秋試験市役所 合格者の声
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私は面接が苦手だったので、模擬面接が回数無制限で受けられるCSS
を選びました。何と言ってもCSSは面接対策が凄い！元々、別の大手公
務員予備校に通っていたのですが、そこではできない面接の基礎の基礎
から徹底的に鍛えていただくことができました。また、先生の勧めで、
興味がある分野にかかわる施設を訪問し、本番では自分が直接見たり聞
いたりした生の情報を織り込むように心がけました。
筆記試験対策では、みんなが正答する問題をきっち
り正答し、自分の得意科目で差をつけるようにしま
した。CSSが『公務員試験は団体戦』と言っている
ように、勉強、自己分析、モチベーション等で悩ん
だ時に支えになってくれたのも同じ目標を持つ友達
でした。試験対策だけでなく、そのような仲間に出
会う場があったことは幸運だったと感じています。

Ｈ.Ｋさん

駒澤女子大学

人文学部

国際文化学科

大学の先輩からＣＳＳを紹介していただきました。筆記試験で最も大
事な科目である数的処理の講義が、何よりわかりやすかったです。講義
はＤＶＤでも受講できたので、何回も聞いて理解を深めたこともありま
した。個性的な先生が多く、勉強にやる気が出ない時でも、ＣＳＳの先
生方の講義を受けて、楽しんで講義を受けることができました。市役所
試験は、面接が大事だとつくづく感じました。ＣＳ
Ｓではたくさんの面接の先生がいるので、いろいろ
なアドバイスを聞き、自分自身を成長させることが
できたと思っています。また、繰り返し模擬面接を
受講できるので、面接に対しての恐怖感も減ったと
思います。ＣＳＳは、校長をはじめスタッフの方に
話しかけやすい環境です。悩み事があったら、相談
してみてください。

合格

秋の市役所 合格コース
択一＆論文＆面接対策 /Web受講

市役所に焦点をしぼり、攻めるコース！
！
コースの特徴

本コースは、本年度の市役所試験を目指す方のためのコースです。

お申込方法
CSS校舎窓口にて申込書記入
Ⅰ・または、
お電話にて申込

Ⅱ・受講料支払

(月謝払いの場合は前金支払)

Ⅲ・受講開始

( 教材受取 & 個人面談 )

受講料お支払方法
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 下記のいずれか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。

10530-14431721

〇五八(読み ゼロゴハチ)【店番】058
※ゆうちょ銀行以外の金融機関から【店名】
【預金種目】普通預金 【口座番号】1443172
振り込まれる場合

京葉銀行みどり台支店 普通 5298131

または銀行振込にてお支払いください。( 上記①、②と同様
③月謝払い〔前金〕お申込時に、受講料の半額を現金払い、
〔月々のお支払い〕受講料の半額を、5回に分割してお支払いいただきます。
取り扱い金融機関 ・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
お支払い方法は

)

※初回引き落としは申込翌月25日、以降毎月25日(銀行休業日の場合は翌営業日)
※金融機関への提出書類は、初回教材に同封してお送りします。

※WEB 科での月謝払いはお取り扱いしておりません。

受講料

通学科（お支払方法別）

税込
テキスト代
教材送料込

クラス

面接対策
なし
面接対策
あり

①現金払い
②銀行振込

総額

③月謝払い
前金
月々のお支払

教養試験クラス

¥48,000-

¥49,500- ¥24,750-

¥4,950-×5 回

教養試験 + 専門試験クラス

¥65,000-

¥66,500- ¥33,250-

¥6,650-×5 回

教養試験クラス

¥95,000-

¥96,500- ¥48,250-

¥9,650-×5 回

教養試験 + 専門試験クラス ¥112,000- ¥113,500- ¥56,750- ¥11,350-×5 回

CSS公務員セミナー

〔営業時間〕10:00-20:00〔 定 休 日 〕毎月15日・年末年始

※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。

TEL.043-207-2828

本コースでは、開始時に川井太郎講師と個人面談
( 遠方にお住まいの方は電話相談 ) を行い、その時
点での実力を客観的に分析して、一人ひとりに最適
な戦略を立てます。短期間で効率良く実力を高める
ことができます。

模擬面接 最大10回

面接カード添削 回数無制限

Youtube 特別講義

WEB無料公開講義

川井 太郎 講師
ブログ

http://ameblo.jp
/taro-kawai/

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/

※お申込み前の方もご視聴いただけます。

『秋の市役所合格戦略！』
Youtube チャンネルにて
視聴スタート !!

チャンネル登録は上記QRコードから

受講料〔テキスト代込・税込〕

なし
地図はこちらから↑

で
内定獲得ま
ーします！
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フ
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※模擬集団面接・模擬集団討論含む

筆記試験科目によって
選べるクラス

容

面接対策 教養試験クラス

千葉市稲毛区弥生町4-37

に
一人ひとり
てます！
立
を
略
戦
最 適な

市役所試験では近年、人物試験を個人面接以外に、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、前述の様々な形式の人物試験を実戦練習
することができます。

内

JR西千葉駅 より 徒歩５分 千葉大学正門前
ＣＳＳの情報は
ブログでキャッチ！

！
1 正しい戦略で試験を攻める！

2 手厚い人物試験対策！※面接対策あり
の方対象

名義：(株)キャリアサポートセミナー
〔ゆうちょ銀行〕

〔京 葉 銀 行〕

2021年 秋試験対策

特別価格！
(A日程等対象)
返金制度あり！

教養試験 + 専門試験クラス

面接対策 教養試験クラス

あり

教養試験 + 専門試験クラス

通学科

¥48,000¥65,000¥95,000¥112,000-

い！
分かりやす
内容！
る
す
結
直
本 試 験に
来年の受験も視野にいれている方へ

本コースをお申込の方は、2022年目標・再受験者用コース
(マスターコース/2021年10月開講予定)を、本コースとの
差額支払いにてお申込いただけます。

合格返金制度について

本講座申込後、2021年6月10日までに筆記試験を実施した
自治体・職種に最終合格した場合、受講料を全額返金します。
※模擬面接を受講した場合は、半額の返金となります。
※最終合格を証明する書類をご提出いただきます。

※WEB科はご自宅のPCやスマホで受講していただく講義です。

担任講師からの応援メッセージ

コース講義内容
筆記試験対策
（公開講義）

教養クラス / 教養+専門クラス共通

戦略講義 全1回

ＣＳＳは、公務員受験界のパイオニア。
抜群の実績を誇る講師陣が、
あなたの公務員内定までフルサポートします！

※1回30分講義

Youtube チャンネルにて
公開中。
かわい たろう

チャンネル登録は上記QRコードから

川井太郎講師

筆記試験対策
（Web受講）

教養クラス / 教養+専門クラス共通

数的処理 全26回
教養論文 講義10回+演習3回

[答案作成・提出⇒約1週間後、添削の上返却]

※1回90分講義

数的実戦トレーニング 全6回（解説講義付き）
教養クラス
・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

教養+専門クラス

数的処理 / 経済系科目担当

現在公務員試験で結果が出せていない方でも、まだまだチャ
ンスは十分にあります。
公務員試験はやるべき事をやれば合格・内定できる試験です。
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に完全にバックアップします。チャンスを
活かし、ポイントをおさえ最短距離で合格を目指しましょう！
よしかわ

・憲法 18回
・商法 2回
専門科目 ・行政学 14回
・会計学 18回
・財政学 14回

・行政法20回
・労働法 2回
・社会学12回
・国際関係8回

・刑法 4回
・政治学 18回
・経営学 10回
質問も随時受け付けます ( 写真左 )

Web受講について

教養クラス / 教養+専門クラス共通

合格の報告が、何より嬉しいです。( 写真右 )

ながとし

吉川 長利 講師

・文章理解 8回 ・社会科学 32回 ・時事 8回
教養科目
・自然科学 30回 ・人文科学 24回

※本コース受講生は単科目での追加お申込も可 ※1回90分講義
※単科目追加申し込みの場合、受講料は講義1回につき￥1,500-です。

※面接対策ありの方対象

たろう

必修科目 ・経済原論 36回 ・民法 30回
選択科目 以下の科目より、4科目選択して受講

※1回90分講義

人物試験対策

かわい

川井 太郎 講師

法律科目担当

近時の市役所試験は、多様な人材を求めて、論文試験や面接
試験の比重を増したり、集団討論、グループワークなど多様な
選考方法が工夫されています。したがって、戦略的な視点に基
づくサポートが、必要なタイミングで、内定に至るまで継続し
て行われる必要があります。このような必要性に即応したこの
コースで、本年度の市役所内定まで全力でサポートします。

筆記試験対策の全科目をWebで受講できます。

【講義】全６回 ※WEB講義・1回90分
【エントリーシート添削】回数無制限
【模擬面接】最大10回・1回30分

操作はカンタン！

[15分面接+15分講評]

模擬面接会場

・CSS校舎（西千葉）
・自宅 [Zoom を使用]

通信教育科 受講の流れ

川井先生との戦略相談
お電話でご予約ください。

受講開始

模擬面接

CSS よりテキストが届く

オンライン面接風景
面接対策ありの方対象
※

お申込み

CSS よりメールが届く
【ID・パスワードを取得】

お持ちのPC・スマホ・タブレットなどから
講義が受講できます。
講師への質問・
相談が可能です。
校舎来校 / 電話 / メール等で
相談できます。

自習室も利用可能
です。
CSS 公務員セミナーの
自習室をご利用いただけます

※インターネットにつながる環境は各自でご準備ください。
※講義のスケジュールは別紙のとおりです。

【受講の準備】

いつでも何度でも受講できるので、
部活やサークル・アルバイトに忙しい方には
最適な学習方法です。

・インターネット環境に接続できる PC またはスマートフォンをご用意ください。
（通信機器、通信費は受講者様のご負担となります。ご了承下さい。）
・CSS 公務員セミナーよりお知らせした、個別の「ID」「パスワード」をご用意ください。
（パスワードはログイン後に変更可能です。）

