
CSS公務員セミナー/2020年受験対策コース案内 販売期間：2018年9月1日～2018年12月27日
受講期間：2018年9月1日～2020年11月30日

20181011 全

地方上級・国家一般職レベル完全対応 らくらくお支払い
月謝制度あり

1.5 年公務員合格コース
大学２年生のための

2 年生
応援キャンペーン までのお申込みで ...12/27（木）
① ペア割引適用 ②お一人様割引

初回無料公開講義

10/20（土）14：00～17：00

参加無料・要予約
参加予約は
HPまたは
お電話にて

会場：CSS千葉大前校

『数的処理』

詳しくはp.11を
ご覧ください。最大 36％OFF 10％OFF

千葉大前校
通　学　科
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CSS 公務員セミナーCSS 公務員セミナー
公務員専門校︕公務員専門校︕

CSS 式個別戦略の指導

プロの講師が繰り返し指導する模擬面接

ベテラン講師・受験アドバイザーに即質問︕

現役公務員（OB・OG）や合格者チューターが
支えてくれる︕

CSS には、面接のプロが多数在籍。
所作や話し方といった基礎的なことから繰り返し
指導を受けることで、見違えるほど上達します。
合格者からも例年大好評です︕

CSS各校舎には、ベテラン講師や受験アド
バイザーが常駐しています。気になることが
あれば、その場で質問も可能です。
不安なことはその場で解消しましょう︕

CSSを巣立ったOB・OGは各地で公務員として活躍し
ています。また、合格者チューターには校舎で相談も
可能です。時間の使い方やリフレッシュ方法など同じ
目線でアドバイスをしてくれます。

お申込み後、志望先や学生生活に
合わせた個別戦略指導を行います。
ベテラン講師のアドバイスで、
あなたに合ったオリジナル学習プラン
を立てましょう︕
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最終合格率　　　　　の８つの理由最終合格率　　　　　の８つの理由92.5％％％

自習室は私の勉強部屋

アットホームな雰囲気の中、
かけがえのない仲間ができる

通信生のフォローも万全、
電話・メール ・skype でいつでも相談 OK ︕

各校舎には自習室を備えています。
各自の勉強部屋としてフル活用してください。
快適な学習環境で、集中して勉強ができます。
また、仲間との交流も生まれ、
心強く感じられます。

試験情報・採用情報などは、各校舎に
掲示しています。また、主な自治体の
採用説明会も校舎で開催します。
前年までの面接データを再現シートに
まとめ、データ閲覧できます。

志を同じくする仲間と出会い、ともに
合格を目指しましょう。講師もスタッフも、
あなたの協力者です。

遠方からのお申込みでも心配ありません。
電話・メール・skype でご相談、ご質問して
頂けます。skype での模擬面接も好評です︕

試験・官庁・自治体情報が豊富



大学2年生のための
1.5年スタンダードコース

1.5 年国家総合職コース

1.5 年市役所教養コース

1 . 5 年技術職コース

1.5年警察官・消防官コース

コースラインナップ L I V E 講義日程

スケジュール

★通学科講義は14:00～17:00にて実施。欠席フォローはDVDで可能です。（追加料金不要）
★通信教育科は毎週木曜日に１週間分の教材を発送します。また、通学科講義への参加も可能です。
★ご受講のコースにより受講科目は異なります。

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月12月

★

人物試験対策

戦略講義 ★ ★ ★

※別途申込みが
　必要です。

戦略講義 戦略講義 戦略講義

2019年

2020年

2018年

2019年

9月 10月 11月 1月 2月 3月12月

主要科目（講義１回目）

主要科目（講義２回目）/  主要科目（アウトプット）

マイナー科目

論文対策

時事 ゼミ

欠席フォロー期間

大学2年生

大学3～4年生

！

ご自身の都合に合わせて、3年生時に
受ける科目を、2年生時に前倒しで受
ける事も可能です。ご相談ください。

講義スケジュールの
個別調整できます

基礎講座

CSS のコースでは 筆記試験から人物試験まで しっかり
対策を行います。内定獲得まで 責任を持ってフォローします。

※初年度のその他科目はDVD視聴です。

「数的処理」
講師 : 川井太郎先生

第1回　10/20（土）
第2回　10/27（土）
第3回　11/17（土）
第4回　12/1（土）
第5回　12/22（土）
第6回　1/12（土）
第7回　1/19（土）
第8回　1/26（土）
第9回　2/2（土）
第10回　2/9（土）
第11回　2/16（土）
第12回　2/21（木）

大学2年生のための

大学2年生のための

大学2年生のための

大学2年生のための

14:00
　～ 17:00



じっくり時間をかけて確実に公務員になる！大学 2年生対象コース

本コースは、じっくり時間をかけて公務員の勉強をしたい大学 2年生のためのコースです。
公務員試験は多くの科目を学習します。早期に学習をスタートすれば、合格の可能性は
高まります。

本コースのカリキュラムには多くの科目が含まれており、他職種の試験に対応しております。
併願をお考えの方にはピッタリのコースです。

じっくり時間をかける、大学 2年生向けのコース

併願もバッチリ！多くの職種にチャレンジできます

2 年目（大学 3年生～ 4年生秋）
実戦力養成　⇒　受験

１

２

※講義 1 回は約 3 時間

1 年目（大学 2年生）
基礎力養成

コースの特徴

受　講　料

通学科 通信
教育科

一括払い総額 月謝払い総額 前　金 各回支払額

５回払い

10回払い
￥397,000 ￥398,500

￥400,000
￥199,250
￥200,000

￥39,850
￥20,000

一括払い総額 月謝払い総額 前　金 各回支払額

５回払い

10回払い
￥416,000 ￥417,500

￥419,000
￥208,750
￥209,500

￥41,750
￥20,950

（税込・テキスト代含む）

※数的処理基礎講座 7 回・経済基礎講座 9 回

講 義 内 容

※講義日程、回数は変更となる場合がございます。講義日程表は別紙をご参照ください。

主要５科目

人物試験対策

相談受付
メンタルケア

策
対
験
試
記
筆

策
対
合
総

※インプット講義は、
　2018年度と2019年度
　の2回受講できます。

 
[インプット] ・数的処理 13回　・経済原論 19回　・憲法 9回　・民法 15回　・行政法 10回
[ 基 礎 講 座 ] ・数的処理基礎講座 7回　・経済基礎講座 9回

[アウトプット] ・数的処理 13回　・経済原論 19回　・憲法 9回　・民法 15回　・行政法 10回
・数的チャンピオンシップ 3回

・戦略講義 4 回

・時事 4 回

・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
・面接講義 6回　・面接特講（都庁/特別区/県庁 /市役所）各1回　・官庁訪問対策講座 1回

・教養論文対策講義 5 回＆演習 10 回　・専門記述対策講義 3 回＆演習 10 回

・自然科学 15 回　・社会科学 16 回　・人文科学 12 回　・文章理解 4 回
・財政学 7 回　・刑法 7 回　・行政学 7 回　・政治学 9 回　・経営学 5 回
・社会学 6 回　・労働法 3 回　・国際関係 4 回　・商法 5 回　・会計学 9 回

・都庁合格戦略 1 回　・特別区合格戦略 1 回

・数的実戦トレーニング 9 回　・資料解釈特講 1 回　・国税会計学 5点 UP講座 4 回
・裁事憲法論文特講 1 回　　　他

マイナー科目

論文対策

時事対策

特別講義
※直前オプション

戦略講義

その他

ゼミ ※直前オプション

通信生も安心！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 ]

・講師への相談/質問※講師在校時随時(ほぼ毎日）メール/電話でも可能
・チューター（合格者）との個別相談9月～翌年3月　・親睦会2回（2018年10月・2019年10月）

・志望職種別ゼミ（国家総合職 /都庁 / 特別区 /国家一般職 /国税 / 裁事） 各 6～ 10 回

大学２年生のための

1.5年スタンダードコース



じっくり時間をかけて確実に公務員になる！大学 2年生対象コース

コースの特徴
　近年の国家総合職試験は、「総合職」の名前に気
圧されずにするべき対策をすれば、大学や学部での
専攻に関わりなく最終合格できます。
　本コースは、大学２年生のための1.5年スタン
ダードコースに加え、少人数・個人指導・徹底フォ
ローが特徴の『国家総合職ゼミ』を受講２年目の
10月から受講できるコースです。模擬面接も回数
無制限で受講できます。

受　講　料

通学科 通信
教育科

一括払い総額 月謝払い総額 前　金 各回支払額

５回払い

10回払い
￥412,000 ￥413,500

￥415,000
￥206,750
￥207,500

￥41,350
￥20,750

一括払い総額 月謝払い総額 前　金 各回支払額

５回払い

10回払い
￥432,000 ￥433,500

￥435,000
￥216,750
￥217,500

￥43,350
￥21,750

（税込・テキスト代含む）

講 義 内 容

※講義日程、回数は変更となる場合がございます。講義日程表は別紙をご参照ください。

主要５科目

人物試験対策

相談受付
メンタルケア

策
対
験
試
記
筆

策
対
合
総

※インプット講義は、
　2018年度と2019年度
　の2回受講できます。

 
[インプット] ・数的処理 13回　・経済原論 19回　・憲法 9回　・民法 15回　・行政法 10回
[ 基 礎 講 座 ] ・数的処理基礎講座 7回　・経済基礎講座 9回

[アウトプット] ・数的処理 13回　・経済原論 19回　・憲法 9回　・民法 15回　・行政法 10回
・数的チャンピオンシップ 3回

・戦略講義 4 回

・時事 4 回

・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
・面接講義 6回　・面接特講（都庁/特別区/県庁 /市役所）各1回　・官庁訪問対策講座 1回

・教養論文対策講義 5 回＆演習 10 回　・専門記述対策講義 3 回＆演習 10 回

・自然科学 15 回　・社会科学 16 回　・人文科学 12 回　・文章理解 4 回
・財政学 7 回　・刑法 7 回　・行政学 7 回　・政治学 9 回　・経営学 5 回
・社会学 6 回　・労働法 3 回　・国際関係 4 回　・商法 5 回　・会計学 9 回

・都庁合格戦略 1 回　・特別区合格戦略 1 回

・数的実戦トレーニング 9 回　・資料解釈特講 1 回　・国税会計学 5点 UP講座 4 回
・裁事憲法論文特講 1 回　　　他

・講師への相談/質問※講師在校時随時(ほぼ毎日）メール/電話でも可能
・チューター（合格者）との個別相談9月～翌年3月　・親睦会2回（2018年10月・2019年10月）

・国家総合職ゼミ（学習戦略：2回）（法律科目演習：憲法3回、民法4回、行政法4回）
  （論文対策：憲法2回・行政法2回・民法2回・公共政策1回・政策課題論文1回）（官庁訪問対策：1回）

マイナー科目

論文対策

時事対策

特別講義
※直前オプション

戦略講義

その他

ゼミ

通信生も安心！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 ]

大学２年生のための

1.5 年国家総合職 コース



基礎力を養って確実に合格を勝ち取るカリキュラム

コースの特徴

受　講　料

　本コースは、受講１年目に公務員試験の基礎力となる２科目を重点的に学習
し、受講２年目は市役所試験や国立大学法人、教養試験のみの自治体対策とな
る教養科目を中心に学習するカリキュラムです。

通学科 通信
教育科

一括払い総額 月謝払い総額 前　金 各回支払額

５回払い

10回払い
￥186,000 ￥187,500

￥189,000
￥93,750
￥94,500

￥18,750
￥9,450

一括払い総額 月謝払い総額 前　金 各回支払額

５回払い

10回払い
￥202,000 ￥203,500

￥205,000
￥101,750
￥102,500

￥20,350
￥10,250

（税込・テキスト代含む）

[ 受講１年目 ]

[ 受講２年目 ]

数的処理基礎講座
7 回 +

※市役所教養コース（2019 年受験対策）に参加

数的処理（１年目）
13回

講 義 内 容

※講義日程、回数は変更となる場合がございます。講義日程表は別紙をご参照ください。

通信生も安心！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 ]

・数的処理 13回　・自然科学 15回　・社会科学 16回　・人文科学 12回
・文章理解 4回　・数的チャンピオンシップ 3回択一対策

論文対策

時事対策

特別講義
※直前オプション

・教養論文対策講義 5回＆演習 10回

・時事 4回

・数的実戦トレーニング 9回　・資料解釈特講 1回　　　他

・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　・面接講義 6回　
・市役所面接特講1回

・戦略講義 4回

・講師への相談 /質問※講師在校時随時 ( ほぼ毎日）メール /電話でも可能
・チューター（合格者）との個別相談 9月～翌年 3月　
・親睦会 2回（2018 年 10 月・2019 年 10 月）

大学２年生のための

1.5 年市役所教養 コース



基礎力を養って確実に合格を勝ち取るカリキュラム

コースの特徴

受　講　料

　本コースは、専門知識を活かした技術系公務員試験にむけて、受講１年目は
基礎力となる２科目を重点的に学習し、受講２年目は技術職試験対策となる科
目を中心に学習するカリキュラムです。

通学科 通信
教育科

一括払い総額 月謝払い総額 前　金 各回支払額

５回払い

10回払い
￥210,000 ￥211,500

￥213,000
￥105,750
￥106,500

￥21,150
￥10,650

一括払い総額 月謝払い総額 前　金 各回支払額

５回払い

10回払い
￥225,000 ￥226,500

￥228,000
￥113,250
￥114,000

￥22,650
￥11,400

（税込・テキスト代含む）

[受講１年目]

[受講２年目]

講 義 内 容

数的処理基礎講座
7 回 +

※技術職コース（2019 年受験対策）に参加

数的処理（１年目）
13回

※講義日程、回数は変更となる場合がございます。講義日程表は別紙をご参照ください。

通信生も安心！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 ]

・数的処理 13回　・自然科学 15回　・社会科学 16回　・人文科学 12回
・文章理解 4回　・工学の基礎8回　・数的チャンピオンシップ 3回択一対策

論文対策

時事対策

特別講義
※直前オプション

・教養論文対策講義 5回＆演習 10回

・時事 4回

・数的実戦トレーニング 9回　・資料解釈特講 1回　　　他

・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　・面接講義 6回　
・市役所面接特講1回

・戦略講義 4回

・講師への相談 /質問※講師在校時随時 ( ほぼ毎日）メール /電話でも可能
・チューター（合格者）との個別相談 9月～翌年 3月　
・親睦会 2回（2018 年 10 月・2019 年 10 月）

大学２年生のための

1 .5 年技術職 コース



基礎力を養って確実に合格を勝ち取るカリキュラム

コースの特徴

受　講　料

　本コースは、受講１年目に公務員試験の基礎力となる２科目を重点的に学習
し、受講２年目は警察官・消防官試験対策となる教養科目を中心に学習するカ
リキュラムです。

通学科 通信
教育科

一括払い総額 月謝払い総額 前　金 各回支払額

５回払い

10回払い
￥186,000 ￥187,500

￥189,000
￥93,750
￥94,500

￥18,750
￥9,450

一括払い総額 月謝払い総額 前　金 各回支払額

５回払い

10回払い
￥202,000 ￥203,500

￥205,000
￥101,750
￥102,500

￥20,350
￥10,250

（税込・テキスト代含む）

[受講１年目]

[受講２年目]

用 ]

講 義 内 容

数的処理基礎講座
7 回 +

※警察官・消防官コース（2019年受験対策）に参加

数的処理（１年目）
13回

※講義日程、回数は変更となる場合がございます。講義日程表は別紙をご参照ください。

通信生も安心！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 ]

・数的処理 13回　・自然科学 15回　・社会科学 16回　・人文科学 12回
・文章理解 4回　・数的チャンピオンシップ 3回択一対策

論文対策

時事対策

特別講義
※直前オプション

・教養論文対策講義 5回＆演習 10回

・時事 4回

・数的実戦トレーニング 9回　・資料解釈特講 1回　　　他

・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　・面接講義 6回　
・市役所面接特講1回

・戦略講義 4回

・講師への相談 /質問※講師在校時随時 ( ほぼ毎日）メール /電話でも可能
・チューター（合格者）との個別相談 9月～翌年 3月　
・親睦会 2回（2018 年 10 月・2019 年 10 月）

大学２年生のための

1.5年警察官・消防官 コース



早期割引
12/27（木）

※他の割引との併用はできません。ご了承願います。

までにお申し込みの方には...

【2020合格目標】1.5年コース限定

受講料＋手数料の半額 受講料＋手数料の半額を5回もしくは10回に分割

CSSではコース受講料を月謝払にすることができます。前金および月々のお支払いは
以下の金額になります。

前金
月々の
お支払

ラクラク♪

一括払 月謝払または ※月謝払の詳細は下記をご覧ください。

36％OFF 10％OFF
２人でお申込される方々を対象とした割引制度です。

最
大

2人でお申込みされる方々 1人でお申込みされる方

※月謝払の詳細は下記を
　ご覧ください。一括払 月謝払または

１人でお申込の方は、10％割引価格でお申込
みいただけます。

※月謝払い手数料は、5回払いが￥1,500-、10回払いが￥3,000-です。

CSS公務員セミナーにご相談にお越しください。
あなたの割引率で、お支払いいただく金額をご呈示します。
また、月謝払いをご利用の場合の金額をお伝えします。

『あなたの割引後の受講料、お知らせします！』

期 間 限 定

ペア
割引

早期
割引

※割引率＝申込者の携帯電話番号下4ケタの合計値
（2人のうち、割引率の高い方の値）

〔例〕下 4ケタが 6789 の場合→（6+7+8+9）＝30％割引

〔例〕大学2年生のための1.5年
　　　スタンダードコース（通学科）の場合

￥397,000 ￥357,30010％OFF

月謝払いの
ご案内
（金利不要）



担当講師より
かわい   たろう
川井 太郎講師

よしかわ ながとし
吉川 長利 講師

数的処理・経済系科目

法律系科目

   ここ数年の公務員試験の環境は大きく変化し、今までの戦い方や、安易な考えで
は合格内定は難しくなっています。
　しかし、恐れる必要はありません。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。
　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。

　近時の公務員試験は、筆記試験だけでなく、論文試験や面接試験の比重も高まっ
ています。したがって、勉強の開始から内定に至るまで、戦略的な視点に基づくサ
ポートが、必要なタイミングで常時行われる必要があります。こういった最新の公
務員試験の傾向に即応し、すべての受講生が内定に至るために必要な内容を過不足
なくまとめ上げたのが、この行政職 1.5 年コースです。
　このコースで、団体戦・情報戦である公務員試験を一緒に乗りきりましょう。

合格者の声

東京都庁 内定 森川 尊文さん
　　　　　　私は、バイト先で仲が良かった先輩の話を聞いて、
　　　　　CSS を選びました。知り合いがその先輩しかいな　
　　　　　かったので、最初は話す相手もおらず受験生活が続
けられるか不安を覚えていました。そこで先輩に相談したとこ
ろ、CSS では春と秋に親睦会が行われており、それに参加する
といいとアドバイスを受け参加しました。その親睦会を境に友
人ができ、日々の勉強方法の共有などができたので、不安やス
トレス解消しながら勉強を続けられました。
　CSS では、教室で生授業を受ける事も、DVD で映像授業を受
けることも可能なため、大学受験での映像授業が成功体験とし
て印象に残っていた私にとっては受講スタイルが選択できるこ
とは大変魅力的でした。
　また、合格した先輩が秋から春までチューターとして校舎に
いてくださったので、つい数か月前までの体験談やアドバイス
が聞けたのも、私が合格できた大きな要因だと思っています。

衆議院事務局 内定 井出 渚さん

　　　　　　1人でこつこつと勉強することが苦手なため面倒
　　　　　見の良い予備校を探していたところ、CSS に出会
　　　　　いました。CSS では経験豊富な講師の方々や実際
に公務員試験を経験したチューターの方が、どの時期にどの
ような勉強をすればよいのか、いつから面接対策を始めれば
いいかなどといったことを親身になって教えてくださるので、
安心して勉強を続けることができました。
　また、昼食をとっている時間や帰り道に CSS で出会った友
人たちと話すことで、毎日息抜きをしていました。試験前の
不安な時期も、仲間と共に乗り越えることができました。
　CSS で自分に合った勉強方法を見つければ、きっと合格へ
の道筋が見えてくると思います。これから公務員試験に挑戦
される方も、ぜひ信頼できる講師陣や友人を CSS で見つけて
みてください。

千葉大学
法経学部

明治大学
文学部

法務省（国家総合職） 内定
　　　　　　①CSSを選んだ理由は：先輩が多数通っていて誘われ
　　　　　　たからでした。
　　　　　　②CSSで学んでよかった点：すぐに校長や講師に質問
できる体制と面接対策が充実していることです。
③内定先への対策：筆記の試験が通らなければ自分を見てもらえな
いので、先生方のアドバイスを元にとにかく必死で頑張りました。
国家総合職は官庁訪問が最後の関門です。倍率は省庁によって差が
ありますが、倍率や周りを気にしないで自分らしさを貫けるように
努力するようにしました。ＣＳＳでは模擬面接がたくさんできるの
で、自分の長所などをそこで深く考え、自信を持って話せるように
しました。
④CSSでの思い出：筆記対策では、勉強の合間に友人と話したりし
て気分転換をしていました。面接対策では情報交換をしたり、友人
の答え方を参考にしたり等、かなり密度の濃い時間をCSSの友人と
過ごせたと思います。

東京都庁（技術職） 内定川上 凌平さん
　　　　　　私は技術系志望の為、手薄になりがちな面接
　　　　　を重点的に見て頂ける予備校を探していまし
　　　　　た。その時、面接の突破率の高さと模擬面接が
無制限に受けられるCSSに魅力を感じ入塾しました。
　実際に本番の面接を受けてからでないと分からないとは
思いますが、模擬面接の方が厳しいです！空いている日は
全て入れてください (笑 )
　面接で気を付けたことは、第一印象です。しっかり笑顔
で受け答えするよう心掛けました。また、志望先の長期ビ
ジョンをしっかり読んでおくことも必要なので筆記対策に
ばかり気を取られないような計画作成が大切です。
　最後に公務員対策の教材は沢山ありますが、CSS のもの
を信じて取り組んで下さい。それが一番の近道です。

千葉大学
工学部

千葉大学
法経学部小林  史 さん

　　　　　　私は技術系志望の為、手薄になりがちな面接
　　　　　を重点的に見て頂ける予備校を探していまし
　　　　　た。その時、面接の突破率の高さと模擬面接が



申込方法

【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

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

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

※初回引き落としは申込み翌月 25日、以降毎月 25日（銀行休業日の場合は翌営業日）
※定額口座引き落とし申請用紙は CSS 校舎窓口にてお渡し致します。

・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。

CSS の講座は以下の流れでお申込みいただけます。

CSS 校舎にて お電話にて 大学内提携店舗にて HP から※通信教育科のみ
① お申込書のご記入

② 受講料のお支払い

③ その場でテキストをお渡し

① 通学を希望する校舎へ TEL

② 住所・氏名・電話番号・希望
　講座などを伝え申込受付

③ CSS 窓口または振込にて受講
　料のお支払い

④ CSS 校舎でテキストをお渡し
（振込の場合は翌日以降）

① CSS の HP からお申込み

② CSS よりメールまたはお電話
　にて確認のご連絡

③ 振込にて受講料のお支払い

④ 通信教育教材の到着

① 提携店舗にてお申込書を記入

② 申込書（控）を受取り、CSS
　校舎へ提示または FAX

③ CSS 窓口または振込にて受講
　料のお支払い

④ CSS 校舎でテキストをお渡し
（振込の場合は翌日以降）

※通信教育科も上記の方法でお申込みいただけます。（HP では通学科のお取扱いはございません）
※通信教育科では、テキストはお申込みの住所へ発送いたします。

[ お支払方法について ]

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。

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

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

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 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/


