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特別区試験に向けて、川井太郎先生が攻略法を伝授! !特別区試験に向けて、川井太郎先生が攻略法を伝授! !

特別区 のための最終戦略合
格

・特別区教養科目ボーダー突破法
・特別区面接・区面接の実態と
  評価のポイント　　　　　など

内　容

川井太郎先生が、2023年都庁合格のための攻略法を伝授！
あと４か月、やるべきことがわかる！

川井太郎先生が、2023年都庁合格のための攻略法を伝授！
あと４か月、やるべきことがわかる！1/8 (日)

14：00～15：0014：00～15：00 YouTubeライブ配信
「都庁ⅠB絶対合格」で検索してください。
当日13：45よりCSS公務員セミナーの教室へ
YouTubeからお入りいただけます。

都庁ⅠＢ
（行政・一般方式/新方式）

への道

・教養科目ボーダーの推移とその突破法
・一般方式/新方式それぞれの攻略法
・面接の実態と評価のポイント

内

容

予約不要

川井 太郎先生

YouTube配信
「特別区合格のための最終戦略」で検索してください。当日13：45より
CSS公務員セミナーの教室へYouTubeからお入りいただけます。

1/22(日) 14：00～15：0014：00～15：00
予約不要・受講無料

川井 太郎先生
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川井 太郎先生

2023年

4/1（土）

2023年

2/11（土）より

より

内　容
・筆記試験傾向と対策
・面接試験傾向と対策
・合格のための各科目攻略法

内　容
・過去問からの分析
・面接の実態と評価のポイント

内　容
・過去問から分析する傾向と対策
・人事院面接、官庁訪問の実態
・合格のための各科目攻略法

2023年

4/15（土）より
国税専門官合格戦略大公開！

国税専門官、合格の極意を徹底伝授‼

３



合格への総まとめ！
予想論点 毎年ズバリ的中!!
同志とともに内定を勝ち取れ！
いざ、直前対策。

職種別
ゼミ
5 つの職種別

都庁 特別区 国家
一般職 国税 裁事

各ゼミ（ 職 種 別 ）

※講義90分/1回×回数分
（講義回数は職種により異なります）

※模擬面接最大５回まで
　エントリーシート添削回数無制限

モギメン５回パック
＋総まとめの講義です。 ※別途、面接対策のご案内をご覧ください。

コース編成

各ゼミ（職種別）※講義90分/1回×回数分（講義回数は職種により異なります）

＜フルコース＞ ※「職種別ゼミ」と「モギメン５回パック」をセットでお申込

過去問・予想問の実践演習&解説講義。出題が予想される分野を徹底整理!! 面接対策までフルサポート!!

＜ゼミ単科＞ ※「職種別ゼミ」のみのお申込

例年、本試験でズバリ的中！

※CSSの講義が、ご自宅でWeb受講可能です。

４



都庁
ゼミ

合格者の声

　　　　　　　都庁ゼミでは、都庁の試験対策や出題傾向について詳しく講義を
　　　　　　受けることができます。特に専門記述の対策については、毎年先生方
　　　　　　が出題分野を予想してくださり、それに沿って学習ができるため効率
　　　　　　的に対策ができます。教養択一・教養論文についても、きめ細やかに
指導して頂けるため、都庁対策の学習方法を身につけることができると思います。
都庁が第一志望の皆さんはもちろん、志望度の高い併願先として都庁受験を視野
に入れている皆さんも、ぜひ受講することをお勧めします。万全の対策をして都庁
最終合格を勝ち取ってください！

小笠原 渉さん 東京都庁Ⅰ類B（事務・一般方式）内定

過去問・予想問の実践演習・解説講義。
記述対策は出題予想論点を20～30公表し、講義！

Web でカンタン、快適に学習しよう！
【Web受講のメリット】

何回も繰り返し
何度でも繰り返し
視聴できるので、
復習にも最適。

時間を有効活用
電車の中や待ち時間など
外出先での学習に便利。
忙しい受講生の
強い味方です。

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。

操作はカンタン！

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。

※インターネットにつながる環境は各自でご準備ください。

全10回
（1回90分）

都庁Ⅰ類B（行政）一般方式
新方式・技術職対策対応

都庁ゼミ（一般方式）
＜単科＞

都庁ゼミ（一般方式）
＜フルコース＞

都庁ゼミ（新方式・技術職）
＜単科＞

都庁ゼミ（新方式・技術職）
＜フルコース＞

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2/11
（土）
2/11
（土）

2/11
（土）

2/18
（土）

2/25
（土）

3/4
（土）

3/11
（土）

3/11
（土）

3/18
（土）

3/25
（土）

4/1
（土）

4/8
（土）

3/18
（土）

3/25
（土）

4/1
（土）

4/8
（土）

※講義日程は、やむを得ず変更となる場合もあります。
※直前期には、過去 20 年分の
　過去問をデータで進呈します。

過去問データ進呈

５



特別区
ゼミ

合格者の声

　　　　　　　特別区ゼミでは特別区の試験の傾向を抑え、今年出やすいところを
　　　　　　凝縮して構成されています。先生方が予想してくださった特別区ゼミで
　　　　　　やった内容は、本番の試験でもたくさん出たので、本当に受けてよかっ
　　　　　　たと思っています。特に私は経済が大の苦手でしたが、特別区ゼミで
やった内容だけはせめて頑張ろうと思い、一生懸命覚えた結果、本番では全て正解
することができました！また、同じく特別区を受ける仲間ができるので、その後の面接
練習も一緒に頑張ることができました。特別区を受ける人は必ず受講することを強く
おすすめします。

宮間 美汐さん 特別区（中央区）内定

国家一般職
ゼミ

特別区対策の
総まとめ

出題予想、
ズバリ的中!!

官庁訪問対策が
万全になる!!

合格者の声

　　　　　　　国家一般職ゼミでは試験の出題のされ方、これまでの出題傾向、各
　　　　　　科目の予想論点、官庁訪問での注意事項などのご指導を受けました。
　　　　　　　数的では実際の過去問をゼミで解き、どれくらいの難易度でどのよ
　　　　　　うに出題されるか把握することができました。
　国家一般職試験前週の国税専門官の試験では、法律分野がボロボロで自信をなく
していました。先生を信じて予想論点を重点的に取り組むと、憲法は5/5、民法Ⅰは
4/5取ることが出来ました。このゼミのおかげで一次試験に通過出来たと思います。

松倉 大樹さん 経済産業省内定

全11回（1回90分）

面接カードの添削２回付き

全8回（1回90分）

※直前期には、過去 20 年分の過去問をデータで進呈します。

～過去問データ進呈～

★第7回は45分館です。※ 資格職・技術職志望の方は、全8回でお申込みいただけます。（2・3・4回を除く）

【CSSコース生価格】　Ⅰ類・事務：￥15,000-
　　　　　　　　　　資格職・技術職：￥9,000-

特別区ゼミⅠ類・事務
＜単科＞

特別区ゼミⅠ類・事務
＜フルコース＞

特別区ゼミ資格職・技術職
＜単科＞

特別区ゼミ資格職・技術職
＜フルコース＞

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11

2/11（土） 2/18
（土）

2/25
（土）

3/4
（土）

3/11
（土）

3/11
（土）

3/18
（土）

3/25
（土）

4/1
（土）

4/8
（土）

※ 国税ゼミもお申込の場合は、講義が重複するため上記価格より￥5,600-OFFです。

【CSSコース生価格】　行政職：￥15,000-　　技術職：￥5,600-

※ の科目は国税ゼミと合同です。

国家一般職ゼミ
＜単科＞

国家一般職ゼミ
＜フルコース＞

1 2 3 4 5 6 7 8

5/10（水） 5/15（月） 5/20（土） 5/25（木）

※直前期には、過去６年分の
　過去問をデータで進呈します。

過去問データ進呈

６



国税
ゼミ

合格者の声

　　　　　　　私は国税専門官を第一志望で各種対策を行ってきました。その中で
　　　　　　も明確に合格に直結したのは、この国税ゼミだと思っています。
　　　　　　　ご存知かと思いますが、国税専門官の試験は専門記述や会計学の
　　　　　　存在等、他の試験種にはない特徴があり、対策が必要です。私は国税
ゼミを受講し、専門記述の予想テーマを的中させ、会計学の適確な指導していただ
いたお陰で合格出来たと思っています。中でも、専門記述のテーマ予想は恐ろしい精
度ですし、独学では対策が不可能だと感じたので受講して良かったと強く感じまし
た。皆さんもこの国税ゼミを受講し合格を掴み取ってください！

長谷川 新さん 東京国税局内定

裁事
ゼミ

合格者の声

　　　　　　　私は裁判事務官が第1志望だったので、迷わず裁事ゼミを受講しま
　　　　　　した。裁事ゼミでは専門択一、専門記述の戦い方を細かく教えてくださ
　　　　　　います。また、過去10年分の頻出論点や出題傾向を教えていただいた
　　　　　　ので効率良く学習を進めることができました。裁判事務官の筆記試験
は他の職種の試験に比べ、出題科目数や試験時間の面で特殊な面がありますが、裁
事ゼミできっちり対策を行えば自信を持って試験に挑むことができると思います。裁
判事務官への志望度が高い人にはとてもおすすめの講座です！

市原 安奈さん 甲府地方裁判所（裁判所事務官）

国税の傾向を知り、
万全の対策を!!

特徴濃い裁事試験、
攻略法大公開の
総まとめ講義！

全9回
（1回90分）

※ 国家一般職ゼミもお申込の場合は、講義が重複するため上記価格より￥5,600-OFFです。

【CSSコース生価格】　行政職：￥15,000-

※ の科目は国家一般職ゼミと合同です。

国税ゼミ＜単科＞ 国税ゼミ＜フルコース＞

1 2 3 4 5 6 7 8 9

5/10（水） 5/15（月） 5/20（土） 5/25（木）

※直前期には、過去６年分の
　過去問をデータで進呈します。

過去問データ進呈

5/30
（火）

【CSSコース生価格】　行政職：￥15,000-

裁事ゼミ
＜単科＞

裁事ゼミ
＜フルコース＞

1 2 3 4 5 6

3/1（水） 3/10（金） 3/20（月）

※直前期には、過去７年分の
　過去問をデータで進呈します。

過去問データ進呈

全6回（1回90分）

3/30
（木）

７



面接のプロ講師が
あなたのために親身な指導。

モギメン
お申込みは
CSS公務員セミナー
まで
お電話で￥18,900-

￥21,000-
モギメン３回パック

面接カード添削付き

￥29,750-
￥35,000-
モギメン５回パック

面接カード添削付き

￥56,000-
￥70,000-
モギメン10回パック

面接カード添削付き

￥7,000-

モギメン（１回）
（面接15分+指導10分）
※面接カードの添削はありません。

公務員内定へ

８



※お電話申し込みの翌日中（金融機関翌営業日）に受講料のお振込みを
　いただけない場合は、ご予約はキャンセルさせていただきますので、
　ご注意ください。
※ご予約いただきながら、ご入金がなかった場合は、その後のお申し込みを
　お断りさせていただく場合があります。ご了承ください。

まずはCSS公務員セミナーへお電話でお申し込みください。

申込受付電話　TEL：043-207-2828
（受付時間 10：00～20：00）

名義：株式会社キャリア・サポート・セミナー

京葉銀行　みどり台支店
普通預金　5298131

お申込・予約から実際のモギメンへの流れ

当日の流れ

日程を予約

CSSへお電話

予約確定

受講料を
振込み

☆「モギメンパック」をお申込みの方
　ご入金確認後に、「WEB予約のご案内」をメールでお届けします。
　予約専用WEBサイトより、ご自身で日程を予約してください。

★「The モギメン（単回）」をお申込みの方
　お電話にて模擬面接日程の予約をしていただきます。申込日から
　２日後以降の、ご希望の日をお伝えください。ご予約可能時間帯
　をお知らせします。アクセスしていただくCSSの Zoomアカウント
　名をお知らせします。

お電話でのご予約の翌日（金融機関翌営業日）までに、受講料を
お振込みください。お振込みいただく銀行口座は以下の通りです。

受講料のご入金が当社にて確認できましたら、
ご予約が確定となります。
（モギメンパックの方はWEBサイトからの予約をもって予約確定となります）

①

②

③

◆来校面接の場合
予約時間前にご来校ください。来校時、受付にて模擬面接を
受ける旨を伝えてください。教室をお伝えします。
持ち物は、面接カード、筆記用具など。服装は実際に面接を
受ける格好でお越しください。

◆オンライン面接（Zoom）の場合
予約日前日までに CSS へ面接カードを FAX またはメールにて
提出し、予約時間に指定の Zoomミーティングルームへ
アクセスしてください。服装はチェックしませんので、
カジュアルで構いません。

９



【パック内容：講義10回（各90分）＆演習10回（添削付き）】 

都庁・特別区・県庁・市役所・裁判所一般職・警察官・消防官の論文対策を万全に！
論文の書き方、論点予想、行政論文の傾向などを徹底指導。
専門講師による丁寧な添削により、合格レベルの教養論文を完成させよう！

パック教養論文
CSS公務員セミナー/2023年受験対策

講義 10回・演習 10回
(各回添削付き)

各分野1回 (90分)

※課題は講義にて配布、またはご自身で書きたい課題です。
※答案を作成後、下記いずれかの方法にて添削を受けてください。

講　義

10回（添削付き）演　習

講　師

＜大好評!! 鈴木先生の著書＞
・『公務員試験 無敵の論文メソッド』（実務教育出版）
・『何を書けばいいかわからない人のための小論文のオキテ55』（KADOKAWA/中経出版）

鈴木鋭智先生ほか、多数のプロ講師が添削指導を行います！

内　容
第1・2回 第3・4回 第5・6回 第7・8回 第9・10回

Web講義 10/29(土)
～視聴開始

11/12(土)
～視聴開始

11/26 (土)
～視聴開始

12/17 (土)
～視聴開始

12/10(土)
～視聴開始

論文の定義
論文対策の
３つの柱

メリット・デメリット
解決策

問題点・原因
解決策

自己PR
体験談型論文の構成
人生における
成功体験の整理

主な職種の
出題傾向

① CSS各校窓口にて提出・返却
② FAXにて送受信
③ メールにて送受信[word／PDF]

[答案提出/受取方法] 以下いずれの方法でも可能

※送信先メールアドレスは、お申込時にご案内致します。
※手書き答案は、スキャナーで読取りPDFファイルでご送信下さい。

※答案返却は提出の約1週間後です。

【鈴木鋭智 Official Site】
http://suzukieichi.com/

ブログには、論文作成に
役立つヒントがたくさん！

Youtube『教養論文パック』で論作文を万全に！
無料視聴はこちらから⇒⇒⇒

※講義内容は多少変更する場合があります。
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(税込・答案提出/返却送料除く)

¥40,000-受講料
テキスト

添削例

・文体・内容・構成など、講師からの詳細な添削。
・あなたの志望先・経験などに沿った指導を受けられます。
・基礎編から実践編へ、ステップアップ課題で無理なく論文作成のコツがつかめる
  カリキュラムです。

細かく丁寧な添削指導！しっかり復習して実力UP!!

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↑

0 5
※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。

吉川 講師ブログ 公務員合格者ブログ

【お申込方法】

名義：株式会社キャリア・サポート・セミナー

京葉銀行　みどり台支店
普通預金　5298131

※振込時の手数料は
　お申込者様負担とさせていただきます。

[ 振込先 ]

[ 振込後 TEL 連絡先 ] 8282-702-340.LET

下記フォームよりお申込みください。

【2023目標】直前対策講座申込フォーム

申込はこちら↓

https://forms.gle/
    K95QhT4pcrfqvaqz9

CSS生特価￥1,200-（税込）
にて販売中‼
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https://forms.gle
 /K95QhT4pcrfqvaqz9
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https://forms.gle/K95QhT4pcrfqvaqz9
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刑法・労働法に勉強時間はとれていますか？
主な県庁・市役所で課せられる刑法・労働法。短時間で要点整理しましょう。

▶
▶
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CSS の実戦トレーニングCSS の実戦トレーニング

　　　　　　　数的実戦トレーニングではその名の通り実際の試験と同じ問題量、時間で行う
　　　　　　テスト形式の講座です。都庁をはじめ数的に得点配分を多く割いているところが
　　　　　　多く、ぜひ対策しておきたい教科です。この講座の一番の魅力は本番と同じ空気
を味わえるところです。本番の試験で一番怖いのは緊張や焦りから実力通りの結果が出せない
ことです。この講座を受ければ本番の空気など大したことないと思えるくらいに鍛えられます。
テスト形式で低い点数を取るのが嫌だと思っていても、毎年最初は低い点数だった人も直前に
は高得点を取っているので受け続ければ効果は出ます！僕自身この講座が一番タメになったと
思っているので皆さんにも強くお勧めします！

　　数的処理は教養試験の 3 分の 1 から半分近くを占める科目であり、点数を取るかによって筆
　記試験の通過率が変わってくるといっても過言ではありません。また、この科目で安定して点数
　を稼ぐことによって、人文科学や自然科学といった暗記科目の負担軽減や本番での安心感が　
　違ってきます。私は数的処理は苦手でしたが苦手な人向けの闘い方を教えてくれたおかげで、
　受けた筆記試験は全て通過することができました。また試験と同じ雰囲気で解くため本番で想
　定される焦りを感じることが出来たり、問題の取捨選択の仕方を学ぶことが出来ます。数的処理
　は合格のために避けて通れない科目です。是非オススメする講座です！

松本 和樹 さん
東京都庁   類B（事務・一般方式）内定Ⅰ

数的実戦トレーニング
判断推理・数的推理・資料解釈の各分野から、厳選過去問を時間内で解く”実戦トレーニング”
直前期の力試し、知識定着確認に活用して下さい。

地上・国般クラス

警察消防市役所クラス

大切な直前期、問題演習により弱点を補強しよう！

合格へ一歩近づくための実戦講座 !!

自宅受験方法（オンライン受験）
お申込み後、ID・パスワードを発行し、Webでの解説講義受講方法をお知らせ
します。問題・解答用紙はご自宅へお送りしますので、ご自身で時間を計り、
問題を解いてください。自己採点し、解説講義を受講してください。

金・土・日は数的実戦トレーニング！（会場受験）
各回の日程から、いずれかご都合のよい日にご参加ください。
問題は、各回どの曜日も同内容です。

岩瀬 拓也 さん
特別区（江戸川区）内定Ⅰ

※【CSS コース生価格】￥3,000-
※会場受験かご自宅受験か、申込時に選択してください。￥7,200-受講料

２回 ３回 ４回 ５回 ６回 ７回 ８回 ９回１回

【実施日程】会場受験〔CSS校舎にて〕11:00～12:00

実施日

実施時間
解説講義
Web視聴
開始日

3/17（金）
3/18（土）
3/19（日）

3/24（金）
3/25（土）
3/26（日）

3/19（日）
12：00

3/26（日）
12：00

11:00～12:00 11:00～12:00

3/31（金）
4/1（土）
4/2（日）

4/2（日）
12：00

11:00～12:00

4/7（金）
4/8（土）
4/9（日）

4/9（日）
12：00

11:00～12:00

4/14（金）
4/15（土）
4/16（日）

4/16（日）
12：00

11:00～12:00

4/21（金）
4/22（土）
4/23（日）

4/23（日）
12：00

11:00～12:00

7/1（土）

7/1（土）
12：00

11:00～12:00

8/5（土）

8/5（土）
12：00

11:00～12:00

9/2（土）

9/2（土）
12：00

11:00～12:00

合
格
者
の
声
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自然科学実戦トレーニング
問題演習（60分）・解説講義（90分）内　容

受講料

日　程

￥3,000-
〔CSS コース生価格：￥1,500-〕

（税込・レジュメ代込）

小林 政博先生

講　師

合格者の声

　　　　　 　自然科学の分野は高校で勉強して以来
　　　　　遠ざかっていて、どう対策していけばいい
　　　　　のか分かりませんでした。また、出題数も
少ないのでどうしても勉強が後回しになりがちです。
実戦トレーニングを受けることで基本問題や頻出問
題に触れることができ、しっかり復習講義を受けるこ
とで安心や自信に繋がりました。本番前にテスト形式
の問題演習ができるところも良いところです。手薄に
なりがちな範囲だからこそ、実戦トレーニングを受け
ることをお勧めします！

阿竹 もなみ さん 家庭裁判所調査官補 内定

人文科学実戦トレーニング

星 文彦 先生
講　師

合格者の声

　　　　　　　　私は人文科学実戦トレーニングを受講したこと
　　　　　　　で自信を持って本試験に望むことができました。
　　　　　　　その理由は２つあります。１つは問題が先生が厳
選して作った予想問題だからです。もちろん問題を解けたら自信に
なりますし、たとえ解けなくてもこれさえ覚えれば本番では大丈夫と
いう安心感に繋がりました。もう１つは教室でみんなと一緒に解くこ
とで本番さながらの緊張感を感じ、さらなるやる気アップに繋がる
からです。実戦トレーニングを受講すれば、問題だけをもらうことも
可能ですが、できれば教室で受けることをおすすめします。ランキン
グに載ることをモチベーションに、友人と競い合いながら勉強するこ
とでより点数アップに繋がるでしょう。

Y・T さん 東京都庁Ⅰ類B（事務・一般方式）内定

※会場受験かご自宅受験か、申込時に選択してください。

第１回 第２回

問題演習

解説講義
Web視聴
開始日

4/1（土）
13:00～14:00

4/8（土）
13:00～14:00

4/2（日）
　　　　より

4/9（日）
　　　　より

会場受験はCSS校舎（西千葉）にて

問題演習（60分）・解説講義（90分）内　容

受講料

日　程

￥3,000-
〔CSS コース生価格：￥1,500-〕

（税込・レジュメ代込）

※会場受験かご自宅受験か、申込時に選択してください。

第１回 第２回

問題演習

解説講義
Web視聴
開始日

4/2（日）
13:00～14:00

4/9（日）
13:00～14:00

4/10（月）
　　　　　より

4/3（月）
　　　　より

会場受験はCSS校舎（西千葉）にて
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社会科学実戦トレーニング

講　師

文章理解実戦トレーニング

鈴木 鋭智 先生
講　師

合格者の声

　　　　　　　文章理解実戦トレーニングは、文章理解
　　　　　　をどのように勉強していけば良いのかわ
　　　　　　からない人や、勉強しなくてはならない科
目が多く、文章理解をじっくり勉強する時間が無い人に
とくにおすすめしたいです。わたしは時間がなかったこ
ともあり、文章理解はこの講座以外ではほとんど勉強し
ませんでしたが、実践トレーニングによる本番に近い状
況での問題演習を複数回行うことができたおかげで文
を読むことにだんだんと慣れていき、文章理解を得点源
にすることができました。

星野 茉由奈 さん 特別区（中野区）内定

川井 太郎先生（経済）
吉川 長利先生（法律・政治）
藤森 純一先生（社会）

問題演習（60分）・解説講義（30分）内　容

￥6,000-
〔CSS コース生価格：￥2,800-〕

受講料 （税込・レジュメ代込）

※会場受験かご自宅受験か、
　申込時に選択してください。

日　程

第１回 第２回 第３回 第４回
問題
演習
解説講義
Web視聴
開始日

4/1（土）
15:00～16:00

4/2（日）
　　　より

4/8（土）
15:00～16:00

4/9（日）
　　　より

4/15（土）
15:00～16:00

4/22（土）
15:00～16:00

4/16（日）
　　　　より

4/23（日）
　　　　より

会場受験はCSS校舎（西千葉）にて

合
格
者
の
声

　　　　　　　大学生活が忙しかった私にとって、苦手な社会科学はどうしても後回しになりがちでした。また試
　　　　　　験勉強のスタートが遅かった為、範囲も広い社会科学はどの分野から手をつけていいのかわからな
　　　　　　い状況でした。そんな中、社会科学実践トレーニングでは過去問から分析して出題頻度の高い箇所
を演習形式で取り組むことができます。残りの勉強時間も限られてくる直前期に本当に復習しなければならない分
野がわかり効率良く学習を進めることができました。また直前期に数回に分けてテストを行うため、自分の中で社
会科学から逃げない為のペースメーカーとなっていたと思います。結果として教養試験では過去問演習よりも良い
成績を収め無事第一志望先に内定することができました。

吹田 希 さん 東京都庁Ⅰ類B（事務・新方式）内定

問題演習（60分）・解説講義（90分）内　容

受講料

日　程

￥3,000-
〔CSS コース生価格：￥1,500-〕

（税込・レジュメ代込）

※会場受験かご自宅受験か、申込時に選択してください。

第１回 第２回

問題演習

解説講義
Web視聴
開始日

4/2（日）
15:00～16:00

4/9（日）
15:00～16:00

4/10（月）
　　　　より

4/3（月）
　　　　より

会場受験はCSS校舎（西千葉）にて
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千葉市稲毛区弥生町4-37
TEL.043-207-2828
JR西千葉駅より徒歩5分　千葉大正門前

吉川 講師ブログ 公務員合格者ブログ

友だち
追　加

お支払い方法

専用フォームよりお申込後、下記口座へ受講料をお支払いください。
入金が確認でき次第、お申込み完了となります。

お申込み方法

当直前講座案内に掲載の講座は、
『CSS直前対対策講座申込フォーム』より
お申込みください。

下記講座は、面接日程予約の都合上、電話申込となります。

・モギメンパック　　・The モギメン

https://forms.gle/K95QhT4pcrfqvaqz9

お申込フォームは
こちらから↓↓↓

受講料
振込先

名義：株式会社キャリア・サポート・セミナー
京葉銀行　みどり台支店　　　普通預金　5298131

◆Web講義の受講方法は、お申込み完了後、メールにてCSSよりご連絡いたします。


