
協力：広島大学グローバルキャリアデザインセンター広島大学消費生活協同組合

日本では「フライング」は合図の号砲が鳴る前にスタートをする不正スタートを意味します。しかし英
語での「flying start」は、「助走スタート」であり、「幸先の良いスタート」という意味のとてもポジティブな
言葉です。
「公務員試験対策Flying start講座」は、あなたが将来へ向かってひと足早く動くことにより「好調な

スタート」が切れるように支援する講座です！

大学生協が主催し、国公立大学を中心に全国45大学で約8000名の受講生が学んでおり、公務員試
験最終合格者数で業界をリードする存在となっています。



公務員試験に合格するための勉強をひと足早く2年生からスタートする講座です。来年の5月からスター
トする本講座で学習する科目のうち、重要科目である「憲法」と「判断推理」を先取りして勉強を始めます。
また、「面接・討論対策」と「論作文対策」もひと足早く学んでいきます。最近の公務員試験では人物試験
を重視する傾向がますます高まっており、早期からしっかり対策することが重要とされています。

講座を受講するメリット

①公務員試験において重要科目である「憲法」と「判断推理」を2年生のうちに先取りして学べます。
②本講座受講時には「憲法」と「判断推理」を受講しなくていいので、空いた時間を他の勉強などに回すこと
ができます。もう一度復習したい場合は本講座で再度受講して頂けます。

③「公務員試験対策Flying start講座」はオリジナル講座です。受講生はすべて同期生なので、公務員を
目指して一緒に頑張る仲間を作ることができます。長期にわたる受験勉強に仲間の存在は大切です。

④面接・討論対策と論作文対策に早期から取り組むことにより、公務員試験で合否を左右する人物試験に
ついて早く知り、準備をしておくことができます。

⑤講座を受講して公務員試験の勉強の仕方を体験することで、本講座の勉強に体を慣らすことができます。
また公務員試験ではどんな勉強をするかを知ることにより、進路選択を考えるときに役立ちます。

はい。そのような方にこそお薦めします。この講座の目的は、
①就職活動に早い段階で関心を持っていただく。
②情報を得ることに関心を持っていただく。
③自己実現のきっかけをつかんでいただく。
ということにもあります。 「公務員試験対策Flying start講座」を受講することにより、公務員について理解

が進みますので、進路選択をする際の判断をより的確にすることができます。
また、 「公務員試験対策Flying start講座」には「面接・討論対策講義」や「論作文対策講義」も組まれてお
り、それぞれの講義をスペシャリストの講師が担当します。 「公務員試験対策Flying start講座」は民間の
就活にも役立つ内容になっています。

【国家公務員】
一次
合格者数

最終
合格者数

総合職 １１ ４

一般職 ５１ ３８

国税専門官 １５ ８

財務専門官 １８ ９

裁判所職員一般職 １３ ５

労働基準監督官 １５ ５

法務省専門職員他 ３ ２

【地方公務員】
一次
合格者数

最終
合格者数

都道府県職員 ４８ ２９

市役所職員 ５６ ２９

町村職員 ２ ２

警察官 ７ ３

国立大学法人等職員 １２ ２
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講義の欠席・復習は、ＤＶＤでフォロー

講義は毎回ビデオ撮影し、DVDにして貸し出しをしています。大学の授業、部活、アルバイト･･･などで
講義を欠席した場合や、復習をしたい場合にいつでもどこでも何度でも繰り返し観ることができます。
もちろん、受講生のみなさんはいつでも無料で利用できます。



伊吹 文雄

いぶき ふみお

憲法

担当

林 克哉

はやし かつや

論作文対策

担当

森本 美穂

もりもと みほ

面接・討論対策

担当

高田 哲寛

たかた てつひろ

判断推理

担当
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オリジナル教材を使用 質・使い易さに自信があります！

使用する教材は、専任講師陣が作成し、試験制度や内容の変更に適時対応して改編
しています。過去の受講生は講座のオリジナル教材を使い合格しています。市販され
ていないため、生協講座を受講された方のみ購入可能です。

全国で活躍する優秀な講師陣による 合格へ導く学習カリキュラム！

生協の公務員講座では、全国で活躍する講師による生講義を行ないます。元大手予備校で豊富な実績を持つ
実力講師が各科目を専任で担当します。講師は自分の担当する科目を分析・研究し、公務員試験に合格する
実力が確実につく指導を行います。

芹澤 雄飛 さん （経済学部） 本講座9期生 広島県庁（行政職）

写真

二年生講座を受講して良かったことは大きく2つあります。
一つ目は、公務員について基本的なことから知ることができたことです。公務員の業務・職種は多岐に
わたり、皆さんの知らないものも沢山あります。それらを少しでも知っていることは、自分の進路選択に
おいて重要なことです。
二つ目に、他のライバルたちより早くスタートダッシュできることです。2年生から公務員の勉強をしてい
る人は少ないので自信になります。また本講座と同じ時間帯に講座が行われるので、バイトやサークル
と両立できるか、学部との兼ね合いはどうなのか考えることができます。
サポートルームでは、進路のことや悩みなど相談できる環境があり、職員の方や内定が決まっているサ
ポーターが皆さんを応援します。
本講座を受けようと思っている人にとっては、その分割り引かれるので実質無料です。公務員の仕事に
興味のある人は是非参加してみてください。

長友 彩乃 さん （法学部） 本講座10期生 裁判所事務官

私が二年生の時、まだ民間企業へ就職するか、公務員を目指すか迷っていました。ただ、公務員の可
能性が少しでもあるなら、早く対策を始めていたほうがいいと思い、受講を決めました。
この講座を受講して良かったと思う点は、まず公務員について詳しく知ることができたということです。一
口に「公務員」といっても地方公務員、国家一般職、国家専門職・・・等々本当にたくさんの職種がありま
す。職種ごとに試験内容も違い、そのことを早くから知り、試験勉強に着手できたことが、合格につな
がったのだと思います。
また、講座を通して同じ公務員を目指す友達と出会うこともできました。私にとって公務員試験は大学受
験とは比べものにならないほど長く、苦しいものでした。このつらい試験を乗り越えられたのは、友達と
励まし合っていたからだと思っています。息抜きに一緒にお昼を食べたり、集団討論や面接の練習をし
たりと、友達にさまざまな場面で助けてもらいました。
公務員試験対策を早くからスタートすることは、必ずプラスになると思います。自分の将来を考える機会
にもなるので、受講することをお勧めします。



※このスケジュールは予定です。事情により変更する場合がありますのでご了承下さい。

月日 曜 科目 コマ目 時間割

12/14木 面接・討論対策 (1)(2) 16：30～19：40

12/21木 論作文対策 (1)(2) 16：30～19：40

12/22金 判断推理 (1)(2) 16：30～19：40

12/25月 判断推理 (3)(4) 16：30～19：40

1/18木 判断推理 (5)(6) 16：30～19：40

1/19金 判断推理 (7)(8) 16：30～19：40

1/22月 判断推理 (9)(10) 16：30～19：40

1/23火 判断推理 (11)(12) 16：30～19：40

1/24水 面接・討論対策 (3)(4) 16：30～19：40

2/19月 憲法 (1)(2) 10：20～14：20

3/1木 判断推理 (13)(14) 10：20～14：20

3/2金 論作文対策 (3)(4) 10：20～14：20

3/5月 憲法 (3)(4) 10：20～14：20

3/6火 憲法 (5)(6) 10：20～14：20

3/19月 憲法 (7)(8)) 10：20～14：20

3/22木 憲法 (9)(10) 10：20～14：20

3/26月 憲法 (11)(12)(13) 10：20～16：00

3/28水 憲法 (14)(15)(16) 10：20～16：00

4/4水 憲法 (17)(18)(19) 10：20～16：00

4/5木 憲法 (20)(21)(22) 10：20～16：00

科目 コマ数 講師名

憲法 22 伊吹 文雄

判断推理 14 高田 哲寛

面接・討論対策 4 森本 美穂

論作文対策 4 林 克哉

「公務員試験対策Flying start講座」受講生
は、３年生時に本講座「行政一括コース」 を
３０，０００円を割引した価格で受講できます。

広島大学消費生活協同組合 講座サポートルーム（東福利会館内）

TEL

E-mail koumuin@hucoop.jp

生協HP URL http://hucoop.jp/

平日…… 10:00～16:30 （9/30まで）
12:30～20:00 （10/2から）

土曜…… 12:30～16:30

日曜・祝日は営業しておりません。

受付時間営業時間

まずはガイダンスにご参加ください

ガイダンスに参加できない方

講座サポートルームでお申し込みください

ガイダンス翌日の午後３時以降に講座サポート
ルームへお越しください。ガイダンスの様子を撮
影したDVDと当日使用した資料をお渡しします。

公務員試験やFlying start講座について、わかりやすく説
明します。講座の申し込みにかかわらずどなたでも参加で
きますので、やる気満々の方も、まだ迷っている方も、どう
ぞお気軽にお越しください。
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大学開講期の平日 16:30～19:40（２コマ）

大学休講期の平日
10:20～14:20（２コマ）

10:20～16:00（３コマ）

大学休講期の土曜日 10:20～14:20（２コマ）

●講座は１コマ９０分です。
●学内の講義室で開講します。
（都合により講義室は変更になることがあります）

講義の欠席・復習は、ＤＶＤでフォロー

講義は毎回ビデオ撮影し、DVDにして貸し出しをしていま
す。大学の授業、部活、アルバイト･･･などで講義を欠席し
た場合や、復習をしたい場合にいつでもどこでも何度でも
繰り返し観ることができます。 もちろん、受講生のみなさ
んはいつでも無料で利用できます。


