
　☆ 試験の頻出ポイントを押さえて、効果的に得点力をアップしたい

　☆ 自分で勉強しても良く分からない

　☆ 独学の試験勉強に不安がある

　☆ 公務員になりたいけど、何をすればいいか分からない

　☆ 受験先に合わせた情報やアドバイスが欲しい

        2017の公務員合格をめざす!!　夏期セミナー
　     面接セミナーからトータルで合格力をつける

        群馬県を中心とした豊富な公務員試験データ 　　　毎回重要テーマを一分野ずつ勉強
　     試験情報が差を生みます 　　　いつからでも参加できる！

■ 場　所 前橋会場：群馬法科ビジネス専門学校 前橋校

★公務員試験科目講座 14:00-16:00
★公務員試験対策：個別相談会 16:00-16:00

★注意：5月10日（土）は前橋・桐生会場のみの実施となります

※FAXでお申込みの際は裏面の申込み書にご記入下さい

★公務員試験対策ガイダンスは5月25日（土）・6月22日（土）

　  　　 ②上記企画は、前橋・桐生校のみの企画となります。

★注意：5月13日（土）は前橋・桐生会場のみの実施となります。

027-256-7700

027-256-8811

glc@chuo.ac.jp

無料
桐 生 会 場

桐生会場：群馬法科ビジネス専門学校 桐生校

■ 時　間

最近の公務員試験（特に市町村、消防）では、従来とは異なる形式で試験を行なうと
ころが増えています。本校には2500ページ超の群馬県を中心とした試験データがあり、
希望者は閲覧し、最新の情報を得ることができます。試験準備に差がつきます。 また、
受験先に合わせ「個別相談」もできます。

高 崎 会 場

　　　公務員をめざす方ならどなたでも参加できます

　　　　　　　　　　　　　公務員対策の専門学校ならではのセミナー。前橋・高崎・桐生の３会場で同時開催！

「判断推理」「数的推理」といった公務員試験で出題数が多く、また独学では対
策しにくい２科目を中心に講義します。毎回異なる分野を取り上げて初歩から勉強
するため、いつからでも参加できます。

2017年の公務員試験合格をめざして、本セミナーでは試験に必要な分野を効率
的に学習します。また、7月の夏期セミナー、10月の面接セミナーを継続して受講
することで、トータルで合格力を養うことができます(裏面参照)。本校ならではのシ
ステムです。

高崎会場：中央情報経理専門学校 高崎校

高校生、大学生、社会人など公務員受験を考える方なら、誰でも受講ＯＫ。また、毎回
異なる分野を初歩から勉強するので、いつからでも参加できます。これから勉強を始め
る方や、勉強の仕方がわからない方も、希望者には「個別相談」の場を設け、本校
のベテラン講師が的確なアドバイスをします。これで、対策方法もバッチリです。

前 橋 会 場

■ 費　用 無　　　　料

群馬法科で、

必勝★公務員

■ 申込み
電話・ＦＡＸ・メールのいずれかで

下記の番号・アドレスへお申込みください

★注意：①5月13日(土)は前橋校で行われるオープンキャンパス
　　　及び桐生校の午前対策講座は実施していません。

勉強方法、計画など 
個別相談もＯＫ！！ 

公務員試験 
科目講座に参加 

 群馬法科前橋校では、セミナー実施日の午前中（10:00-12:30）に、オープン
キャンパス、桐生校では試験対策講座を実施しています。是非、気軽に参加
してください。 

◆前橋校：公務員として働く先輩から学ぼう！ 
 現役公務員で活躍する卒業生が集合し、仕事のこと、試験勉強の体験談 
  など、公務員試験に役立つ情報を提供します。 

◆桐生校：基礎からわかる試験対策＋頻出問題の解法！ 
 これから合格をめざす方のために試験対策法に加え、試験でよく出題さ 
 れる頻出問題の解法まで行います。  

◆群馬法科：試験対策セミナー情報◆  

６／１7（土） 
 13:00-14:00 

公務員合格セミナー★特別企画 
①公務員試験 願書の書き方＆出願方法 
②2017公務員試験 最新情報の公開 

前橋校 オープンキャンパス ＆ 桐生校 試験対策講座情報 

個別
相談

会　場

実施 前橋

― 高崎

実施 桐生

実施 前橋

実施 高崎

実施 桐生

実施 前橋

実施 高崎

実施 桐生

実施 前橋

実施 高崎

実施 桐生

実施 前橋

実施 高崎

実施 桐生

実　施　日 科　　　　　　目

数的推理

 ―

数的推理

（土）

判断推理

判断推理

5/13 （土）

5/20

（日）

（土）

数的推理

判断推理

数的推理

数的推理

7/9 （日）

数的推理

数的推理

数的推理

判断推理

6/17 判断推理

判断推理

6/4

前橋会場 
JR新前橋駅 徒歩2分 

高崎会場 
JR高崎駅東口 徒歩3分 

桐生会場 
JR岩宿駅 徒歩17分 
東武線相老駅 徒歩3分 

mailto:glc@chuo.ac.jp


☆群馬法科のセミナーで実力を着実にステップアップ！公務員試験合格をめざそう！

第１回 5/20 (土) 申込期限 5/ 11  ●全国規模の試験で信頼性の高い合格判定

第２回 6/17 (土) 申込期限 6/ 8  ●出題傾向に沿った高頻出問題。本試験で的中!

第３回 7/9 (日) 申込期限 6/ 29  ●詳しいデータで自分の得意・不得意を把握

実施時間

　※受験料は受験当日に受付でお支払いください。

◆FAXでお申込みの場合、ご記入のうえ送信してください◆

学年

電話番号

名前

ﾌﾘｶﾞﾅ

学校名（勤務先）

住所

―　　　　　　　　　―　　　　

〒　　　　　　　　－

性別

群馬法科の公務員セミナー

メールアドレス ＠

2017 年間スケジュール

群馬法科ビジネス専門学校　会場模試　【教養試験 / 適性試験 】　※作文試験も問題のみ配布

実務教育出版社 公 務 員 模 擬 試 験 受験料

公務員合格セミナー受講　申込み

9:00 - 12:00  （8:30受付開始）

1800円

男　・ 女

申込書  

7月～8月　【2週間（予定）】

５月～7月

10月

面接試験対策

【合格へのラストスパート】

1月～7月

公務員模擬試験

【短期合格力養成】【重要科目攻略】

夏期セミナー公務員合格セミナー

会場 5/13 5/20 6/4 6/17 7/9
前　橋

高　崎 ―  

桐　生 　

前　橋 ― ― ― 　 ―

高　崎 ― ― ― 　 ―

桐　生 ― ― ― 　 ―

前　橋 ― 　 ― 　

前　橋 ― 　

桐　生 ― 　

公務員模擬試験【有料】
（完全予約制）

9:00-12:00

オープンキャンパス【無料】
10:00-12:30

前橋：公務員として働く先輩から学ぶ
桐生：試験対策+頻出問題の解法

◆受講を希望する場合、前橋・高崎・桐生会場いづれかの実施日のマスに○をつけてください。

講座名＼会場・実施日

公務員合格セミナー【無料】
14:00-16:00

　公務員合格セミナー★特別企画
　　　　　【無料】13:00-14:00
①公務員試験 願書の書き方＆出願方法
②2017公務員試験 最新情報の公開
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