
月謝制度あり

CSS 公務員セミナー /2018 年受験対策コース案内 販売期間：2017年11月1日～2018年9月30日
受講期間：2017年11月1日～2018年試験終了まで

20171113 全

月謝制度あり公務員試験 
講座案内

行政書士受験生対象
法律科目サポートデスク

本コースは、行政書士試験受験者を対象とし、既習の法律科目を再確認しつつ公務員試験に向けて
実戦力の養成を目的としたカリキュラムです。

コースの特徴
行政書士試験受験者用の新機軸コース

インプット講義 論文対策 人物試験対策+ +

早期申込特典早期申込特典 までに申込を
済ませた方11/30（木）

で受講できます。
受講料（定価）

より 10％OFF10％OFF
※申込時に行政書士試験受験票をご提示ください。

①『行政書士受験生対象  公務員教養コース』
②『行政書士受験生対象  公務員教養専門コース』
③『行政書士受験生対象  公務員フルコース』

①『行政書士受験生対象  公務員教養コース』
②『行政書士受験生対象  公務員教養専門コース』
③『行政書士受験生対象  公務員フルコース』

CSS の行政書士試験受験生対象コース

なぜ、公務員試験なの？？
なぜ、公務員試験なの？？

！
受験科目が重複しているから、行政書士受験生に有利！

行政書士受験生対象各コース受講者は、CSS 公務員セミナー法律系講師による

をご利用いただけます。『法律科目サポートデスク』　『法律科目サポートデスク』　

行政法・憲法・民法・政治・経済・社会・文章理解・・・・。
行政書士試験のために勉強した科目が、公務員試験の科目になります。そのため、その他の科目を加えれば、
地方公務員試験・国家公務員試験・警察官試験・消防官試験などが受験できます。
行政書士として独立開業し、軌道に乗せるには、かなりの努力が必要ですが、
公務員として国・自治体などで働くことで、社会的な地位や収入が安定し、ゆとりある生活ができます。
公務員試験は、毎年 5月から順次行われます。
2018 年公務員試験で合格・内定を得るためのアドバンテージが
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　行政書士受験生にはあります！　



各コース案内

①『行政書士受験生対象  公務員教養コース』①『行政書士受験生対象  公務員教養コース』

②『行政書士受験生対象  公務員教養専門コース』②『行政書士受験生対象  公務員教養専門コース』

よしかわ ながとし
吉川 長利 講師
よしかわ ながとし
吉川 長利 講師

法律系科目担当

　行政書士試験における一般知識等は、政治・経済・社会、情報通信・個人情報保護、
文章理解と公務員試験と共通な部分がありますが、数的処理をはじめとする一般知
能はもとより一般知識でも出題範囲の広さの点で、大いに補充が必要になります。
　そこで、教養試験対策を効率よく行うことにより行政書士試験の積み上げを最大
限に生かしながら、市役所・国立大学法人等、教養試験のみの公務員試験にシフト
することを目指すのが、このコースです。

よしかわ ながとし
吉川 長利 講師
よしかわ ながとし
吉川 長利 講師

法律系科目担当

　行政書士試験における最重要科目は、５肢択一式だけでなく、多肢選択式、記述式の問題
も出題される憲法、民法、行政法です。これらに商法を加えた個別法については自分のペー
スで勉強が進んでいる方も少なくないでしょう。
　そこで、このコースでは、憲法、行政法、民法、商法については、「法律科目サポートデスク」
による質問受付回答を利用して、勉強の中で生じた疑問点を解決するにとどめ、一般知能や
一般知識といった教養試験科目や、専門試験科目のうち政治・行政系科目、経済系科目等に
ついて公務員試験対策講座を受講します。今までの積み上げを活かして効率よく専門試験の
ある公務員試験にシフトするためのコースです。

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、メール /電話でも可
・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　・文章理解　・自然科学　・社会科学　・人文科学
・教養論文対策　講義＆演習
・時事
・数的実戦トレーニング　・数的チャンピオンシップ　・資料解釈特講　　その他多数　　　
・面接講義　・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　・市役所面接特講　・プレゼンテーション特講

・戦略講義

筆
記
試
験
対
策

択一対策
論文対策
時事対策
特別講義

人物試験対策

総合対策 通信生でも安心！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〕

￥156,000-受講料：
（税込・テキスト代込）

月謝制度あり
早期申込割引あり

通学科 ￥164,000-通信教育科

￥250,000-受講料：
（税込・テキスト代込）

月謝制度あり
早期申込割引あり

通学科 ￥262,500-通信教育科

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、メール /電話でも可
・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　・経済原論
・自然科学　・社会科学　・人文科学　・文章理解　・財政学 /経済 / 社会政策　・刑法　・行政学　・政治学
・経営学　・社会学　・労働法　・国際関係　・会計学

・時事
・数的実戦トレーニング　・数的チャンピオンシップ　・資料解釈特講　・裁事憲法論文特講
・国税会計学 5点 UP講座　　　その他多数あり

・教養論文対策　講義＆演習　・専門記述対策　講義＆演習

・面接講義　・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
・面接特講（自治体別）　・プレゼンテーション特講　・官庁訪問対策講座

・都庁合格戦略　・特別区合格戦略

・志望職種別ゼミ（都庁 /特別区 /国家一般職 /国税 / 裁事）※別途申込みが必要です

・戦略講義

筆
記
試
験
対
策

主要科目

マイナー科目

論文対策
時事対策

特別講義

戦略講義
その他
ゼミ

人物試験対策

総
合
対
策

通信生でも安心！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〕

※全コースで「法律科目サポートデスク」をご利用いただけます。



③『行政書士受験生対象  公務員フルコース』③『行政書士受験生対象  公務員フルコース』

よしかわ ながとし
吉川 長利 講師
よしかわ ながとし
吉川 長利 講師

法律系科目担当

　行政書士試験科目のうち、憲法、民法、行政法、商法等については、公務員試験にも
生かせる水準といえます。しかし、国家公務員、地方上級等の大卒レベルの公務員試験
では、その他に専門科目として政治・行政系、経済系の科目も要求される場合が多いです。
また、教養試験対策では数的処理を中心とする一般知能対策が必要なほか、一般知識も
出題範囲の広さの違い等から大いに補充が必要です。
　このコースは、法律系科目や一般知識等の行政書士試験の知識を生かしながらも、本
格的に公務員試験にチャレンジし、合格を確実にしようとする方を応援するコースです。

￥313,000-受講料：
（税込・テキスト代込）

月謝制度あり
早期申込割引あり

通学科 ￥328,000-通信教育科

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、メール /電話でも可
・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　・経済原論　・憲法　・民法　・行政法
・自然科学　・社会科学　・人文科学　・文章理解　・財政学 /経済 / 社会政策　・刑法　・行政学　・政治学
・経営学　・社会学　・労働法　・国際関係　・商法　・会計学

・時事
・数的実戦トレーニング　・数的チャンピオンシップ　・資料解釈特講　・裁事憲法論文特講
・国税会計学 5点 UP講座　　　その他多数あり

・教養論文対策　講義＆演習　・専門記述対策　講義＆演習

・面接講義　・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
・面接特講（自治体別）　・プレゼンテーション特講　・官庁訪問対策講座

・都庁合格戦略　・特別区合格戦略

・志望職種別ゼミ（都庁 /特別区 /国家一般職 /国税 / 裁事）※別途申込みが必要です

・戦略講義

筆
記
試
験
対
策

主要科目

マイナー科目

論文対策
時事対策

特別講義

戦略講義
その他
ゼミ

人物試験対策

総
合
対
策

通信生でも安心！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〕

『法律科目サポートデスク』　『法律科目サポートデスク』　のご案内
ご来校またはお電話にて、疑問点・不明点をご質問ください。
CSS公務員セミナー 講師が、法律系科目の質問にお答えします！

※ご来校前には、予定表・お電話にて必ず講師の在校をご確認ください。

法律科目サポートデスク担当
    ：吉川 長利 講師（CSS公務員セミナー専任講師）

お電話でもご来校でもＯＫ！！まずはお問合せを。
ガイダンス日程は CSS の HPでご確認ください。

受講相談 随時受付中 !!
公務員試験の内容・勉強法・面接対策など
あらゆる疑問をココで解決しよう！CSS 各校では、

随時受講相談を承ります。

千葉大
前校

TEL.
043-207-2828

中央大
前校

TEL.
042-670-1212

各種ガイダンス開催中 !!

http://cs-seminar.com
　　　　　/guidance.html



CSS 各校のご案内 CSS各校では見学・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。

千葉大前校 中央大前校

教室教室

外観外観

教室教室

外観外観

受講料

申込方法

10530-14431721

【 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〕
※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

行休
てお渡
( 銀 業日の場合は翌営業日)※初回引き落としは申込翌月25日、以降毎月25日

※定額口座引き落とし申請用紙はCSS 校舎窓口に 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。

〕

※2017 年 11月 30日までにお申込みの場合、上記価格より 10％OFF でご受講いただけます。

通学科
通信教育科
通学科
通信教育科
通学科
通信教育科

(送料込)

行政書士受験生対象
　公務員教養コース
行政書士受験生対象
　公務員教養専門コース
行政書士受験生対象
　公務員フルコース

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

￥156,000
￥164,000
￥250,000

￥313,000
￥328,000

￥78,750
￥82,750
￥125,750

￥157,250
￥164,750

￥15,750
￥16,550
￥25,150

￥31,450
￥32,950

￥7,950
￥8,350
￥12,650

￥262,500 ￥132,000

￥79,500
￥83,500
￥126,500

￥158,000
￥165,500

￥132,750￥26,400 ￥13,275
￥15,800
￥16,550

※月謝払いの場合は手数料がかかります。5回払いが￥1,500-、10回払いが￥3,000-です。

毎月15日・年末年始
10:00-20:00〔営業時間〕

〔 定 休 日 〕CSS公務員セミナー

八王子市東中野 229-1 

TEL.042-670-1212
中央大前校千葉大前校
多摩モノレール
中央大学・明星大学駅より
徒歩 60 秒

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↑地図はこちらから↑

明星大学

中央大学

中央大学
明星大学駅

CSS キャリア・サポート・セミナー
公式フェイスブックページにて

最新情報を公開中！

Facebook
csskoumuinsem

ＣＳＳの情報はブログでキャッチ！
川井 太郎 講師ブログ
吉川 長利 講師ブログ

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

公務員合格者 ブログ http://ameblo.jp/css-koumuin/

css_koumuin


