
臨床心理士資格試験対策
必勝講座

～臨床心理士になるための資格試験対策講座～
多忙なスケジュールでも効率的に学習できるカリキュラム
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　2020年に新型コロナウイルス感染症が世界的に拡
大し、世界は未曾有の危機となり、多くの方が日々の
生活に、そして未来に不安を抱える世の中になりまし
た。このような状況で、臨床心理士をはじめとした「こ
ころの専門家」の存在の必要性がこれまで以上に求め
られていると感じます。
　ファイブアカデミー臨床心理士資格試験対策必勝講
座は、これまで数多くの合格者を輩出してきました。
どんな問題が出るのか？最近の傾向は？臨床心理士資
格試験の対策講座の先駆けとして蓄積されてきたノウ
ハウが凝縮された講座・教材となっています。

　また、そのカリキュラムは合格者のご意見や情報を
活かし、日々忙しいスケジュールをこなしているあな
たが試験において確実に結果を出せるように考え抜か
れています。
　臨床心理士資格試験はとても幅広い分野から出題さ
れるため、あなたの得意な分野を中心とした知識だけ
では不足する部分があります。それを補うための試験
対策が必要となってきますが、実際に勉強を始めてみ
ると、多くの人が悩みや不安を抱えるようになります。
そのような受験生をサポートするのが、ファイブアカ
デミーの臨床心理士資格試験対策必勝講座です。

心理学専門校ファイブアカデミー

　心理学専門校ファイブアカデミーは設立当時か
ら現在に至るまで、多くの合格実績やパターンを
積み上げており、臨床心理士養成に関連する指定
大学院および専門職大学院の入試＋臨床心理士資
格試験では合計3,000名以上の合格者を輩出してき
ました。
●  心理学専攻の大学院を修了した臨床心理士の資

格を有する講師
●  心理学全般の知識のボトムアップ、事例・論述

対策のためのしっかりとしたカリキュラム
●  試験当日の心構えなども受講生に伝えることが

できるサポート体制
　このように細やかで幅広いフォローが行えるの
は、心理学専門校ならではの特色です。今後もこ
れまで積み上げられてきた合格のためのノウハウ
を活かしながら、他にはない独自の教育サービス
で、臨床心理士をはじめとした「こころの専門家」
を志すみなさまをサポートしていきます。
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3,000名以上の臨床心理士を輩出してきた実績

夢の実現まで、あと1歩

10月の試験終了後には多くの受講生から問題報告が届きます。そ
れらを分析し、カリキュラムに反映していきます。

動画配信講座では、皆さまのスケジュールに合わせていつでも、ど
こでもご受講可能です。

2022年度パンフレット
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これまでの臨床心理士資格試験対策講座では、
こんなお声をいただきました。

担当講師からのメッセージ

初めての受験で，不安に思って
いたのですが，友人からファイ
ブアカデミーさんの情報を聞き，
公認心理師と臨床心理士の通信
講座，臨床心理士二次面接オン
ライン通話型・マンツーマン個
別指導講座で学習して準備しま
した。
素晴らしい教材と先生方のご指
導のおかげで，1回目で，公認心
理師，臨床心理士の両方を合格
することができました。
感謝申し上げます。本当にあり
がとうございました。
今後は学んだことを生かし，さ
らに研鑽を積み，援助を必要と
する方々の役に立てるように努
力していきたいと思います。

臨床心理士資格試験対策講座で
お世話になりました。
おかげさまで、臨床心理士試験
に合格することができました。
各講座から面接試験対策まで、
先生方から丁寧なご指導をいた
だいたおかげでだと思っており
ます。
どうぞよろしくお伝えくださ
い。ありがとうございました。

臨床心理士二次試験合格通知が
届きました。
３か年にわたる長かった試験勉
強からようやく解放されます。
先生をはじめファイブアカデ
ミーの皆様には、本当にお世話
になり有難うございました。
臨床心理士と公認心理師の２つ
の通信講座に出会わなければ、
今年度のダブル合格はなかった
と思っています。
貴社の講座は、臨床心理士２回と
公認心理師１回の３連敗から私
を救ってくれました。無駄のない
精選された講義内容は素晴らし
いものであると体感しました。
今日まで本当にありがとうござ
いました。みなさまにもよろし
くお伝えください。

　現代の日本社会は、コロナ禍の影響を始めとして様々な問題により心の健康が脅かされ、より広く専門的な
心の支援が提供される必要のある社会だと捉えることができます。
　心理職初の国家資格である公認心理師資格の誕生も相まって、こうした社会の心理的ニーズに対応する心理
臨床家への期待・注目が集まっています。臨床心理士資格は、このような社会的責任を全うする心理臨床家の
専門性を示す重要なものです。臨床心理士資格は、心理臨床家として社会に貢献する専門家として、歴史が深
く社会的認知度の高い資格です。臨床心理士資格の取得は、心理臨床家としての生涯的な研鑽の機会を得ること、
そしてクライエント・社会に対して専門家としての資質を示すといった大きな意義があります。
　臨床心理士試験に合格することはあくまでプロセスであって、最終的なゴールではありません。重要なのは
臨床心理学の特徴ともいえる「実践」に活かすことです。このことを忘れず、単なる試験に受かるための対策・
学習をするのではなく、「実践」につながる知識・判断力を、試験対策の学習を通して養成していただきたいと
思います。皆さまの臨床心理士試験に向けた学習が、心理臨床家としての自身の資質の向上、そして目の前の
クライエントへのよりよい支援に実を結ぶことを祈っております。

コースパックのご案内
受験勉強は、限られた時間のなかで効率よく行うことが合格への近道です。
ファイブアカデミーの講座・教材でライバルたちへ追いつき追い越し、合格を掴みとりましょう！
ファイブアカデミーの臨床心理士資格試験対策必勝講座は、いつでもどこでも自分のペースで授業が受けられる動画配信
で合格を徹底サポートします。パック内の動画配信講座はすべて、オリジナルテキスト・資料がついております。さらに
今年度から講義を受講する中で出てきたわからないことを質問できるサポートHRが配信されます！また、コースパック
はキャンペーン期間中についてはお得な価格でご受講いただけます！

■2022年度1次試験マークシート対策�動画配信講座
■2022年度過去問題徹底攻略�動画配信講座
■事例問題演習�動画配信講座
■論文記述試験対策�動画配信講座
■心理学統計・研究法�動画配信講座
■ロールシャッハ・テスト対策�動画配信講座

動画配信専用講座
動画フルパック

パック内容

POINT

仕事で忙しい受験生も、ご自身のペースで受講が可能な
フルパックです。
領域別の対策もしっかりと行うことができる内容になっ
ています。

どんな方にオススメの講座？

受講料

433,400円（税込）

■�講座を何度でも視聴し、繰り返して
勉強をしたい方

■�基礎から応用まで、出題範囲の対策
を一からチェックしたい方

基礎的な知識の獲得をする「2022年度1次試験マーク
シート対策動画配信講座」、問題演習とその解説が中心と
なる「過去問題徹底攻略�動画配信講座」で実践力を身につ
けるための講座パックです。

■2022年度1次試験マークシート対策�動画配信講座
■2022年度過去問題徹底攻略�動画配信講座

動画配信専用講座
動画パック

パック内容

POINT

どんな方にオススメの講座？

受講料

315,000円（税込）

■�1つ1つの知識を確実に習得してい
きたい方

■�仕事や家庭で忙しく、通学する時間
が無い方

※各講座の開講日はP4~P7をご確認下さい。最新情報はHPもご参照下さい。

・�本講座は2022年度試験に向けた対策講座となりますため、　2022年度本試験の当日までの配信とさせていただきます。予めご了承ください。
・動画配信講座は配信専用に収録した講義動画を視聴していただきます。
・�動画配信はファイブアカデミー動画配信サイトにて配信させていただきます。
・講義資料につきましては、開講日に合わせてご自宅へお送りさせていただきます。

■教材到着後、2週間以内に教材をご返品(ファイブアカデミー事務局宛)いただければ、解約・返品を承ります。
　教材到着から2週間を経過した後の解約・返品は、理由の如何を問わずお受けいたしかねます。
（教材の乱丁・落丁による交換の場合は2週間を経過した後も承ります）
※返品前に必ずファイブアカデミー事務局までご連絡ください。
※解約・返品は、教材が未使用（動画配信講座については、かつ動画未視聴）の場合に限り承ります。
※教材返送料と返金手続きにかかる金融機関への振込手数料はお客様負担とさせていただきます。

■�ファイブアカデミーの講座・教材をお使いになれるのはお申し込み者ご本人のみです。講座のテキスト、講義を録画・録音したり、配布・譲渡することは著作権法に触れる違法行為となりますので、絶対に
おやめください。

ご受講について

動画配信講座について

キャンセルポリシー

10月11日
受付開始！

10月11日
受付開始！
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※1コマ約1時間、全5回の講座です。
※本講座は2021年度に開講した「事例問題演習�動画配信講座」と同様の内容になります。
※動画配信期間は2022年度の本試験当日までとなります。
※開講日が決まりましたらHPに掲載しますのでご確認ください。

No� 講義タイトル No� 講義タイトル
第1回 医療領域 第4回 司法・犯罪領域
第2回 教育領域 第5回 産業領域
第3回 福祉領域

受講料
29,600円（税込）

　臨床心理士資格試験の事例問題に特化した講座です。臨床心理士資格試験の事例問題は、例年100問中30
問ほど出題され、事例問題の出来が一次試験の合否の分かれ目になります。事例問題は基礎知識に加えて、臨
床全般に対する深い理解が問われるため、相応の対策をしないと正解に辿り着くことが難しいでしょう。本
講座では問題演習を通して、解答テクニックなどを含めた事例問題の攻略法を解説していきます。

受講料
29,600円（税込）

　統計の問題を得点源に変える講座です。臨床心理士資格試験で出題される統計の問題はポイントを掴んでし
まえば、難しくありません。尺度水準から多変量解析まで統計問題を「チャンス問題」と捉え、得点につなげま
しょう。

No� 講義タイトル No� 講義タイトル
第1回 尺度水準／信頼性と妥当性 第4回 多変量解析
第2回 標準偏差と正規分布／統計的仮説検定 第5回 研究法
第3回 相関／χ2検定／t検定／分散分析

臨床心理士資格試験
ロールシャッハ・テスト対策 動画配信講座

パターンを
要チェック!

受講料
29,600円（税込）

　臨床心理士資格試験ならではであるロールシャッハ・テストの問題を得点源に変える講座です。臨床心理士
資格試験で出題されるロールシャッハ・テストは、微妙な判断が問われるものではなく、コツを掴んでしま
えば難しくありません。要点を学習した後に「問題演習→解説」と進む本講義から、出題されやすい部分をしっ
かりと押さえて、得点につなげましょう。

No� 講義タイトル
第1回 ロールシャッハ・テストの解釈
第2回 過去問演習①
第3回 過去問演習②
第4回 過去問演習③
第5回 過去問演習④／包括システム

※1コマ約1時間、全5回の講座です。
※本講座は2021年度に開講した「心理学統計・研究法�動画配信講座」と同様の内容になります。
※動画配信期間は2022年度の本試験当日までとなります。
※開講日が決まりましたらHPに掲載しますのでご確認ください。

※1コマ約1時間、全5回の講座です。
※本講座は2021年度に開講した「ロールシャッハ・テスト対策�動画配信講座」と同様の内容になります。
※動画配信期間は2022年度の本試験当日までとなります。
※開講日が決まりましたらHPに掲載しますのでご確認ください。

臨床心理士資格試験
事例問題演習 動画配信講座

臨床心理士資格試験
心理学統計・研究法 動画配信講座

事例攻略は
こちら !

統計問題を
チャンスに!

臨床心理士資格試験
2022年度 過去問題徹底攻略 動画配信講座

　「臨床心理士資格試験の過去問題」を徹底的に研究し、本番で合格水準（60～70点以上）に到達するための講
座です。試験勉強において、過去問題は非常に重要です。過去問題に触れることにより、出題ポイントを意
識した効率的な学習が可能になります。本講座では、過去に出題された問題に基づいて、各回2時間、問題演
習→解説講義を動画配信にて行います。「どこが×なのか」「どこを訂正すれば〇になるのか」を丁寧に解説し、
試験への対応力を強化します。

※1コマ約2時間、全22回の講座です。
※本講座は2021年度に開講した「2021年度過去問題徹底攻略�動画配信講座」を一部修正したものになります。
※動画配信期間は2022年度の本試験当日までとなります。

No� 講義内容 受講料（税込）
第1回～第5回 基礎心理学 ￥37,500
第6回～第7回 心理統計・研究法 ￥15,000
第8回～第11回 心理査定・ロールシャッハテスト ￥30,000
第12回～第15回 精神症状 ￥30,000
第16回～第19回 心理療法・支援 ￥30,000
第20回～第22回 関係行政論 ￥22,500
第1回～第22回 全22回セット ￥165,000

実践

臨床心理士資格試験
2022年度 1次試験 マークシート対策 動画配信講座

　一次試験におけるマークシート方式試験に特化した講座です。どこでも繰り返し見られる講義動画と長過
ぎず無駄がない専用テキストでマークシート方式試験で求められる知識を網羅的に、そして効率的に学習す
ることができます。

※1コマ約1時間、全25回の講座です。
※本講座は2021年度に開講した「2021年度1次試験マークシート対策�動画配信講座」のうち、法改正があった箇所についてテロップで補足した動画になります。
※動画配信期間は2022年度の本試験日当日までとなります。

No� 講義内容 受講料（税込）
第1回～第6回 基礎心理学 ￥36,000
第7～8回 心理統計 ￥12,000

第9回～第14回 心理査定・ロールシャッハテスト ￥36,000
第15回～第17回 精神症状 ￥18,000
第18回～第23回 心理療法・コミュニティ心理学 ￥36,000
第24回～第25回 法律 ￥12,000
第1回～第25回 全25回セット ￥150,000

インプット

勉強のリズムをつけることが、合格へつながるための第一歩!

動画配信講座のご案内

10月11日
開講！
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テキスト教材のご案内

Q&A
（その他、気になる点などがございましたらお気軽にお問合せください）

Q 1

Q 2

Q 4

Q 3

A 1

A 2

A 4

A 3

開講日が過ぎてからでも受講することは可能でしょうか？

受講料の分割払いは可能でしょうか？

動画配信講座を受講する中で分からないことがある場合、質問はできますか？

動画配信講座を試しに視聴することはできますか？

可能でございます。ご都合のよい時期から受講を始めることができます。

振込による分割払いは対応不可です。クレジットカードでのお支払いの場合は、リボルビング・
分割対応が可能です。

2022年11月より、月に一度サポートHR（動画配信）を行いますので、それをご活用いただき、質
問をすることができます。サポートHRの詳細につきましては、無料体験授業・講座紹介の「サポー
トHRの活用方法」をご覧ください。

「無料体験授業・講座紹介」にお申込みいただくことで、ファイブアカデミー動画配信サ
イトにてご視聴いただけます。ぜひご視聴いただき、実際にご受講いただいた際のイメー
ジを作っていただけましたら幸いです。右記QRコードよりお申込みいただけます。

臨床心理士資格試験テキスト教材
全国一斉模試／精選問題集　No.9～No.13

さらなる
実践力
UP！

　毎回100名以上の受験生がいるファイブアカデミーの臨床心理士
資格試験・全国一斉模試。過去に実施された模試に挑み、合格を手
にした当時の受験生と得点を比べて、自身の得意、不得意を見つけ
ましょう。ファイブアカデミーオリジナルの模擬試験と解答解説集
の他、合格された方の当時の模擬試験の平均点が表示されたフィー
ドバックシートが加わり、今後の学習計画をサポートいたします。
今年の模擬試験はもちろん、精選問題集でより多く演習を積むこと
で実践力を高めましょう。

（No.9,10が2019年、No.11が2020年、No.12、No.13が2021年にそれぞれ実施された模試
になります。）

受講料 5,400円（税込）（1種類あたりの価格になります）

臨床心理士資格試験
直前対策 動画配信講座

臨床心理士資格試験
サポートHR

直前対策

特典

受講料

受講料

29,600円（税込）

0円（税込）

　ロールシャッハ・テスト、精神保健福祉法や少年法といった法律の問題を得点源に変える講座です。この
分野を苦手としている方は多いため、ポイントを押さえて学習すると他の受験生より一歩リードすることが
できるでしょう。

　サポートHRとは、動画配信講座を受講している中で出てきた受講生のみなさまからの質問を、ファイブア
カデミー講師が動画配信で回答するという質疑応答システムのことです。講義に関する質問を毎月一定期間、
フォームより受けつけ、それに対して講師が動画配信にて回答します。サポートHRの詳細につきましては、「サ
ポートHRの活用方法」をご参照ください。

No� 講義タイトル
第1回 ロールシャッハ・テスト（知識）
第2回 ロールシャッハ・テスト（事例）
第3回 法律と関係行政（医療）
第4回 法律と関係行政（教育・産業）
第5回 法律と関係行政（福祉）
第6回 法律と関係行政（司法）

No� 内容 配信日程
サポートHRの活用方法 10月末

第1回 11月の質問への回答 11月末
第2回 12月の質問への回答 12月末
第3回 1月の質問への回答 1月末
第4回 2月の質問への回答 2月末
第5回 3月の質問への回答 3月末
第6回 4月の質問への回答 4月末
第7回 5月の質問への回答 5月末
第8回 6月の質問への回答 6月末

※1コマ約50分、全6回の講座です。
※動画配信期間は2022年度の本試験当日までとなります。

※動画配信講座をご受講されている方のみご視聴いただけます。
　キックオフ模試、全国一斉模試、Theファイナル模試のみご受講の場合はご覧いただけませんので、予めご了承ください。
※公認心理師資格試験対策講座の受講生からのご質問にも回答する動画になります。
※動画配信期間は2022年度の本試験当日までとなります。

8月15日
開講！

11月末より
配信！

臨床心理士資格試験
論文記述試験対策 動画配信講座

論述対策は
これで安心！

受講料
29,600円（税込）

　論述問題の解答力を養成する講座です。論文記述試験はその内容を二次面接試験で訊かれる場合があり、面
接試験の合格を確実にするためにも万全に準備をしておくことをおすすめします。原稿用紙の使い方や文字
表現における基本的な注意事項、文章構成のプランニングといった文章力の向上から臨床心理士の4大業務に
基づいた表現テクニックなど、論述における1つ1つの重要ポイントを丁寧に解説していきます。 添削課題が2
回分ついています。
No� 講義タイトル
第1回 出題傾向／論文記述試験における記述ルール
第2回 論文課題に応じた対策／論述の展開方法
第3回 問題演習（論述展開の練習）

※1コマ約1時間、全3回の講座です。
※本講座は2021年度に開講した「論文記述試験対策�動画配信講座」と同様の内容になります。
※動画配信期間は2022年度の本試験当日までとなります。

10月11日
開講！

6月28日
発売！
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模擬試験のご案内

臨床心理士資格試験
キックオフ模試

　ファイブアカデミーでは、2022年度臨床心理士試験に向けて「問題の本質を理解する力の徹底強化」を図るため
に、精選した100問の知識問題・事例問題からなる「キックオフ模試」を2022年2月に開催いたします。試験のフィー
ドバックから、「自分が何がわかっていて、何について理解不足で、どんな勉強が必要なのか」を踏まえ、2022年
度の合格に向けた今後の勉強の指針になります。さぁ、ここからが新たなスタートです！

受講料 8,500円（税込）

自宅受験限定

基礎心理学や心理統計、心理査定など各分野の得点を、全国の受験生と相対評価。どこが苦手でこれからどう勉強すべ
きか、ワンポイントアドバイスも充実！フィードバックシートはPDFデータでお返しします！

全問題に関して詳しく説明をした解答解説集に加え、実施日後に一部の問題を扱った解説講義動画を配信いたします。
更に、解説講義動画で扱う資料は動画配信サイトからPDFデータでご覧いただけます！解けなかった問題の「なぜ？」が、
みるみる「分かった！」へと変わります。
※解説講義は全ての問題を解説するのではなく、一部の問題（基本問題や重要問題）にしぼった解説講義となります。
※解説講義動画の時間は、3時間程度を予定しております。視聴期限につきましてはHPをご確認ください。

ファイブアカデミーの対策講座を長らく務めてきた公認心理師・臨床心理士チームによる良質な問題をご提供します。

フィードバックシートで自身の状況を徹底分析！

充実した解答解説集＆解説講義動画

知識と事例100問の集中テスト!

Point.
3

Point.
2

Point.
1

※自宅受験のため、受験日程はこの日に限らずご都合の良い日程で実施していただけます。

実施日 2月19日㈯10:30〜13:00

12月20日
受付開始！
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臨床心理士資格試験対策
Theファイナル模試

直前
対策

　「もっと多くの模試に取り組みたい！」という多くの受験生の要望に応えて開催する、2022年度最終模試「The 
ファイナル」。これまでの過去問題をふまえて、ファイブアカデミーの公認心理師・臨床心理士チームが「ここは知っ
ておいてもらいたい」「ここは出題される可能性がある」といったマークシート形式問題を作成し、あなたの知識が
合格水準に達しているかを確認します。どの領域の知識が合格水準に達しているか、達していないかを知ること
で残りの期間で何を学習するのかの指針になります。午後は論述試験もあり、試験当日を想定したより実践的な
トレーニングを積むことができます。

日程 午前の部 午後の部
東京会場

9/17（土） 10:30～13:00 14:00～15:30
自宅受験

受講料
9,500円（税込）

※東京会場でのご受験は50名限定です。
※本試験同様、午前と午後の二部構成になります（どちらか片方のみのご受講はお受け付けできかねます）。
※Theファイナル模試の問題は午前の部はマークシート問題100問、午後の部は論述試験となります。
※自宅受験は、上記日程に限らずご都合の良い日程でご受験いただけます。

これまでの臨床心理士資格試験などの出題傾向から、2022年度はどんな問題が出題されるのかファイブアカデミー
の対策講座を長らく務めてきた公認心理師・臨床心理士チームによる予想問題をご提供します。

フィードバックシートで基礎心理学や心理統計、心理査定など各分野の得点を全国の受験生と相対評価。どこ
が苦手でこれからどう勉強すべきか、ワンポイントアドバイスも充実！

Theファイナル模試の解答解説集を、会場受験の方には試験後に会場で、自宅受験の方には問題冊子と一緒に郵
送いたします。また、模擬試験の実施日後に講師による解答解説講義も動画配信いたします。解けなかった問
題への「なぜ？」は「分かった！」へと変えていきましょう！
※�解答解説講義は全ての問題を解説するのではなく、一部の問題（基本問題や重要問題）にしぼった解説講義となります。
※解説講義動画の時間は、午前で合計3時間程度を予定しております。視聴期限につきましてはHPをご確認ください。
※午後の部（論述問題）の解説動画はございませんので、予めご了承ください。

プロの講師陣作成によるマークシート形式100問＋論述テーマ1題の予想問題

フィードバックシートと解答選択別チェックリストで自身の状況を徹底分析！

充実した解答解説集＆解説講義動画

Point.
1

Point.
3

Point.
2

その他のご案内
ファイブアカデミー
臨床心理士資格試験対策必勝講座関連書籍のご案内

臨床心理士資格試験対策テキスト
（ナツメ社）好評発売中！

一問一答問題集がパワーアップしました！
臨床心理士資格試験対策一問一答問題集

（ナツメ社）好評発売中！

試験に出る心理学用語をコンパクトに解説！
心理学 キーワード＆キーパーソン事典

（ナツメ社）好評発売中！

別冊「模擬試験2回」つき！

　臨床心理士試験対策に必携の書！とても分かりやすいとご好評いただいて
います。心理学の各領域をコンパクトに解説、過去問との関係もしっかりフォ
ローしてあり、事例問題、面接試験、論文対策も充実した1冊です。

　対策テキストとリンクしており、学んだ内容を一問一答形式で覚えられる
ように作られております。また大切なポイント、問題から派生して覚えてお
きたい語句なども収録。臨床心理士資格試験を受験される皆さまの必須とな
る1冊です。

　臨床心理士資格試験や指定大学院入学試験、公認心理師資格試験において
必須の専門用語を厳選し、なるべく平易な言葉でまとめたキーワード集です。
試験に合格するためには、適切なアウトプットも求められます。本書を活用
していただくことによって、重要概念や人物についての理解が深まります。

スピード暗記! 心理キーワード1000一問一答
（Z会）好評発売中！

　公認心理師試験、臨床心理士試験、心理系大学院入学試験において覚えておかなけ
ればならない1000のキーワードを一問一答形式にて出題しております。問題文から
キーワードを「手がかり再生」することによって、○×の一問一答形式よりも、しっか
り記憶に定着させることを目指します。
　電子書籍版と紙書籍版があります。紙書籍版には、解説が付いております。

7月15日
受付開始！
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第1条 定義
本規約は、スマートキッズ株式会社（以下、「当社」といいます）が提供する心理学専
門校ファイブアカデミーのサービス（以下、「本サービス」といいます）の利用に関す
る条件を、本サービスを利用するお客様（以下、「受講生」といいます）と当社の間で
定めるものとします。受講生は、本規約に同意する場合のみ本サービスを利用でき
るものとします。

第2条 受講生アカウント
動画配信講座のお申込みの場合、受講生は、本サービスの利用に必要な受講生アカ
ウントを付与されるものとします。
当社は、本規約第9条に定めた禁止事項など、当社が適当でないと判断した行為を
行った受講生に対しては、受講生アカウントの停止をさせていただくことがあり
ます。
当社が発行した受講生アカウントは、付与された受講生のみが利用可能なものと
し、第三者への譲渡、貸与を禁止します。当社の責任に拠らずに、これらを第三
者が使用したことにより生じた事態や損害については、当社は責任を負わないも
のとします。
受講生は、自らの責任のもとで受講生アカウントの管理を厳重に行うものとします。
発行された受講生アカウントの利用による本サービスでの行為は、すべて付与され
た受講生アカウントの受講生のものとみなします。

第3条 受講期間・期限について
動画配信限定講座においては、各講座・各回によって定めるものとします。
いずれも当社が適当とする場合以外を除いて、延長はいたしません。

第4条 著作物の取り扱い
本サービスに関連して提供される情報その他の著作物（以下「著作物等」という）に関
する権利は、当社または当該著作物等の著作権者に帰属します。受講生は、当社の
事前の書面による承諾を得ずに、著作物等を複製、公衆送信、頒布、翻案、翻訳、
及び二次的著作物への利用等を行うことはできません。
受講生が本サービス内において蓄積した学習履歴や学習データ等の権利は、一切当
社に帰属するものとします。

第5条 必要となる機器等
本サービスを利用するために必要な、タブレット端末、通信機器、ソフトウェア、
インターネット接続環境など、当社が設置・管理・運用に関与しない一切の機器お
よびソフトウェア等については、受講生が自己の費用と責任で準備し、維持するも
のとします。また、本サービスの利用に関わる通信料等は受講生の負担となります。

第6条 支払いについて
本サービスのお支払いは前払いシステムです。お支払い方法は振込、郵便振替、代
金引換のいずれかとなります。振込の場合には、振込先の口座を受付時にご案内い
たします。なお、お支払いに要する手数料などは受講生にご負担いただきます。

第7条 解約について
●紙教材・動画配信講座
教材到着後（テキスト類・アカウント付与）、2週間以内に教材をご返品（ファイブア
カデミー必着）いただければ、解約・返品を承ります。
教材到着から2週間を経過した後の解約・返品は、理由の如何を問わずお受けいた
しかねます（教材の乱丁・落丁による交換の場合は2週間を経過した後も承ります）。
※解約・返品は、教材が未使用、配信動画が未試聴の場合に限り承ります。
※教材返送料と返金手続きにかかる金融機関への振込手数料は受講生負担とさせて
いただきます。
※返品前に必ずファイブアカデミー事務局までご連絡ください。

第8条 同意事項
受講生は、本サービス（動画配信）を利用するにあたり、以下の各項について同意す
るものとします。ただし、当社に故意または重大な過失がある場合には適用しない
ものとします
（1）��本サービスの利便性を向上させるために、受講生による本サービスへの接続時

に当社がCookieを利用すること
（2）��当社が自動的に受講生のアクセスログ（アクセス日時、閲覧したページIPアドレ

ス等）を取得することおよび、取得したアクセスログと当社が保有する受講生の
個人情報とを組み合わせて、本サービスの円滑な運営のために利用すること

（3）��本サービスの利用において受講生が入手する情報の安全性・確実性・信憑性・
有効性その他、情報の評価に関し、当社が一切の責任を負わないこと

（4）��受講生の自己責任において、コンピューター・ウイルスの感染予防の措置を講
じるものとし、当社がウイルス感染を回避する保証を与えるものではないこと

（5）��本サービスにおいて、受講生ごとに蓄積された学習履歴や学習データを、個人
を特定できない形で第三者に提供し、当社のサービス向上のために利用するこ
と

（6）��本サービスにおいて、受講生ごとに蓄積された学習履歴や学習データは、当社
の定める一定の期間の後に消去され、本サービスのサイト内で閲覧できなくな
ること。その期間については当社の定めるものとし、受講生への告知は特段の
場合を除き行わないこと

（7）��受講生は、当社もしくは「個人情報保護方針」で定めるＺ会グループ企業が、本
サービスに関連して提供される著作物等の効果を第三者が分析するために、受
講生の属性や学習履歴に関する情報を、受講生個人が特定されない形で提供す
ることに同意するものとします。

第9条 遵守事項
受講生は、本サービスの利用について次に挙げる行為をしてはなりません。いずれ
かに該当する行為を行った受講生に対し、当社は何らの予告・通知もなく、本サー
ビスの利用を差し止めることができるものとします。その場合、違反行為をした受
講生は利用を差し止められたことについて、何らの異議を唱えないものとし、また
何らの補償・賠償・補填・代償・支払済受講料の返却も求めることはできないもの
とします。
（1）�当社及び第三者の通信の秘密またはプライバシーを侵害する行為
（2）�当社及び第三者を誹謗、中傷し、または差別する行為
（3）��当社及び第三者が権利を有する著作権、商標権等の知的財産権（知的所有権）を

侵害する行為
（4）�動画配信サイト上の情報等を無断で改ざん・消去等する行為
（5）��当社が許可しない勧誘・宣伝・販売などの受講生本人または第三者の営利を目

的とする行為
（6）�他の受講生のID、パスワードを不正に使用する行為
（7）�1つのアカウントまたはDVD講座を複数人で使用する行為
（8）��動画配信サイトならびに当社が運営・管理するホームページ、データベース等

への不正接続行為
（9）��動画配信サイトを利用してコンピューター・ウィルス、わいせつ図画などの有

害データを掲示・配布・送信する行為
（10）��動画配信サイトを利用してわいせつ、残虐、暴力、犯罪、中傷、その他の公序

良俗に反するホームページへリンクする行為
（11）��本サービス運営に支障をきたす行為、または当社及び第三者の権利・利益を害

する行為として当社が判断する一切の行為
（12）��その他、本規約に定める義務に反する行為、または本サービスを妨害する一切

の行為

第10条 サービスの一時停止
当社は、本サービス用設備の保守または工事の都合、本サービスの全部または一部
の提供を一時的に停止することができます。緊急を要する場合を除き、事前に、当
社が適当と判断する方法によって利用者に通知します。なお、サービス一時停止に
関して受講料金の返却は行いません。

第11条 守秘義務
当社は、当社が定める「個人情報保護方針」に基づいて、受講生の個人情報を取り扱
います。本サービス利用中はもとより本サービス利用終了後においても、必要な限
度を超えて利用せず、第三者に個人情報を提供することはありません。
受講生は、「個人情報保護方針」の定めに基づき、Ｚ会グループ企業で提供する商品・
サービスのお知らせを、Ｚ会グループ企業が受講生に送ることについては、特に申
し出が無い限り、異議がないものといたします。「個人情報保護方針」はこちらをご
覧ください。

第12条 サービスの廃止・変更
当社の都合により、本サービスの全部または一部を廃止または変更することがあり
ます。その場合、受講生に対し、第8条と同様の方法により、事前に通知するもの
とします。
廃止または変更によって損害が生じた場合でも、当社は一切その責を負わないもの
とします。ただし、当社に故意または重大な過失がある場合には適用しないものと
します。

第13条 利用規約の適用および変更
当社が本サービスにおいて提示する規定、注意事項等は、本規約の一部を構成する
ものとします。
当社は、当社が必要と判断する場合、いつでも本規約を変更できるものとします。
変更後の本規約は、当社から変更内容とともに受講生に通知しますが、運営する動
画配信サイト内に掲示された時点から効力を生じるものとします。
受講生は本規約の変更後も本規約に同意した上で、本サービスを利用するものとし、
本規約変更後に、本サービスを利用した場合、本規約に同意したものとみなします。

第14条 免責
受講生は、以下の不具合等から生じた損害について、当社が一切その責を負わない
ことに同意するものとします。ただし、当社に故意または重大な過失がある場合に
は適用しないものとします。
（1）��本サービスについて、受講生が使用する通信機器等によって、提供サービスや

使用する機器に生じる不具合
（2）��天災、事変、その他の不可抗力や第三者の故意など、当社の責任によらない原

因によって、本サービスに障害が生じたり、損害を受けたりすること
（3）��当社の責任によらない原因によって、本サービスで管理または提供されるデー

タが改ざん・消去されること
（4）��受講生による本サービスの利用にともなって生じる受講生間の係争については、

当社は、何らの責を負わないこと

第15条 準拠法・管轄
本サービスに関して、本規約に定めの無い事柄については、受講生の住所・ネットワー
ク接続地にかかわらず、日本国の法令の定めによります。また、本サービスに関す
る訴訟に関しては、当社本店所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁
判所とします。

個人情報保護方針
スマートキッズ株式会社（以下、「当社」といいます）は、発達支援事業、放課後等
デイサービス事業、教育業の療育および教育サービスの提供を通して、社会の革
新と発展に貢献することを目指しております。これらの事業活動において、当社
は数多くの個人情報を取り扱っており、すべての従業者は、個人情報を適切に保
護し、個人の権利及び利益を確保することを重要な社会的責務と考えております。
当社は、以下に掲げる当社自らの個人情報保護規律を規範とし、それを実践する
ための体制を確立し、当社の事業遂行の中において堅固な保護・管理体制を定着
させることを宣言いたします。

1.個人情報の取得･利用･提供等について
（1）�個人情報を取得する際は、その利用目的をできる限り明確に特定し、その目

的達成に必要な限度において適法かつ公正な手段を用います。
（2）�個人情報を利用する際は、本人に明示、通知、または公表した利用目的の範

囲内に限定し、それに反する目的外利用を行わないための措置を講じます。
（3）�個人情報を第三者に提供またはその取扱いを委託する際は、上記利用目的の

範囲内で、適法にこれを行います。

2.安全対策の実施について
個人情報の正確性およびその利用の安全性を確保するため、情報セキュリティ対
策を始めとする安全措置を構築し、個人情報への不正アクセス、個人情報の漏洩、
滅失または毀損等の的確な防止とセキュリティの是正に努めます。

3.苦情および相談等に対する適正な対応について
本人からの苦情および相談があった場合には、適切かつ迅速に対応いたします。
また、個人情報を提供された本人の権利を尊重し、本人から自己情報の開示、訂正、
削除、または利用もしくは提供の停止等を求められたときは、法令に則り、遅滞
なく応じます。

4.法令・指針・規範の遵守について
適正な個人情報保護の実現のため、個人情報の取扱いに関する法令､ 国が定める
指針およびその他の規範を遵守します。

5.個人情報保護マネジメントシステムの継続的改善について
個人情報保護マネジメントシステムの運用状況について定期的に監査し、それを
維持し、継続的に改善し、個人情報の保護水準の向上を図ります。

個人情報に関するお問合わせ窓口
スマートキッズ株式会社個人情報保護担当　MAIL:�info@smart-kids.jp

個人情報の取り扱いについて
1.事業者名
スマートキッズ株式会社

2.個人情報保護管理者

個人情報保護対策委員会　個人情報保護管理責任者
連絡先：info@smart-kids.jp

3.個人情報の利用目的
a.開示対象個人情報
（1）サービスご利用のお客様

イ.�スマートキッズ株式会社の商品・サービス・催事・求人等のご案内
ロ.�ご契約いただいたお客様に対する、療育支援・送迎等のご契約内容の履行、
お問い合わせ・ご相談への応答、意欲喚起のための活動、その他附帯サー
ビスの提供。ただし、必要な情報をご登録いただけない場合、一部サー
ビスのご提供ができない場合がございます。

ハ.�商品・サービスの開発、改善のための調査・研究（アンケート送付など）
（2）（1）以外のお客様

イ.�スマートキッズ株式会社の商品・サービス・催事等のご案内、請求資料
の送付、お問い合わせ等への応答

ロ.�商品・サービスの開発、改善のための調査・研究（アンケート送付など）
（3）採用応募者

採用選考、連絡
（4）従業者情報

勤務管理、人事給与、福利厚生、社会保険、連絡等
b.直接書面以外の方法によって取得した個人情報
（1）受託業務でお預かりした個人情報

受託業務遂行
（2）通話録音情報

通話内容の確認、電話応対の品質向上

4.個人情報の提供について
お客様の個人情報は、以下のいずれかに該当する場合を除き、第三者に提供いた
しません。また、提供する際も必要最低限の情報のみを提供します。
a.�お客様あてにサービスや各種発送物をお届けしたり、ご連絡を差し上げたりす
るため、社外の協力会社等へ業務を委託する場合
b.お客様の同意がある場合
c.法令に基づく適正な提供要求があった場合

5.個人情報の委託について
4.a.の目的でお客様の個人情報を取り扱う業務を協力会社等に委託する場合、委
託先の選定基準を満たす業者に委託し、その取り扱い基準を定め、適切な教育・
指導・監督を行うとともに、委託業務に関して契約を取り交わし、機密保持につ
いても契約に盛り込みます。

6.共同利用
Z会グループ企業（注）において、個人情報を共同して利用いたします。
a.�共同利用する個人情報の項目
本人氏名、保護者氏名、住所、電話番号、ファックス番号、メールアドレス、
生年月日、性別、在学校、志望校、申込情報、成績情報等

b.�共同利用する者の範囲
Ｚ会グループ企業

c.�利用目的
(1)�Ｚ会グループ企業の商品・サービス・催事・求人等のご案内
(2)�ご契約いただいたお客様に対する、ご契約内容の履行、お問い合わせ・ご
相談への応答、意欲喚起のための活動、ご利用結果の測定、その他附帯サー
ビスの提供
(3)商品・サービスの開発、改善のための調査・研究（アンケート送付など）

d.�共同利用について責任を有する者の氏名又は名称
株式会社Z会

e.�取得方法
Web・郵送・対面等により、本人から直接書面によって取得
電話等で、本人から直接書面によらない取得

7.個人情報の利用停止、訂正の手続き
お客様からご本人の個人情報について、利用目的の通知、開示、内容の訂正、追
加または削除、利用の停止、消去および第三者への提供の停止（開示等といいま
す）のお申し入れがあった場合、以下のとおり対応させていただきます。�※個人
情報の漏洩防止のため、個人情報の開示ならびに訂正等のお申し入れを受けた際
には本人確認をさせていただきます。ご本人確認ができない場合には、ご要望に
お応えできない場合があります。
a.�利用目的の開示、個人情報の開示につきましては、所定の手続きによりお申し
出いただくこととなります。その際は、事務に要する必要な費用をご負担いた
だくこととなりますので、予めご承知おきください。なお、お手続きの詳細に
つきましては、https://www.zkai.co.jp/home/info/policy_detail.htmlを
ご覧ください。
b.�スマートキッズ株式会社からのご案内について、送付停止のご要望をいただい
た場合は、ご連絡いただき次第、停止のお手続きの間に合う時点から送付を停
止いたします。
　※�スマートキッズ株式会社からのご案内の送付停止の手続きは迅速に行います

が、すでに発送準備を終えていた場合、間に合わないことがあります。
c.�個人情報の誤りに関して訂正のご連絡をいただいた場合、所定の手続きにより
お受けいたします。
d.�個人情報の開示等のお申し出にお応えできない場合は、理由を明らかにして回
答させていただきます。

8.苦情の解決の申し出先

スマートキッズ株式会社　個人情報保護担当
MAIL：info@smart-kid.jp

9.お預かりする個人情報について
個人情報をお預けいただくかどうかはお客様の任意です。ただし、必要な情報を
ご登録いただけない場合、一部サービスのご提供ができない場合があります。

10.お問い合わせ窓口

「個人情報」に関するお問合わせ窓口
スマートキッズ株式会社個人情報保護担当　MAIL：info@smart-kids.jp

利用規約プライバシーポリシー

「株式会社Z会CA」におけるプライバシーポリシーは、
以下、Webサイトをご参照ください。

https://www.zkai.co.jp/home/policy/zca/

動画配信専用講座・テキスト教材・模擬試験のお申し込みは、株式会社Z会CAにて承ります。
動画配信専用講座・テキスト教材・模擬試験受講者の個人情報は、株式会社Z会CAにも提供されます。
提供された個人情報は、「株式会社Z会CA�個人情報の取り扱いについて」に基づき、適切に管理されます。
（スマートキッズ株式会社は心理学専門校ファイブアカデミーを運営する法人です。）

動画配信専用講座・テキスト教材・模擬試験のお申し込みは、株式会社Z会CAにて承ります。
動画配信専用講座・テキスト教材・模擬試験受講者の個人情報は、株式会社Z会CAにも提供されます。
提供された個人情報は、「株式会社Z会CA�個人情報の取り扱いについて」に基づき、適切に管理されます。
（スマートキッズ株式会社は心理学専門校ファイブアカデミーを運営する法人です。）



講座お申し込み方法 お問い合わせ方法

個別相談（要予約）

事務局所在地

　ご自身の状況を踏まえた試験対策について考えたいと思っている方にオススメです。公認心理師・臨床心理
士資格試験や指定大学院受験対策講座において、受験生の様々な相談を受けてきた経験豊富な受験アドバイザー
が対応させていただきます。方法は来校（事務局）・お電話・オンライン通話の中から、あなたのご都合の良い
方法をお選びください（相談時間は 40 分程度を想定しております）。
　ご希望の方は、ファイブアカデミー HP の無料ガイダンス予約フォームよりお申込みください。

〒101-0041　東京都千代田区神田須田町1丁目2−3　Z会御茶ノ水ビル8階

※�誠に恐れ入りますが、お電話でのお問い合わせは新型コロナウィルス感染症拡大防止の観点よりスタッフが在宅勤務をしておりますため、休止してい
ます。

Ｚ会キャリアアップコース　カスタマーセン
ターにて承ります。

講座の内容に関するお問い合わせ・ご相談は下
記お問い合わせフォームより承ります。

WebサイトQRコード お問い合わせフォーム
QRコード


