
コース受講料〔テキスト代込・税込〕

CSS公務員セミナー/2022年受験対策コース案内

独学者サポートコース（Web受講）

※ 受講有効期限は
2022年11月末日です。

お申込み後『個別戦略策定』を受け、
合格のための戦略を決めます。
CSS川井太郎先生が、あなたの現状・志望先に合った戦略を一緒に考えます！

個別学習相談・お悩み相談、独学の不安を解消し、一気に合格レベルへ

独学の壁、破れ！！

こんなあなたにオススメ !!
・独学で勉強しているが、不安でたまらない。
・悩みを相談できる先生に指導を受けたい。
・リーズナブルな講座を受講したい。

コースの特徴
独学で勉強してきた人、これから独学で頑張る人への特別応援講座です！

一人で勉強していると悩みは尽きないものです。
公務員試験は科目が多いために、効率的・効果的な勉強が合格のカギになります。
学習法のアドバイスを受けながら、あなたが志望する先への試験対策を始めましょう！
『独学者サポートコース』は、独学者にCSSが以下のような応援をするものです。
　　・必要な科目を選んで、CSSの質の高い講義が受講できる。
　　・個別学習相談で、都度都度のお悩みを解消できる。
　　・試験情報・説明会情報をメールにて定期的に受信できる。
　　・受講料が『独学者特別応援価格』

必要な科目を選んで、受講を開始しましょう！
1度入会金を納めたら、科目の追加申込は何度でもOKです。
特別応援価格の一覧は、2ページ目に記載されています。

ご確認ください。

独学者サポートコース入会金￥10,000-

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公務員セミナーへお電話をください。

TEL　043-207-2828
（受付時間　10：00～20：00、休館日にご注意ください）

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。

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）

【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

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。

①CSS公務員セミナーへご来校ください。

　窓口受付時間

10：00～20：00
（休館日にご注意ください）

②受講申込書をご記入いただきます。

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。

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。

TEL043-207-2828
（受付時間10：00～20：00）

科目選び
相談窓口

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

よJR西千葉駅 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↑

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。

教室教室

外観外観



。

受講料一覧（特別応援価格）

コースの作り方 ※ 科目の選択・コースの作り方は、いつでもご相談に応じます

1回＝180分間
科 目 講義回数 受講料 科 目 講義回数 受講料 科 目 講義回数 受講料

判断推理 7 \8,750 マクロ経済学 11 \13,750 教養論文 5 \6,250
数的推理・資料解釈 7 \8,750 行政学 7 \8,750 教養論文パック 講義5回+

添削10回 \15,000
文章理解 4 \5,000 政治学 9 \11,250 専門論文 3 \3,750
自然科学 15 \18,750 経営学 5 \6,250 アウトプット数的処理 10 \12,500
人文科学 12 \15,000 社会学 6 \7,500 アウトプット憲法 10 \12,500
社会科学 16 \20,000 財政学 7 \8,750 アウトプット民法 13 \16,250
憲法 9 \11,250 会計学 9 \11,250 アウトプット行政法 10 \16,250
民法（総則・物権） 9 \11,250 国際関係 4 \5,000 アウトプット経済原論 15 \18,750
民法（債権・親族・相続） 6 \7,500 商法 1 \1,250 面接講義 6 \7,500
行政法 10 \12,500 刑法 2 \2,500 時事 4 \5,000
ミクロ経済学 9 \11,250 労働法 1 \1,250

独学者サポートコース 入会金 \10,000

例えば
① 教養科目を基礎からしっかり固めたいAさんは．．．

② 文系学生のBさん、数的が苦手、自然科学と経済も心配．．．

自然科学

¥18,750-

入学金

¥10,000- ¥15,000- ¥20,000-¥8,750- ¥8,750- ¥5,000-＋ ＋ ＋

＋

＋

＝ ¥86,750

＋

この金額で、あなたのオリジナル
コースが作れます！

判断推理 数的推理
資料解釈 文章理解 人文科学 社会科学

合計

入学金

¥10,000- ¥11,250- ¥13,750-¥8,750- ¥8,750- ¥18,750-＋ ＋ ＋＋

＝ ¥71,250

＋

この金額で、あなたのオリジナル
コースが作れます！

判断推理 数的推理
資料解釈 自然科学 ミクロ経済学 マクロ経済学

合計

① 個人に合った個別戦略策定

　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。

② ＣＳＳの講師へ質問随時ＯＫ

　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 ＣＳＳの施設利用可

独学者サポートコース

充実した教材

リーズナブル・プライス

Webでの受講で快適学習

学習スタート時や、受講中など、適宜、川井
太郎先生との個別相談が可能です。相談は直
接の面談のほか、電話やSkypeでも可能です。
　　　　　　　　　（予約制／1回30分間）

CSSではWeb講義が視聴いただけるタブレットを貸出して
います。CSSの自習室でWeb受講が可能です。

　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。

　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。

　独学で公務員を目指す方を応援するCSSなら
ではの特別価格。
単科目受講料は、CSSでの一般価格の25～50％
OFFです。
また、入学金を納めて1度コースを作ったら、
必要と思った時に、必要な科目を追加で申し込
みいただけます。


