテキストをお渡し

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

④ CSS 校舎でテキストをお渡し
（振込の場合は翌日以降）

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 通信教育教材の到着

※Web 科も上記の方法でお申込みいただけます。
※Web 科では、テキストはお申込みの住所へ発送いたします。

[ お支払方法について ]

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/

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↑

教室教室

外観外観

CSS 校舎のご案内 CSS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 千葉大前校
毎月15日・年末年始〔営業時間〕 〔 定 休 日 〕10:00-20:00 ※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。


