
面接対策
プライベート・レッスン

『面接対策のＣＳＳ』が個別にしっかり時間をとって、あなたの面接対策を万全なものにします。
ＣＳＳの面接対策ベテラン講師との120分間。

講師があなたのアピールポイントを見つけ、面接においての弱点を徹底的に指導します。

内　容 講師とあなたの 1対 1のプライベートレッスン。
あなたとの対話により、あなたの弱点・修正すべき点・アピールすべき点を
講師が明確にします。

＜レッスン
     スケジュール例＞

受講料

¥15,000－（税込）
※ 通学科限定実施

申込み時に、レッスン日時・講師を予約していただきます。

※ 設定した目標により、講師の指導のもと、
　上記の中から必要なものを行います。

・模擬面接
・面接カードチェック
・自己分析
・エピソード選定
・マナー指導
・服装チェック

弱点
修正すべき点
を呈示し、
当日の目標を
相談により
決定。

講師との
対話

（10分）

総合
アドバイス

・
今後の課題

（10分）

（開始 10分後） （100分） }
申込方法 Ⅰ.ゆうちょ銀行の当校口座へ受講料振込、その後当校へTEL

Ⅱ.当校ホームページより申込

Ⅲ.CSS各校舎窓口にて申込書記入、受講料を現金にてお支払い

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〔ゆうちょ銀行口座番号〕
※ゆうちょ銀行以外の金融機関から振り込まれる場合

※ゆうちょ銀行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 ] 】付受00:02-00:01・校前大葉千ーナミセ員務公SSC【 8282-702-340.LET

URL   http://www.cs-seminar.com/buy.html【CSS 公務員セミナーHP・教材購入ページ】

合格者の推薦

　私は大学のサークル活動において人前で話す機会が多
く、面接試験に対して「なんとかなるだろう」と考えて
いました。しかし、CSSの模擬面接では、話せることだ
けではなく、面接官に違和感を持たれることのないよう
に、印象の面を重点的に指導していただきました。それ
は入退室の際の姿勢から話しているときの表情まで様々です。
　自分自身で意識しているつもりでも、足りなかったり不自然だったりと、
自分の目で見えないからこそ、そのようなところを丁寧に教えていただけた
のはとても良かったです。また、複数の講師の方に見てもらうことによって、
偏ることなく異なる角度からアドバイスをいただくことができ、さらに、
受験する職種別に模擬面接の構成を行っていただけたことで本番により近い
形で日々練習できました。

神奈川県庁 清水 鴻平
　CSSで面接対策をしたおかげで、私は面接で自分の力
を120％出すことができました。
　入室から退室までの一挙手一投足に丁寧な指導が入り、
一番良い自分を表現できるようになりました。
　また、講師の方からのアドバイスをもらい、自分の弱
点やアピールポイント、自分が今まで気づかなかったよ
うな性格までもを浮き彫りにすることができ、自己分析や話のネタをつく
るうえで、大きな助けになりました。
　CSSの講師の的確なアドバイスを聞いて面接に臨めば、どのような場面
に遭遇しても対応できるようになるので、他の受験生と面接で差をつける
ことができ、筆記がダメでも、面接での逆転合格ができます。公務員受験
の面接対策でCSSを選んで大正解でした。　

新潟県庁 小林 雄介



講師陣 あなたが指導を希望する講師をご指名いただけます。
講師の指導日程は、ＣＳＳ各校舎へ電話にてお問い合わせください。

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

CSS

八王子市東中野229-1

TEL.042-670-1212
中央大前校
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
弥生ビル

TEL.043-207-2828
千葉大前校 千葉大学正門 南門
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　面接は「自己表現の場」です。限られた時間のなかで、
相手に、「感じがいい」「この人と一緒に仕事をしたい」と
思ってもらえるには、どんな表現力が必要でしょうか？
「あいさつのときは笑顔のタイミングは…」「途中で頭が
真っ白になってしまったら…」。受講生の持ち味を生かし
ながら、一つひとつ具体的にアドバイスをしていきます。
　敬語の使い方、姿勢や発声もあわせて指導します。
　試験で疲れたときの相談にものります。
　キャリアカウンセラー（ＣＤＡ、2級キャリア・コン
サルティング技能士）、もと中学・高校国語科教員。②応援メッセージ

　私もあがり症で、かつては面接が苦手でした。苦手意識の強い人、克服法が
あります。一緒にがんばりましょう。

講師岩田 めぐみ ①指導方針・モットー

　面接試験は限られた面接時間の中で面接官が受ける総合的な印象
で決まります。どんな人材が求められているのか、自分のアピール
ポイントは何かを考えて面接カードを準備しましょう。何をどのよ
うな表現で書くかを指導いたします。
　面接練習では、まずは面接中の所作や言葉づかいを身につけ第一
印象の向上を図りましょう。次に何をどのような言葉や表現で話し
たら自分の強みや思いをしっかりと伝えられるかを指導いたします。
　更に面接官のどんな質問にも落ち着いて対応できるようになるま
で指導いたします。
　合格を勝ち取るまでサポートいたします。

②応援メッセージ
　自分の強みや持ち味を “伝えきる” ためには練習あるのみです。日々目標を
持って一緒にがんばりましょう。

講師西川  裕子 ①指導方針・モットー

②応援メッセージ
　「やればやっただけの成果が得られる。」　これまで多くの受験生の皆さんの
成長ぶりを見続けてきた中で、確信したことです。　一緒に頑張りましょう。

講師三浦  幸治 ①指導方針・モットー
〇「公務員試験」について理解する時間としたい
　あなたの「何が」「どのように」評価されるのか。公務員試験の
具体的内容・方法についての理解を深めたい。
〇自分自身を再発見、再認識する時間としたい
　例えば、面接試験では、入室した瞬間から評価が始まり、質問へ
の回答内容だけでなく、表情・マナー・話し方などからの多面的な
評価がなされる。しかし逆に、自分をアピールできる貴重な場でもある。
しっかりと準備して臨みたい。
　今回の講座を、あなたの改善すべき点の発見のための、そして、
あなたの持っている良さや素晴らしさを見つけ、伸ばすための場・時間
としたい。

講師藤森  純一 ①指導方針・モットー
　面接に挑戦していく受験生が持つビジョン（志望動機）を明確に
して、「安心」と「勇気」を与えていきます。それぞれの不安に向
き合い、どのようにしたらいいのか？を一緒に考え解決していきま
しょう。
　さらに、みなさんが気付いていない良さを引き出し、大胆かつ
繊細に面接に挑めるように導きます。また、面接の回答の具体性を、
私の「実務経験」（産業振興、高齢者支援といった行政と民間の連
携など）を踏まえアドバイスしながら持たせていきます。それぞれ
が持つ面接に対する不安を勇気に変えて、大胆かつ繊細に面接に挑
めるようにしていきます。②応援メッセージ

　気が付かない自分自身の良さが見えたとき「合格」が待っています。
　必ず気が付くので大丈夫。さぁ、いこうか。

講師吉川  長利 ①指導方針・モットー
　面接試験では、「何を言うか」以上に、「どう見えるか、
どう聞こえるか」が重要です。その点に改善が必要な方
や、少しの工夫で印象が変わる方は、まず入退室や面接
時の態度から練習を始めます。
　その上で、民間企業とは少々異なる公務員試験の面接
の特徴や、各職種の特徴を考慮しながら、志望先の希望
する人材像と、受験する方のアピール・ポイントとのす
り合わせを考えて、面接内容やその話し方について詰め
ていきます。

②応援メッセージ
　公務員試験の面接では、派手なアピールや人並み外れた業績は必要ありま
せん。自分の魅力を最大限に活用して結果を出せるよう、一緒に頑張りましょう。

　大手企業・法人の採用評価代行、人事担当者向け面接
指導を多く経験してきました。コンピテンシー面接には
算数的な要素があります。その要素を、細分化しわかり
やすくご説明します。また面接を受ける側のアピールし
たいことが、面接する側にヒットするとは限りません。
志望動機含め、あなたの経験をじっくり聞いて眠ってい
た宝物を引き出します。
　7000 人以上のアセスメント経験は、レベル感の判定に
役立っています。あなたのもっとも有効打となる内容を、
必ず引き出します。②応援メッセージ

　面接は想いも内容も本物であることが大事。自信を持って面接を受けられ
る本当の魅せ方をレクチャーします。

①指導方針・モットー講師金子  厚子

１．先ずはご本人が志望している進路、迷い・不安、指導を受け
　　たいこと等、ご本人の正直な思いに傾聴します。
２．具体的に実践的事例を示して、事柄の長所短所、特色を解説
　　します。
３．面談しながら、ご本人の強み弱みを整理し、強みを如何に伸
　　ばすか、如何に活かすかについて、その手法・考え方を指導
　　します。
４．その他、面接時の心得、注意事項を具体的にアドバイスします。
５．具体的実践的、丁寧な指導が私のモットーです。耳に痛い話も
　　します。②応援メッセージ

１．一回しかない人生です。自分が進みたい、やってみたい道（仕事）に進むことです。
２．本気で、一生懸命、真剣に歩み続ければ、必ず目標は達成できます。（過去の合格者に共通し
　　て言えることです）
３．一生一事一貫（いっしょう　いちじ　いっかん）の気概を持って、夢をつかんでください。
　　本気で応援します。

講師梅田  昌照 ①指導方針・モットー

　人まねではない、ご自分らしさが伝わる面接を目指し
ます。
　まず、第一印象は信頼を得るために重要な要因です。
クセを改善し、自分らしくふるまえるようになりましょう。
次に内容について、しっかり原稿を準備する土台作りが肝
心です。自分自身への情報収集や適切な表現方法・構成を
一緒に考え、コミュニケーションのとれる面接へと繋げま
す。皆さんが自信をもって面接に臨めるよう、ひたむきな
努力を応援します。

②応援メッセージ
　意志ある所に道は拓きます。夢を大切に、自分を信じてベストを尽くしま
しょう！

講師川又  啓子 ①指導方針・モットー

　将来を動かす君を徹底的にサポートします。
公務員試験の不安は、一人ひとり違います。強み、弱点、対処法も、
一人ひとり違います。皆さんと相談しながら、一人ひとりの個性に
合わせた親身な指導で、最短距離で合格に導きます。
　知識だけでなく、納得して、体感して動けるよう全力でお手伝い
をいたします。
　最初は、何から手を付けたら良いか全く解らなかった先輩受験生
達も、弱点を克服し、見事に合格を勝ち取りました。『笑いながら
自然と身につく』がモットーです。力を尽くして、輝く公務員として、
世の中に羽ばたいていきましょう。

②応援メッセージ
　皆さんがあきらめない限り、私も決してあきらめません。合格のゴールに向
かって一緒に頑張りましょう。

①指導方針・モットー講師永井  恵子

　まずは、面接でご本人が伝えたいことをじっくりと聴く
ことから始めることにしています。アドバイスはそれから。
なかなか言葉にできず、まとまらないあなたの熱意ややる
気を一緒に形にしていきましょう。ご本人の良さを引き出
し、それを活かす方向でシナリオを組み立てていきます。
　同じことを伝えるのでも、言葉の選び方や組み立て方、
順番を変えるだけで与える印象はガラッと変わります。他
者（面接官）からどう見えるか、どのように聞こえるかを
率直にお伝えしていきます。小さな「できた」を重ね、本
番に向けて自信をつけていきましょう。②応援メッセージ

　大きな夢に向かってがんばる皆さんを応援しています！コツコツと準備を重
ねて、合格を勝ち取りましょう！

①指導方針・モットー講師二本柳 聡美


