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公務員公務員公務員公務員公務員に強いに強いに強いに強い公務員に強い公務員に強い公務員に強い

※1 東京都専修学校各種学校協会｢令和2年度学生･生徒納付金調査(結果)｣　
※2 文部科学省｢平成30年度私立大学入学者に係る初年度学生納付金平均額
の調査結果について｣　※3 危機管理学部危機管理学科の場合

〇大学は、専門分野の学習・研究が中心です。※公務員
を目指す大学生は、自己負担で、平日の夜間や土・日
曜に、予備校・通信講座で学習など。
〇専門学校は、公務員試験に関する授業が中心です。

公務員試験対策の学習だけでなく、公務員として働くと
きに役立つことが学べるのかもチェックしましょう。

CISは、公務員として働くうえで役立つ「危機
管理」を学べるとともに、公務員試験対策もし
っかりサポート！

勉強の目的は？
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〇専門学校の初年度納付金は、平均で105万円※1です。
〇私立大学の初年度納付金は、平均で117～154万円※2
です。

学費の高い・安いだけでなく、どのような教育を受けら
れるのかもチェックしましょう。

CISの初年度納付金は、約133万円※3で、平均
的な私立大学と同程度。

学費の心配は？3

〇合格者数は、規模（学生数）の大きい学校ほど多い傾
向にあります。
〇公務員試験の難易度は、最難関の｢国家公務員総合職｣
の試験から、高卒程度で比較的簡単に合格できる試験
までさまざまです。

各学校の合格者数だけでなく、合格率や難易度に関する
実績もチェックしましょう。

CISは、｢消防官就職率 東日本地区１位｣、｢国
家公務員総合職 １次試験２名合格｣など好調
な合格実績！

合格できる学校か？2

〇「大卒」の公務員は、昇任・昇格や給与の面で、「高卒」
や「専門卒」に比べて一般的に有利と言われています。

公務員試験の合格しやすさだけでなく、自分が目指す公
務員像（キャリア）を考えましょう。

CISでは、現場で活躍する公務員（消防・警察
官など）から管理職（幹部候補）として期待さ
れる公務員まで幅広く養成！

将来のキャリアは？4
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チェックポイントチェックポイント

CISの公務員就職実績は裏面へ



都道府県 出身高校名 就職先

北海道 釧路江南 国家一般職（防衛省）
北海道 とわの森三愛 自衛官候補生
青森県 弘前学院聖愛 弘前市役所、青森県警察（2名）
青森県 八戸工業大学第一 海上保安庁
青森県 八戸工業大学第二 東京都特別区
青森県 浪岡 青森地域広域事務組合消防本部
岩手県 一関第一 九十九里町役場
岩手県 花巻東 東京都特別区
岩手県 大槌 盛岡地区広域消防組合
宮城県 気仙沼 宮城県庁
宮城県 柴田 千葉県警察
宮城県 仙台育英学園 相馬地方広域消防本部
秋田県 秋田西 秋田県警察
山形県 羽黒 川崎市消防局
山形県 山形中央 山形市消防本部、上山市消防本部
山形県 新庄南 新庄市役所
山形県 長井 東京消防庁
福島県 いわき秀英 いわき市消防本部
福島県 いわき総合 郡山地方広域消防組合、千葉県警察

福島県 安達 警視庁、福島県警察、仙台市消防局、安達地
方広域行政組合消防本部

福島県 郡山 船橋市消防局
福島県 日本大学東北 郡山地方広域消防組合
茨城県 下館第二 横浜市消防局
茨城県 霞ケ浦 千葉市消防局
茨城県 岩瀬日本大学 自衛隊一般曹候補生

茨城県 佐和 ひたちなか・東海広域事務組合消防本部、茨
城県警察

茨城県 鹿島 鉾田市役所
茨城県 守谷 千葉県警察
茨城県 常磐大学 埼玉県警察、千葉県警察
茨城県 水海道第二 つくば市役所
茨城県 清真学園 東京都特別区
茨城県 大子清流 鹿島地方事務組合消防本部
茨城県 中央 茨城県警察
茨城県 潮来 警視庁
茨城県 土浦湖北 川崎市消防局
茨城県 土浦工業 つくば市消防本部
茨城県 土浦日本大学 茨城県警察
茨城県 波崎 川崎市消防局、鹿島地方事務組合消防本部
茨城県 波崎柳川 銚子市役所
茨城県 鉾田第一 鹿嶋市役所、横浜市消防局
茨城県 鉾田第二 鹿嶋市役所、千葉県警察
茨城県 麻生 茨城県警察、鹿行広域事務組合消防本部
茨城県 明秀学園日立 ひたちなか・東海広域事務組合消防本部
茨城県 竜ケ崎第一 東京消防庁
茨城県 茗溪学園 横浜市消防局
栃木県 宇都宮南 栃木県警察

栃木県 今市 日光市消防本部、小山市消防本部、自衛隊一
般曹候補生

栃木県 佐野東 栃木県警察
栃木県 佐野日本大学 鹿沼市消防本部

都道府県 出身高校名 就職先

栃木県 小山南 宇都宮市消防局
群馬県 前橋東 伊勢崎市消防本部
群馬県 富岡 富岡甘楽市町村圏振興整備組合消防本部
千葉県 一宮商業 千葉市消防局
千葉県 敬愛大学八日市場 自衛隊幹部候補生
千葉県 佐原白楊 香取広域市町村圏事務組合消防本部
千葉県 市原八幡 千葉県警察
千葉県 志学館高等部 千葉県庁

千葉県 成田北 国家一般職（総務省）、香取広域市町村圏事務
組合消防本部

千葉県 千葉敬愛 銚子市役所
千葉県 千葉経済大学附属 山武郡市広域行政組合消防本部
千葉県 千葉工業 千葉県警察
千葉県 千葉日本大学第一 警視庁
千葉県 千葉明徳 自衛隊一般曹候補生
千葉県 多古 千葉県警察
千葉県 大多喜 警視庁
千葉県 拓殖大学紅陵 市川市役所、自衛隊一般曹候補生

千葉県 銚子（県立） 神栖市役所、東庄町役場、銚子市消防本部、
千葉県警察（2名）

千葉県 銚子（市立） 千葉県庁
千葉県 東京学館 千葉県警察
千葉県 東総工業 佐倉市八街市酒々井町消防組合
千葉県 日本体育大学柏 横浜市消防局
千葉県 八千代松陰 船橋市消防局
東京都 文京 自衛隊一般曹候補生
東京都 明星 東京消防庁
新潟県 佐渡 東京消防庁
新潟県 村上 警視庁
新潟県 東京学館新潟 佐渡市消防本部
長野県 篠ノ井 横浜市消防局、長野県警察
長野県 上田東 横浜市消防局
長野県 野沢南 長野市消防局（2名）
静岡県 加藤学園 警視庁
静岡県 掛川東 掛川市消防本部
静岡県 駿河総合 静岡県警察
静岡県 沼津城北 富士山南東消防本部
静岡県 榛原 御前崎市消防本部
静岡県 島田樟誠 神奈川県警察
静岡県 浜松城北工業 静岡県警察
静岡県 浜松日体 石巻市役所
静岡県 富士宮西 東京消防庁
三重県 木本 新宮市消防本部
京都府 洛陽工業 京都府警察
兵庫県 姫路商業 兵庫県警察
和歌山県 新宮 和歌山市消防局
広島県 並木学院 鹿島地方事務組合消防本部
徳島県 富岡西 徳島市消防局
福岡県 城南 福岡市消防局
沖縄県 知念 川崎市消防局
沖縄県 那覇西 警視庁（2名）

※赤字は難関公務員　※2018～2020年度卒業生の就職先

CISの公務員就職実績CISの公務員就職実績

詳しくお知りになりたい方は、千葉科学大学「公務員育成プロジェクト」千葉科学大学「公務員育成プロジェクト」まで
http://www.cis.ac.jp/̃koumuin/


