
公務員定額コース
〔受講期限：2021年9月30日〕

公務員合格実績高い
CSSの講義をWebで受講しよう。

月々の受講料お支払いで、
ムリなくスタート！!

CSS公務員セミナー
抜群の合格実績

92.5％
〔2019年コース受講生の最終合格率〕

開 講 日

月額受講料

申込書をFAXで送信していただき、受講料をゆうちょ銀行ATMより振込されたら、
振込2日後よりWeb講義の受講がスタートできます。

教 　 養 クラス ￥  7,000-
教養専門クラス　￥15,000-

月ごとのお申込みが可能です。継続受講される場合は都度CSSへお申出ください。

まずは1ヶ月から！

手軽に
スタートできる！

Web講義
クリアで見やすい！

教室にいる
臨場感!!

月内
Web 講義

受講し放題！

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。

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/

CSS公務員セミナー

千葉大前校
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

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。

お申込方法

FAX にて お電話にて HP から

TEL：043-207-2828
FAX：043-207-2829

FAX申込書にご記入の上、下記
FAX番号へ送信してください。

ゆうちょ銀行払込取扱票に必要
事項を記入し、ゆうちょ銀行ATM
より受講料を振り込んでください。

入金確認後、CSS公務員セミナー
よりメールでご連絡します。

①

②

③

お電話にて、下記番号へご連絡く
ださい。

お名前、ご住所、メールアドレス等
をお伺いします。

ゆうちょ銀行払込取扱票に必要
事項を記入し、ゆうちょ銀行ATM
より受講料を振り込んでください。

入金確認後、CSS公務員セミナー
よりメールでご連絡します。

①

②

③

④

CSSのHPよりお申込みください。

お申込後、自動返信メールにて受
講料振込口座をお知らせします。

メールの案内通りに受講料をお
振込みください。

入金確認後、CSS公務員セミナー
よりメールでご連絡します。

①

②

③

④

CSS公務員セミナー

HPはこちらから⇒⇒⇒
http://cs-seminar.com/



Web School利用方法 公務員試験を知り尽くした講師陣

お悩み相談室（無料）

①　受講料お支払いの翌日までに、メールで　
　　　Web School利用方法説明書をお送りします。

②　メールにて Web School の ID ・ パスワード　
　　　をお知らせします。
     指定の URL にアクセスし、ID ・ パスワードを
　　　入力すれば、受講開始です。

※　継続して受講する場合は、受講期限の5日前までに

　　　CSSへご連絡ください。期限までに受講料をお支払

　　　いいただけましたら、継続受講が可能です。

勉強を続けていれば、
お悩みも出てくるはず...

川井太郎先生との電話相談で、
お悩みを解消しましょう!!

（１回30分、個別相談）

千葉大前校：043-207-2828  中央大前校：042-670-1212

ご予約はCSSのHPから⇒⇒⇒
http://cs-seminar.com/

川井 太郎 先生

吉川 長利 先生

藤森 純一 先生

星 文彦 先生

小林 政博 先生

間舎 敦彦 校長

数的処理・社会科学・経済原論

社会科学・法律科目全般

憲法・民法・行政法

人文科学・行政学・経営学
国際関係・時事

自然科学

コース担任
あらゆるお悩み相談を受け付けます。

操作はカンタン！

Web講義受講可能スケジュール

Web講義

テキスト

5月4月 6月 7月 9月
2020年 2021年

8月 11月 12月10月 2月 3月1月 4月 ～9月
数的処理（全26回） 自然科学（全30回）

人文科学（全24回）
文章理解（全8回）

社会科学（全32回）

憲法（全18回）

民法（全30回） 行政法（全20回）

行政学（全14回）

政治学（全18回）

経営学（全10回）

社会学（全12回）

会計学（全16回）

経済原論（全38回）

財政学（全14回） 時事（全8回）

国際関係（全8回）

※詳しい講義日程は、別途日程表をご参照ください。

講義1回＝約90分

早めにスタート！余裕をもって!!

※論作文講義、面接講義は本コースには含まれておりません。必要であれば、「教養論文パック」「モギメンパック」をお申込みください。

　講義で使用するテキストは別売となります。
初回講座お申し込み時には、 FAX 受講申込書で必要なテキストを
お選びください。ご自宅にテキストをお送りします。

　講義で配布したレジュメは、Webに掲載します。Web上でご覧にな
るか、ご自宅でプリントすることも可能です。プリントしたものをレジュ
メ冊子として欲しい方は、初回申込時のFAX受講申込書にご記入い
ただくか、CSS公務員セミナーにご連絡をいただければ、ご自宅へ
お送りいたします。

※ご自宅へお送りするテキスト ・ レジュメは、 到着時に、 ヤマト運輸
担当者に代金をお支払いいただきます。送料 ・ 代金回収手数料は
CSS 公務員セミナーが負担させていただきます。

空いた時間にご自宅で。
何度でも繰り返し視聴OK！

テキスト テキスト代

判断推理 ¥1,500

数的推理・資料解釈 ¥1,500

自然科学 ¥1,500

自然科学問題演習レジュメ集Ⅰ ¥320

自然科学問題演習レジュメ集Ⅱ ¥240

社会科学 ¥1,600

人文科学 ¥1,200

教養論文課題集 ¥180

憲法 ¥900

民法Ⅰ ¥1,000

民法Ⅱ ¥900

行政法 ¥900

ミクロ経済学 ¥800

マクロ経済学 ¥800

財政学 ¥1,200

行政学 ¥1,000

政治学 ¥1,000

政治学レジュメ ¥740

経営学 ¥900

社会学 ¥800

社会学レジュメ ¥560

専門記述課題集 ¥1,200

(送料・代金回収手数料はCSS公務員セミナー負担）

各科目は、 表に記載の時期から受講可能となります。 受講期限は、 全科目とも 2021 年 9 月末日までです。


