
心理系大学院受験対策講座

心理学専門校ならではの合格への戦略
確かな力を身につける正しい勉強法で合格へ

2022年度版パンフレット



　「ファイブアカデミー心理系大学院受験対策講座」は心理系大学院受験に特化し、

幅広く細やかな指導スタイルで合格を確かなものにしていただくための講座です。

　初めて心理学を学ぶ方、大学の心理学科（学部）を卒業された方、社会人でキャリ

アアップやキャリアチェンジを目指す方など、どなたにもご満足いただけるように

各種講座を取り揃えております。

　ぜひあなたも、心理学の専門家による指導を受け、自己実現に向けた第一歩を踏

み出して下さい。
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What FIVE ACADEMY is?

　ファイブアカデミーは、全国でも珍しい、心理学系の大学院受験、公認心理

師・臨床心理士資格試験に特化した心理学専門校です。

　心理学系の大学院入試には、毎年多くの受験生がチャレンジします。しかし、

独学では合格が困難なケースが多いことから、心理系大学院を修了した研究者

らが中心となって2000年に創設されたのが「心理学系大学院受験個別指導講

座」です。

　その後、公認心理師試験、臨床心理士資格試験のための講座も開設し、現在

では大学院受験から資格試験受験まで動画配信でも通信でも学べる体制を整

え、心の専門家を目指す受験生のみなさまへのサポートやサービスを充実させ

てきました。

　ファイブアカデミーで講座を担当している講師は、心理学専攻の大学院を修

了したプロばかり。心理学の授業はもちろんのこと、研究計画書や英語などす

べての科目について、心理学の専門家による授業が受講できるのは心理学専門

予備校ならではといえるでしょう。

ファイブアカデミーとは？
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What FIVE ACADEMY is?

ファイブアカデミーでは設立当時から現在に至るまで、数多くの

合格実績やパターンを積み上げ、これまで3000名以上の合格者

を輩出してきました。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、公認心理師、臨床心理士をはじめとした心理学の専門家を志

すみなさまをサポートしていきます。

このご案内をお読みになり、もし分からないことや疑問点などが

ありましたらどうぞお気軽にお問い合わせください。また、個別

セミナーも受け付けております。ファイブアカデミーでは、熱意

あるあなたのご受講をお待ちしております。
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ファイブアカデミーの
特徴

心理系の大学院受験の専門予備校PO
INT

1

開校以来、心理系の大学院受験専門に徹してきま
した。他の予備校がデパートとするなら、ファイ
ブアカデミーは専門店といえるでしょう。専門店
に徹してきた分、ノウハウと授業の質が違います。

実績ある講師陣PO
INT

3

高い合格実績を誇るベテラン講師が勢揃い。この
ほかにも非常勤講師として大学講師、臨床経験豊
な公認心理師、臨床心理士などバラエティに富ん
だ講師が在籍し、どこでも通用する本当の実力を
養成します。

フレキシブルな講座選択PO
INT

5
心理学の知識や英語力、生活パターンは人それぞ
れのため、その方に合った講座を選択できます。
例えば、基礎心理学と臨床心理学はある程度学ん
でいるため添削講座のみ、心理学研究法・統計は
動画配信講座といったパターンも可能です。
ご自身に合った組み合わせで受講することができ
ます。

ご質問はメールで受け付けPO
INT

7

勉強方法、講座内容、志望校等に関するご相談や
ご質問はメールで承っております。専門のスタッ
フや講師が、受講生の状況や将来の希望をふまえ
た上でご返信いたします。

合格できるカリキュラムPO
INT

2

受験に必要なことを網羅するカリキュラムが組ま
れており、合格を確かなものにします。単なる小
手先の受験テクニックにとどまらず、大学院で勉
強していくための基礎力が身につきます。

充実した講座の種類・数PO
INT

4

心理系大学院受験専門予備校ならではのさまざま
な講座を用意しています。初学者や心理学科既卒
者、学生や社会人、遠方にお住まいの方など、ご
自身にあった講座を選択して受講することが可能
です。

受講開始は随時可能PO
INT

6
　大学院受験を決意するタイミングは人それぞれ
です。そのため、ファイブアカデミーではいつか
らでも学べるような授業カリキュラムになってい
ます。受験時期から逆算してちょうど良い月から
受講を開始することができます。
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愛知教育大学
秋田大学大学院
茨城大学大学院

大阪市立大学大学院
お茶の水女子大学大学院

九州大学大学院
京都大学大学院
神戸大学大学院
静岡大学大学院

上越教育大学大学院
筑波大学大学院

東京学芸大学大学院
東京大学大学院

名古屋大学大学院
鳴門教育大学大学院

福島大学大学院

青山学院大学大学院
跡見女子大学大学院
いわき明星大学大学院

宇部フロンティア大学大学院
大妻女子大学大学院
追手門学院大学大学院

桜美林大学大学院
沖縄国際大学大学院
学習院大学大学院
神奈川大学大学院
金沢工業大学大学院
川村学園大学大学院

関西福祉科学大学大学院
京都ノートルダム女子大学大学院

京都文教大学大学院
神戸親和女子大学大学院
国際医療福祉大学大学院
国際基督教大学大学院

駒沢大学大学院
駒沢女子大学大学院
埼玉学園大学大学院

淑徳大学大学院
昭和女子大学大学院

上智大学大学院

白百合女子大学大学院
聖徳大学大学院
専修大学大学院
創価大学大学院
大正大学大学院
帝京大学大学院

帝京平成大学大学院
帝塚山学院大学大学院
東京女子大学大学院

東海大学大学院
東京家政大学大学院
東京国際大学大学院
東京成徳大学大学院
東京福祉大学大学院

東洋英和女学院大学大学院
新潟青陵大学大学院
日本女子大学大学院

日本大学大学院
人間環境大学大学院

人間総合科学大学大学院
花園大学大学院

兵庫教育大学大学院
文京学院大学大学院

文教大学大学院

法政大学大学院
放送大学大学院

北海道医療大学大学院
武蔵野大学大学院
明星大学大学院

明治学院大学大学院
明治大学大学院
目白大学大学院
立教大学大学院
立正大学大学院
立命館大学大学院

ルーテル学院大学大学院
早稲田大学大学院

私立・他

国立
これまでの
合格実績
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大学院受験
合格に必要な

4 つの力

大学院受験合格には、心理学の知識と心理系の英語を読み解く力が必

要であることは言うまでもありません。しかし、大学院受験は筆記試

験のみで合否が決まるのではなく、大学院での研究テーマについて書

く研究計画書も合否を左右する重要な要素です。ファイブアカデミー

では、これらの大学院受験合格に必要な力をみなさまが獲得できるよ

うに全面的にサポートします。

1.

3. 4.

2.・心理学の基礎知識
・専門用語の論述力

・心理学研究法の基礎知識
・研究テーマを絞る
・�論述展開力

・基礎英語力
・専門用語
・�心理系英語を和訳するための�
表現力

・志望校選定
・各大学院の出題傾向
・面接対策方法
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それぞれの力のつけ方

専門知識 英語力 研究計画書 情報収集力

心理学の基礎知識：試験で
は用語説明が頻出のため、
専門用語のノート(単語帳)
を作りましょう。特に初学
者の方は、領域ごとに整理
したノートを作ると、その
領域の流れが見えてくるの
で、理解が深まります。
専門用語の論述力：まずは、
専門用語のノートを作りな
がら、比較的短い文章の書
き方を身につけていきま
しょう。その後、論述問題
を解くことで、長い文章を
書くトレーニングをしてい
きましょう。

基礎英語力：基本的な英単
語や英文法、構文に関する
力を身につけましょう。
専門用語：多くの大学院で
心理学に関連した英語の問
題が出題されます。そのた
め、専門知識の勉強と関連
させながら、語彙を増やし
ていきましょう。
心理系英語を和訳するため
の表現力：大学院受験では、
大学受験のような直訳では
なく、その文法構造をふま
えた意訳が求められます。
基本的な英文法の確認をし
つつ、自然な日本語に訳す
ことを目指しましょう。

心理学研究法の基礎知識：
心理学研究とはどのような
ものか、心理学研究はどの
ように構成されているかと
いった基本を学びます。
研究テーマを絞る：まずは
自分の関心のあるテーマに
ついての先行研究を調べま
しょう。そのテーマについ
て明らかにされていること
とされていないことを整理
し、アイディアを出しま
しょう。
論述展開力：心理学論文の
形式に沿って論理的な文章
を展開する力をつけ、研究
計画書を完成させましょ
う。

志望校選定：進学後に思い
描いていた大学院生活を送
れるよう、志望校の選び方
のポイントについて情報提
供します。
各大学院の出題傾向：大学
院によって様々な出題内容
や出題傾向についてまと
め、受講生の皆さんに情報
提供します。
面接対策方法：面接への心
構えや面接対策の方法につ
いて情報提供し、みなさん
の合格への最後の頑張りを
サポートします。
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各種講座のご紹介

動画配信
講座

添削講座

このような方にオススメです

このような方にオススメです

□　仕事や家庭の都合などでなかなか決まった時間に勉強ができない方

□　通勤中や家事をしながらなど隙間時間に勉強したい方

□　繰り返し講義を視聴して知識を身につけたい方

□　講師による添削で答案のレベルを上げたい方

□　院入試の実践力をつけたい方

□　知識の網羅的なインプットができている方

ファイブアカデミーの動画配信講座は、知識のインプットを中心に、受験生にとっ

て必要不可欠な内容を網羅するように講義を編成しています。動画配信講座は、

1年間の視聴期限内であれば繰り返し視聴できることが特長です。また、ご自分

のペースで学習を進めることができます。講義内容で分からないことがありまし

たら、メールでご質問いただけます。

ファイブアカデミーの添削講座は、インプットした知識をアウトプットすること

を中心とし、院入試の実践力をつけることを目的に編成されています。講師によ

る丁寧な添削指導を受けることで、答案をブラッシュアップし、より合格に近づ

くことができます。
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合格までの
プロセス

心理学初学者や社会人など、さまざまな条件や制約のなかで大学院受験合格
を手にするためには効率的な学習が必要です。ファイブアカデミーでは、個々
のスケジュールにあった学習計画での合格をサポートします。

2〜3ヶ月

1〜4ヶ月

1〜4ヶ月

4ヶ月

2ヶ月

2ヶ月

6ヶ月

4ヶ月

4ヶ月

8ヶ月

5ヶ月

5ヶ月

基礎知識
の習得

基礎知識
の確認

基礎知識
の習得

論述対策

研究計画書
作成

論述対策

研究計画書
作成

論述対策

研究計画書
作成

志望校
対策

志望校
対策

志望校
対策

まずは心理学の体系的な知識
を習得します。また、英語で
は英文読解のための基本的な
文法・語彙を身につけていき
ます。

心理学の体系的な知識を確認
します。特に志望校の過去問題
からよく出題されている領域
から重点的におさえます。英語
では、英文を適切な日本語に訳
していくことを目指します。

心理学の体系的な知識を習得
します。特に志望校の過去問題
からよく出題されている領域
から重点的におさえます。英語
では、長文読解のための英文法
を確認し、訳しながら語彙を増
やすことを目指します。

心理学では基礎的な知識が身
についてきたら、専門用語を
覚え、それを文章で表現でき
ることを目指します。また、
英語では心理学に関する文章
を適切な日本語に訳せること
を目指します。

後半で試験勉強に集中するた
めに、早めに研究計画書を作
成していきます。自分の卒業
論文のテーマをベースに書い
ていくと効率的です。

まずは、心理学の専門用語につ
いて書くトレーニングを行っ
ていきます。徐々に論述問題に
取り組んでいきましょう。英語
では、英文を適切な日本語に訳
しながら、心理学の知識につい
て確認していきます。

そろそろ、大学院で研究した
いテーマについての先行研究
を調べ、心理学論文の形式に
合わせて、研究計画書を作成
していきます。

書くトレーニングを徹底的に
行います。過去問題を解くの
もいいでしょう。

そろそろ自分の興味のある
テーマについて先行研究を調
べて、研究計画書を作成しま
しょう。

いよいよ本番に備えて、志望
校の過去問を解いていきます。

いよいよ本番に備えて、志望
校の過去問題を解いていきま
す。

いよいよ本番に備えて、志望
校の過去問題を解いていきま
す。

半年後の受験を計画している

学部生Bさんの場合

半年後の受験を計画している

初学者Cさんの場合

1年後の受験を計画している

初学者のAさんの場合

卒業学部は経済学部で、心理学を履修したことがないAさん。会社で同僚
がうつ病になったことから、カウンセリングを勉強したいと思うようになっ
た。こころの専門家である臨床心理士を目指して、思い切ってキャリアチェ
ンジして、動画配信講座への受講を決めた。

現在、心理学部 4年生の Bさん。一度は就職しようかと悩んだが、もっ
と勉強したいと思い大学院進学を決意した。大学院への内部進学も考
えているが競争率が高く、外部受験も視野に入れて、添削講座への受
講を決めた。

現在、主婦のCさん。卒業学部は文学部で、心理学は学部 1年生のときに
一般教養で履修したことがある程度。子育てでの経験から、以前から興味
のあった心理学を勉強したいと思うようになった。家庭もあるため、でき
るだけ短期間で受験準備をしたいと考え、動画配信講座の受講を決めた。
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　限られた時間の中で効率よく勉強することが合格への近道です。全国にお住いの受講生を対
象に、動画配信講座と添削講座を組み合わせたお得なパックをご用意し、合格へ向けたサポー
トをさせていただきます。パック内の全ての動画配信講座にはオリジナルテキストが、添削講
座には解答解説冊子が付いています。また、パックはキャンペーン期間中さらにお得な価格で
ご受講いただけます。詳細はHPをご確認ください。

※各講座の開講日はP10〜P16をご確認下さい。最新情報はHPもご参照ください。

・�動画の配信期間は教材をお届けしてから1年間となります。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。
・オリジナルテキストが付いております。公開日に合わせご自宅へお送りさせていただきます。

・�添削期間は教材をお届けしてから1年間となりますので予めご了承ください。

■教材到着後、2週間以内に教材をご返品いただければ、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受講生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

添削講座について

キャンセルポリシー

心理系大学院筆記試験攻略ベーシックパック

用語説明！完全対策パック

心理系大学院筆記試験攻略フルパック

用語説明×論述！添削指導パック

論述！完全対策パック

■基礎心理学 動画配信講座
■臨床心理学基礎 動画配信講座
■心理学研究法・統計基礎 動画配信講座
■研究計画書対策講座（動画・添削付き）
■減点されない！心理英語和訳 添削講座

■用語説明対策 動画配信講座
■受かる！心理学用語説明 添削講座

■基礎心理学 動画配信講座
■臨床心理学基礎 動画配信講座
■心理学研究法・統計基礎 動画配信講座
■研究計画書対策講座（動画・添削付き）
■減点されない！心理英語和訳 添削講座
■受かる！心理学用語説明 添削講座
■解答力養成！心理学論述 添削講座
■心理系大学院模試 マークシート
■心理系大学院模試 用語説明
■心理系大学院模試 論述

※ 心理系大学院筆記試験攻略ベーシックパック＋用語説明×論
述！添削指導パック＋模試3種

■受かる！心理学用語説明 添削講座
■解答力養成！心理学論述 添削講座

■論述対策 動画配信講座
■解答力養成！心理学論述 添削講座

■入試の出題範囲を網羅的に学習したい方。

■ 志望校の出題傾向として、用語説明が多
く出題されている方。

■ 得点に繋がる用語説明の書き方が分から
ない方。

■ 出題範囲を網羅的にインプットした上
で、アウトプットにより実践力を身につ
けたい方。 

■ 院入試に必要な力をトータルで身につけ
たい方。

■ 模試で実力把握をしながら学習を進めた
い方。

■出題範囲の一通りの知識がある方。
■実践的なトレーニングを積みたい方

■ 志望校の出題傾向として、論述問題が出
題されている方

■ 得点に繋がる論述の書き方がわからない
方

￥427,200

￥192,000

￥670,200

￥222,000

￥206,000

パック内容

パック内容

パック内容

パック内容

パック内容

どんな方にオススメ？

どんな方にオススメ？

どんな方にオススメ？ どんな方にオススメ？

どんな方にオススメ？

受講料

受講料

受講料

受講料

受講料

パックのご案内

※2022年9月受付開始

※2022年11月受付開始



心理系大学院受験対策
基礎心理学 動画配信講座

インプット
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□　心理学分野をはじめて学ぶ。
□　大学で心理学を専攻したが、身につかないまま卒業してしまった。
□　大学を卒業してからだいぶ経つので、あらためて学び直したい。
□　大学院受験で基礎心理学も出題されるので、効率よく学びたい。

　ファイブアカデミーの動画配信講座では、出題者・採点者の視点から受験生にとって必要不可欠な内容を
網羅するように講義を編成しています。添削指導は、すべて心理学系の大学院修士以上の講師が丁寧な添削、
アドバイスを行っています。心理学部や心理学科に在籍し、心理学系の大学院進学を目指す方はもちろん、	
他学部・他学科を卒業し、これから公認心理師・臨床心理士をはじめとする心の専門家を目指そうとする社
会人のキャリア・アップ、キャリア・チェンジにも対応しています。なお、ファイブアカデミーは2021年
度より、動画配信講座、添削講座といった、みなさまのニーズに合わせたフレキシブルな授業形態を提供で
きるよう生まれ変わりました。いつでも、全国どの地域に住んでいても、通学制の予備校と同じレベルの講
義を受講できるため、受験生の生活パターンに合わせて効率よく勉強を進めていくことができます。

心理学史・脳

科目 講義内容

感覚・知覚・認知

記憶・学習

情動・動機づけ・
パーソナリティ

発達心理学

社会心理学

心理学史／神経系／脳／高次脳機能障害／脳波

精神物理学／感覚尺度／視覚／錯視／プレグナンツの法則／
奥行き知覚／情報処理過程／注意／問題解決

記憶のプロセス／記憶の二貯蔵庫モデル／作業記憶／記憶学習／忘
却／記憶の変容／レスポンデント条件づけ／オペラント条件づけ／
嫌悪条件づけ／学習性無力／潜在学習／学習の転移／社会的学習

情動生起の理論／情動に関する諸学説／動機づけ・欲求に関
する諸理論／社会的動機づけ／コンフリクト／フラストレー
ション／類型論／特性論／その他のパーソナリティ理論

発達心理学の研究方法／発達の規定因／比較行動学の研究／原始反
射／愛着／乳幼児の発達／遊び／Piaget, J./Freud, S.／Erikson, E. 
H.の発達理論／児童期／青年期／中年期以降の発達理論

社会的認知／認知的均衡理論／認知的不協和理論／帰属理論
／対人認知／社会的態度／説得／対人魅力／対人行動・対人
効果／集団／リーダーシップ／集団現象

①講義動画&テキストによる学習：テキストを手元に置き、メモを取りながら講義動画を視聴しましょう。
②テキスト学習：テキストを見ながら講義動画の復習をしましょう。
③穴埋めテキスト学習：穴埋め箇所への回答を通して知識の定着度合を確認しましょう。
①⇔②⇔③⇔①と繰り返すことで知識の定着を図りましょう。

受講料

175,000円（税込）

こんな方に
オススメです。

はじめて心理学を学ぶ方でもわかりやすい、ていねいな講義で大学院受験に向けた基礎知識を養うことを目的としています。基礎心理学で押さえ
ておかなければならない内容を広く網羅したカリキュラムになっております。大学4年間で学ぶ基礎心理学を本講座で学ぶことができます。本講
座はテキストに加え、テキストを穴埋めにした、確認用の穴埋めテキストも併せてお送りいたします。知識が身についたかの確認にご活用ください。

※各回、約2時間、全回で約12時間の講座です。
※�2時間の映像を単元でチャプター付け(30分〜45
分）をしておりますので、スキマ時間でも受講しや
すいようになっています。

※�ファイブアカデミー動画配信サイトにてご受講い
ただきます。動画の配信期間は、お届けしてから
1年間となりますので予めご了承ください。

講座内容

講座カリキュラム

学習の進め方

動画配信・添削講座のご案内



心理系大学院受験対策
臨床心理学基礎 動画配信講座

インプット

□　大学で心理学を専攻したが、大学院受験合格のための勉強がしたい。
□　大学院受験に合格するには今の実力をさらに引き上げる必要がある。
□　公認心理師・臨床心理士資格試験対策として、大学院入試レベルの復習をしたい。

① 講義動画&テキストによる学習：テキストを手元に置き、メモを取りながら講義動画を視聴しましょう。
② テキスト学習：テキストを見ながら講義動画の復習をしましょう。
③ 穴埋めテキスト学習：穴埋め箇所への回答を通して知識の定着度合を確認しましょう。
①⇔②⇔③⇔①と繰り返すことで知識の定着を図りましょう。

こんな方に
オススメです。

講座内容

講座カリキュラム

学習の進め方
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心理査定①

心理査定②

心理療法①

心理療法②

精神医学①

精神医学②

科目 講義内容

心理査定概論／心理査定の方法／心理検査法の長所・短所／質問紙法の長所・短所／Y-G性格検査／
MMPI／その他のパーソナリティ検査／不安や抑うつを測定する質問紙法検査心身の状態を捉える質問紙
法検査／投影法の長所・短所／ロールシャッハ・テスト／TAT／SCT／P-Fスタディ

描画法の長所・短所／バウムテスト／人物画テスト／風景構成法／動的家族画法／作業検査法の長所・短
所／内田クレペリン精神作業検査／認知機能検査／神経心理学的検査／知能に関する諸理論／田中ビネー
Ⅴ／ウェクスラー式知能検査／K-ABCⅡ／乳幼児発達検査／テストバッテリー

心理支援のプロセス／インテーク面接／治療構造／心理支援における諸現象／スーパービジョン／クライ
エント中心療法／フォーカシング／行動療法／認知行動療法／芸術療法／遊戯療法

精神分析／Jung, C. G.／対象関係論／家族療法／ナラティブ・セラピー／ゲシュタルト療法／森田療法／
内観療法／心理劇／コミュニティ心理学（地域援助）
精神医学概論／神経発達障害／統合失調症／双極性障害／うつ病／不安症／強迫症／心的外傷後ストレス
障害／解離症
身体症状症／摂食障害／睡眠障害／物質関連障害／認知症／パーソナリティ障害／てんかん／心と身体の
関連性についての諸事項／児童虐待／DV／いじめ／ハラスメント／心理臨床における重要事象

受講料

175,000円（税込）

心理臨床家を目指す方が押さえておかなければならない科目・内容を広く全般的に網羅したカリキュラムになっ
ています。大学4年間で学ぶ臨床心理学を本講座で学ぶことができます。本講座のテキストを穴埋めにした、確
認用のテキストも併せてお送りいたします。知識が身についたかの確認にご活用ください。

※各回、約2時間半、全回で約15時間の講座です。
※�2時間の映像を単元でチャプター付け（30分〜45分）をしておりますので、スキ
マ時間でも受講しやすいようになっています。

※�ファイブアカデミー動画配信サイトにてご受講いただきます。動画の配信期間
は、お届けしてから1年間となりますので予めご了承ください。

動画配信・添削講座のご案内



① 講義動画&テキストによる学習：テキストを手元に置き、メモを取りながら講義動画を視聴しましょう。
② テキスト学習：テキストを見ながら講義動画の復習をしましょう。
③ 穴埋めテキスト学習：穴埋め箇所への回答を通して知識の定着度合を確認しましょう。
①⇔②⇔③⇔①と繰り返すことで知識の定着を図りましょう。

講座内容

講座カリキュラム

学習の進め方
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心理研究法

科目 講義内容

心理統計①

心理統計②

心理統計③

心理統計④

実験法／質問紙調査法／観察法／面接法／質的研究／研究倫理

尺度水準/信頼性と妥当性

標準化と正規分布/統計的仮説検定

相関／χ2検定／t検定／分散分析

多変量解析

受講料

50,000円（税込）

大学院受験に必要な心理学研究法や心理統計の知識をはじめて学ぶ方でもわかりやすい、ていねいな講義で説明
します。講師が例を挙げながら解説していくので、初学者の方でもイメージしやすい内容になっております。本
講座のテキストを穴埋めにした、確認用のテキストも併せてお送りいたします。知識が身についたかの確認にご
活用ください。

※各回、約1時間、全回で約5時間の講座です。
※�ファイブアカデミー動画配信サイトにてご受講いただきます。動画の配信期間
は、お届けしてから1年間となりますので予めご了承ください。

動画配信・添削講座のご案内

心理系大学院受験対策
心理学研究法・統計基礎 動画配信講座

インプット

□　心理統計を勉強したことがない。
□　勉強はしたけれどよくわからないので、わかりやすく説明してもらいたい。
□　知識はあるつもりだが、本当に合っているか心配。

こんな方に
オススメです。
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心理学研究
とは

科目 講義内容

心理学研究の
構成

研究の添削例①

研究の添削例②

心理学研究の捉え方、テーマを考えるときのポイント他

研究の目的や方法を書くときの考え方・ポイント他

心理学研究の批判的な読み方他

心理学研究の意義他

受講料 受講料受講料

26,600円（税込） 28,500円（税込）55,000円（税込）

はじめて研究計画書を書く方でもわかりやすい、ていねいな講義で書き方を説明します。研究計画書の書き手に
求められる立場や内容、テーマを考える上でのポイント等を講師が実例を添削しながら解説していくので、初学
者の方でもイメージしやすい内容となっております。本講座は「動画配信のみ」「添削指導のみ」「動画配信と添削
指導」の3つのコースから選択して受講することができます。

※各回、約1時間、全回で約4時間の講座です。
※�ファイブアカデミー動画配信サイトにてご受講い
ただきます。動画の配信期間及び添削指導期間は、
お届けしてから1年間となりますので予めご了承
ください。

※添削指導は3回までとなっています。
※4回目以降の追加添削指導は、1回あたり�9,100円（税込）にて承ります。

コースと受講料

はじめて研究計画書を書く方は、動画
配信講座をご受講いただくことをおス
スメします。基礎から丁寧に書き方を
説明します。

心理学の研究計画書の書き方をテキス
トで学んだうえで、実際に研究計画書
を作成し専門の講師による添削指導を
受けます。

動画配信を視聴しテキストで学んだあ
と、実際に研究計画書を作成し専門の
講師による添削指導を受けます。

動画配信＋添削指導 動画配信のみ 添削指導のみ

動画配信・添削講座のご案内

□心理学の研究計画書を書いたことがない
□研究計画書を書いたので、専門の先生に添削してもらいたい
□研究計画書の書き方はわかっているつもりだが、独りよがりになっていないか心配。

こんな方に
オススメです。

講座内容

講座カリキュラム

心理系大学院受験対策
研究計画書対策講座

インプット
×

アウトプット
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受講料

受講料

79,000円（税込）

120,100円（税込）

入試で出題された英語長文問題に演習形式で解答し、心理英語和訳の実践力をつける講座です。1回につきおお
よそ2題の長文問題を出題しており、付属の解答解説冊子での復習に加えて、解答用紙をお送りいただくと専門
の講師による丁寧な添削をお返しいたします。解答解説冊子を用いて、解答例と全訳、和訳の際に重要な文法・
単語・熟語について学習し、添削のコメントを通して、実践力をさらにつけることができます。

基礎心理学・臨床心理学の基本的なキーワードを適切な字数で記述し、用語説明問題への実践力をつける講座で
す。1回につき4〜5題の用語説明問題を出題しており、付属の解答例での復習に加えて、解答用紙をお送りいた
だくと専門の講師による丁寧な添削をお返しいたします。添削指導では、初学者向けに適切なアドバイスをつけ
てお返しするため、基礎知識の定着を図るとともに実践力をつけることが可能です。

※添削期間は、お届けしてから1年間となりますので予めご了承ください。

※添削期間は、お届けしてから1年間となりますので予めご了承ください。

添削回数　12回
※1回に付き2問入っています。

講座内容

□　心理学分野をはじめて学ぶ。
□　大学で心理学を専攻したが、身につかないまま卒業してしまった…。
□　大学を卒業してからだいぶ経つので、あらためて学び直したい。
□　用語説明問題が多く出題される大学院を志望している。

こんな方に
オススメです。

添削回数
基礎心理学：12回
臨床心理学：12回
※1回に付き4〜5問入っています。

動画配信・添削講座のご案内

□　心理英語をどのように和訳していいのかわからないので、添削を受けたい。
□　市販の問題集では、心理系大学院受験に適切なものをあまり見かけない。
□　実際に入試で出題された和訳問題を中心にトレーニングしたい。

こんな方に
オススメです。

講座内容

心理系大学院受験対策
減点されない！心理英語和訳 添削講座

心理系大学院受験対策
受かる！心理学用語説明 添削講座
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受講料

157,500円（税込）

※添削期間は、お届けしてから1年間となりますので予めご了承ください。

添削回数
基礎心理学：12回
※1回に付き3〜4問入っています。
臨床心理学：12回
※1回に付き2問入っています。

基礎心理学・臨床心理学の精選された論述問題への解答を通して、
論述問題への実践力をつける講座です。基礎心理学は1回3〜4題、
臨床心理学は1回につき4〜5題の論述問題を出題しており、付属の
解答例での復習に加えて、解答用紙をお送りいただくと専門の講師
による丁寧な添削をお返しいたします。添削指導では専門の講師が
一人一人に合った適切なアドバイスをつけてお返しするため、簡潔
で要点を押さえた解答の書き方を学び実践力をつけることが可能で
す。

動画配信・添削講座のご案内

□　「受かる！心理学用語説明添削講座」を修了したので、さらに上を目指したい。
□　志望校で論述問題が出題されている。
□　心理学の知識はあるが、自分の答案で大丈夫なのか心配。

こんな方に
オススメです。

講座内容

心理系大学院受験対策
解答力養成！心理学論述 添削講座

大学院入試に頻出の200字〜300字で記述する「用語説明」問題について、書き方を基礎から丁寧に説明した動画
配信講座を2022年9月に開講予定！基礎心理学、臨床心理学の頻出問題を扱い、「合格する用語説明の書き方」
の習得を目指します。

大学院入試に頻出の800字程度で記述する「論述」問題について、書き方を基礎から丁寧に説明した動画配信講座
を2022年11月に開講予定！より深い知識や複数の知識を組み合わせた記述が求められる、難関大入試に頻出の
問題を扱い、「合格する論文記述の書き方」の習得を目指します。

※開講日が近づいたらHPにて講座紹介を公開いたします。

※開講日が近づいたらHPにて講座紹介を公開いたします。

講座内容

講座内容

2022年9月に開講予定

2022年11月に開講予定

心理系大学院受験対策
用語説明対策 動画配信講座

心理系大学院受験対策
論述対策 動画配信講座
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販売開始 お届け予定日 試験時間 基礎心理学 臨床心理学 心理学研究法統計
心理系大学院模試 マークシートNo.1 7月上旬 60分 〇 〇 〇
心理系大学院模試 用語説明 No.1 6／1 90分 〇 〇 〇
心理系大学院模試 論述 No.1 8月中旬 120分 〇 〇 ×
心理系大学院模試 マークシートNo.2 60分 〇 〇 〇
心理系大学院模試 用語説明 No.2 11／1 12月上旬 90分 〇 〇 〇
心理系大学院模試 論述 No.2 120分 〇 〇 ×

受講料

各7,000円（税込）

心理系大学院模試には、マークシート、用語説明、論述の3種類があります。心理系大学院入試の出題形式は概ねこの3
種類の模試で網羅することが可能です。心理系大学院模試�マークシートでは、基礎心理学・臨床心理学・心理学研究法
統計から基本的な知識問題を選択形式で出題します。心理系大学院模試�用語説明では、基礎心理学・臨床心理学・心理
学研究法統計から入試に頻出の用語説明問題を出題します。心理系大学院模試�論述では、基礎心理学・臨床心理学から、
より深い知識が求められ、複数の知識を組み合わせて解答する論述問題を出題します。模試の受験を通して知識の定着
と実践力を把握し、苦手な箇所の復習を行うことで適切に学習を進めることができます。

❶ 厳選された問題
大学院入試頻出の内容や出題パターンを徹底分析して問題を作成しました。

❷ 様々な大学院に対応した充実した模試
あらゆる大学院の試験対策ができるよう、3種類の模擬試験をご用意しています。

❸ 講師による丁寧な添削
お一人お一人に適した具体的なアドバイスやコメントをお返しします。

❹ 充実したフィードバック
どこが苦手でこれからどう勉強すべきか、各分野ごとのワンポイントアドバイスが充実しています。

❺ 詳しい解答解説集
全ての問題に関する解答例や書き方のポイントを記載した解答解説集をお届けします。

Q 1

Q 3

Q 4

Q 2

A 1

A 3

A 4

A 2

受講料の分割払いは可能でしょうか？

提出した答案は、どれくらいで返却されますか？

答案をメールで提出することはできませんか？

動画はどこから視聴することができますか？

ご相談可能でございます。分割回数にかかわらず2,000円の分割手数料が別途発生しますので、あらかじめご了承くだ
さい。（お支払い方法は振り込みのみになり、クレジットカードによるお支払いはご対応できかねます。併せてご了承
ください。）

時期により若干の違いはありますが、提出日から概ね10日〜2週間前後となります。

研究計画書は動画配信サイトcanvasにてWordでご提出いただきます。メールでのご提出はお受けしておりません。
添削講座では、手書きで作成した答案をスキャンしてメールでお送りいただくか、解答用紙を郵送でお送りください。
大学院入試の筆記試験では解答用紙に解答を手書きしなければなりません。そのためファイブアカデミーでは、添削講
座の答案作成は手書きで行うことが重要であると考えています。

ファイブアカデミー動画配信サイトから、ご受講いただけます。スマートフォンやPCでご受講可能です。ご不明な場合、
事務局スタッフが丁寧にサポートいたしますのでお問い合わせください。

動画配信・添削講座のご案内

心理系大学院模試は

模試日程

5つの特長

　　心理系大学院受験対策講座
心理系大学院模試

模擬試験の
ご案内

※解答用紙をご提出いただいてから返却まで3週間ほどいただきます。志望校の試験日程に合わせてご受験ください。

よくあるご質問

NEW!

自宅受験限定

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)
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社会人大学院受験対策講座
筑波大学社会人大学院（夜間）受験対策講座
カウンセリング学位プログラム対策

□　働きながら大学院で心理学を学びたい方
□　仕事×受験勉強の両立、仕事×大学院生活の両立を目指す方
□　今の仕事に心理学の知識を活かしたい方

こんな方に
オススメです。

講座の特長

講座カリキュラム

社会人大学院受験対策講座開講のご案内NEW!

本講座は、筑波大学社会人大学院（夜間）カウンセリング学位プログラムへの合格を目的とした対策講
座です。心理学について学んだことがない方でもゼロから効率よく学習し、合格できるように設計さ
れています。

❶ 筑波大学社会人大学院（夜間）カウンセリング学位プログラム対策に特化
出題傾向を徹底分析し、各設問に対応した対策講座を設置しています。各設問に対応した講義動画と添削課題があり、実践的にトレーニン
グを行いながら着実に実力を身につけられます。効率よく確実な合格を目指す忙しい社会人にオススメです。

❷ 筑波の特徴である統計図表問題について徹底指導
筑波入試の最大の特徴である統計グラフの読み取りとそれをふまえた研究計画を記述させる問題について、グラフの見方やそれをふまえた
研究計画の考え方について丁寧に説明していきます。

❸ 事前提出書類対策も
研究計画書、志望理由書といった事前提出課題用の対策講座もご用意。合格までの徹底した準備が可能です。

❹ 毎月30分の講師による学習進捗確認面談
8月の試験に向けた学習進捗の確認を講師と1対1で行います。試験に向けた計画を見直し効率的な学習を継続できます。
※4月〜8月の計5回、オンラインで行います。

講座種別 講座名 講義動画 添削指導 詳細

ガイダンス ガイダンス講座 1回 ×
筑波大学社会人大学院（夜間）カウンセリング学位プログラムの入学試験で出題される
問題の傾向について設問ごとに説明します。その上で、各設問に対応した対策講座を
活用して、どのように学習を進めたら良いかについてお伝えします。

事前提出書類対策

研究計画書対策講座 2回 3回
研究計画書の作成方法について基礎から丁寧に2回の講義動画で説明します。その上
で、ご自身で研究計画書を作成し講師による添削指導を繰り返すことでよりブラッシュ
アップされた研究計画書を作成します。

志望理由書対策講座 1回 2回
志望理由書の書き方のポイントを1回の講義動画で端的に説明します。その上で、ご自
身で志望理由書を作成し、講師による添削指導を受け、質の高い志望理由書を完成さ
せます。

筆記試験対策

用語説明対策講座 1回 3回
毎年出題される用語説明対策の講座です。1回の講義動画で書き方のポイントを学び、
その上で課題に取り組み添削指導を受けることで、受かる用語説明の書き方を身につ
けていきます。

心理学研究法・
統計基礎 動画配信講座 5回 ×

用語説明や統計図表の読み取り問題といった筆記試験対策だけでなく、研究計画書作
成の上でも心理学研究法や統計の知識は欠かせません。全5回の講義動画を通して、心
理学研究法と統計について学びます。

小論対策講座 1回 2回
毎年出題される小論対策の講座です。試験では、出題された小論の要約と、それに対
する自分の見解について問われます。要約の方法のポイントと、見解を述べ方につい
て説明します。その上で課題に取り組み添削指導を受けることで、要約や自分の見解
の書き方を身につけていきます。

筑波論述対策講座 3回 3回
毎年出題される統計図表問題対策の講座です。試験では、統計図表の読み取りとそれ
をふまえた研究計画を記述することが求められます。3回の講義動画で図表の見方と研
究計画の立て方について学びます。その上で課題に取り組み添削指導を受けることで、
完成度の高い答案作成を目指します。

学習サポート 学習進捗確認面談 × × 4月〜8月の月1回30分、オンラインで実施します。事前にご提出いただく学習進捗シー
トに基づいて、講師と学習進捗の確認を目的に面談を行います。

受講料

176,000円（税込）

※講義動画は約30分/回（心理学研究法・統計基礎�動画配信講座は約60分/回）です。
※動画視聴期限は2022年度筆記試験当日までです。
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社会人大学院受験対策講座
放送大学大学院受験対策講座
臨床心理学プログラム対策

講座の特長

講座カリキュラム

社会人大学院受験対策講座開講のご案内

本講座は、放送大学大学院臨床心理学プログラムへの合格を目的とした対策講座です。心理学に
ついて学んだことがない方でもゼロから効率よく学習し、合格できるように設計されています。

❶ 放送大学大学院臨床心理学プログラム対策に特化
出題傾向を徹底分析し、各設問ごとに対策講座を設置しています。各設問に対応した講義動画と添削課題があり、実践的にトレーニングを
行いながら着実に実力を身につけられます。効率よく確実な合格を目指す忙しい社会人にオススメです。

❷ 事前提出書類対策も
研究計画書、志望理由書といった事前提出課題用の対策講座もご用意。合格までの徹底した準備が可能です。

❸ 毎月30分の講師による学習進捗確認面談
10月の試験に向けた学習進捗の確認を講師と1対1で行います。試験に向けた計画を見直し効率的な学習を継続できます。
※6月〜10月の計5回、オンラインで行います。

講座種別 講座名 講義動画 添削指導 詳細

ガイダンス ガイダンス講座 1回×30分 ×
放送大学大学院臨床心理学プログラムの入学試験で出題される問題の傾向
について各設問ごとに説明します。その上で、各設問に対応した対策講座
を活用して、どのように学習を進めたら良いかについてお伝えします。

事前提出書類対策

研究計画書対策講座 4回×50分 3回
研究計画書の作成方法について基礎から丁寧に4回の講義動画で説明しま
す。その上で、ご自身で研究計画書を作成し講師による添削指導を繰り返
すことでよりブラッシュアップされた研究計画書を作成します。

志望理由書対策講座 1回×30分 2回
志望理由書の書き方のポイントを1回の講義動画で端的に説明します。その
上で、ご自身で志望理由書を作成し、講師による添削指導を受け、質の高
い志望理由書を完成させます。

筆記試験対策

臨床心理学基礎
動画配信講座 6回×150分 3回

試験では、心理査定や心理療法、精神症状など主に臨床心理学の知識が問
われます。6回の講義で論述の土台となる臨床心理学の基本的知識を身につ
けます。付属の穴埋め形式の確認テキストで知識の習得の度合を確認する
ことができます。

放送大学論述講座 5回×60分 5回
5回の講義動画で各出題傾向をふまえた論述の展開の仕方について学びま
す。その上で課題に取り組み添削指導を受けることで、完成度の高い答案
作成を目指します。

学習サポート 学習進捗確認面談 × ×
6月〜10月の月1回30分、オンラインで実施します。事前にご提出いただ
く学習進捗シートに基づいて、講師と学習進捗の確認を目的に面談を行い
ます。

受講料

276,500円（税込）

※講座によって1回あたりの講義時間が異なります。

□　働きながら大学院で心理学を学びたい方
□　働きながら臨床心理士の資格取得を目指す社会人
□　仕事×受験勉強の両立、仕事×大学院生活の両立を目指す方
□　今の仕事に心理学の知識を活かしたい方

こんな方に
オススメです。



合格体験記
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受験勉強にファイブアカデミーを利用した理由を教えてください

どんな勉強法で学習しましたか？

書き足りないこと、どうしても言っておきたいことなどがあればご自由にお書きください

T. K.様
お茶の水女子大学大学院

※�クラス授業開講当時の体験記も掲載しております。現在はクラス授業は開講しておりません。予めご了承ください。
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受験勉強にファイブアカデミーを利用した理由を教えてください

実際の試験はいかがでしたか？

受験生へのメッセージをお願いします！

S. T.様
京都文教大学大学院
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受験勉強にファイブアカデミーを利用した理由を教えてください

どんな勉強法で学習しましたか？

受験生へのメッセージをお願いします！

R. M.様
明治大学大学院



22

臨床心理士（大学院）を目指したきっかけを教えてください

どんな勉強法で学習しましたか？

書き足りないこと、どうしても言っておきたいことなどがあればご自由にお書きください

O. K.様
放送大学大学院
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講座種別 講座名 受講料（税込）

動画配信講座

基礎心理学 動画配信講座 175,000 円
臨床心理学基礎 動画配信講座 175,000 円
心理学研究法・統計基礎 動画配信講座 50,000 円
研究計画書対策講座（動画のみ） 26,600 円
用語説明対策 動画配信講座 120,000 円
論述対策 動画配信講座 100,000 円

動画配信・添削講座 研究計画書対策講座（動画と添削付き） 55,000 円

添削講座

研究計画書対策講座（添削のみ） 28,500 円
研究計画書対策講座 追加添削指導 9,100 円
減点されない！心理英語和訳 添削講座 79,000 円
受かる！心理学用語説明 添削講座 120,100 円
解答力養成！心理学論述 添削講座 157,500 円

模試
心理系大学院模試 マークシート 7,000 円
心理系大学院模試 用語説明 7,000 円
心理系大学院模試 論述 7,000 円

社会人大学院対策講座 講座内容 受講料（税込）

筑波大学社会人大学院（夜間）
受験対策講座 カウンセリング

学位プログラム対策

ガイダンス講座

176,000 円

研究計画書対策講座
志望理由書対策講座
用語説明対策講座
心理学研究法・統計基礎 動画配信講座
小論対策講座
筑波論述対策講座
学習進捗確認面談

放送大学大学院受験対策講座
臨床心理学プログラム対策

ガイダンス講座

276,500 円

研究計画書対策講座
志望理由書対策講座
臨床心理学基礎 動画配信講座
放送大学論述講座
学習進捗確認面談

パック 講座名 受講料（税込）

心理系大学院筆記試験攻略
フルパック

基礎心理学 動画配信講座

670,200 円

臨床心理学基礎 動画配信講座
心理学研究法・統計基礎 動画配信講座
研究計画書対策講座（動画と添削付き）
減点されない！心理英語和訳 添削講座
受かる！心理学用語説明 添削講座
解答力養成！心理学論述 添削講座
大学院模試 マークシート
大学院模試 用語説明
大学院模試 論述

論述！
完全対策パック

論述対策 動画配信講座 206,000 円解答力養成！心理学論述 添削講座

用語説明！
完全対策パック

用語説明対策 動画配信講座 192,000 円受かる！心理学用語説明 添削講座

用語説明×論述！
添削指導パック

受かる！心理学用語説明 添削講座 222,000 円
解答力養成！心理学論述 添削講座

心理系大学院筆記試験攻略
ベーシックパック

基礎心理学 動画配信講座

427,200 円
臨床心理学基礎 動画配信講座
心理学研究法・統計基礎 動画配信講座
研究計画書対策講座（動画と添削付き）
減点されない！心理英語和訳 添削講座
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ファイブアカデミー
心理系大学院受験＆公認心理師臨床心理士
資格試験対策講座関連書籍のご案内

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！

領域ごとの重要項目が一目瞭然、理解と演習をこの一冊で！
公認心理師対策テキスト&予想問題集2022年度版
（ナツメ社）好評発売中！

公認心理師一問一答がパワーアップして新登場！
公認心理師一問一答1091
（Z会）好評発売中！

　公認心理師試験、臨床心理士試験、心理系大学院入試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と販売予定です。紙書籍版には、解説が付いており
ます。

　効率よく学習できるように、項目ごとに重要度を提示、視覚的にまとめてイメージ＆イ
ンプットができる豊富な図表が入っています。用語解説に加え、抑えておきたいプラスα
の知識も充実！過去問題の出題傾向分析と模擬試験2 回も入ったしっかりとお役立ていた
だける書籍です。

　過去問も少なく、まだまだ出題傾向の見えにくい公認心理師試験の合格を勝ち取るため
には、多くの問題を解き、多角的な視点で問題を分析することがカギとなります。
　公認心理師試験で問われる可能性の高い領域を、独自に予想した厳選1091問。1つ1つ
の問題に丁寧な解説がついており、分からなかった箇所もすぐにチェックができます。臨
床心理士試験対策にもオススメです！

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！

　臨床心理士試験や心理系大学院入試、公認心理師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。
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診断の異同について述べなさい。
問　	「転移」という観点から箱庭療法の治療機序に
ついて説明しなさい。

例２）語句説明　
問　	下記の語句の対の共通点と異同について300
字程度で説明しなさい。
思考制止―観念奔逸

例３）穴埋め課題
次の文の（　　　）に当てはまる言葉を記入しなさ
い。
心理的異常の基準としては、適応的基準、価値的
基準、医学的判断による病理的基準、平均からの
偏りの度合いによる（　　）基準などがある。

例４）臨床心理士資格試験のような選択式課題
発達心理学に関する次の記述のうち、正しいもの
に○、誤っているものに×をつけた場合、下のa
～eの組み合わせの中から正しいものを一つ選び
なさい。
A.	発達研究におけるコホート法は、縦断的研究
法や横断的研究法の欠点を克服するために登場
した研究法である。

B.	Erikson,	E.	H.は個人の成長発達を全生涯にわ
たるものであると考え、10の発達段階からな
るライフサイクル理論を提唱した。

出題傾向は百花繚乱、しかし目指す山頂は一つ！
心理系大学院受験合格を目指すみなさま、入試の準
備は始めていますか？
ご存知のように、全国には160以上の心理系大学院
があります。あなたはどの大学院を目指しますか？
あなたの目指す大学院によって、準備すべき学習内
容は大きく異なってきます。
例えば、専門科目に限っていいますと、例１）から
例６）までの実際に出題された過去問題の種類をご
覧ください。「論述課題」から「事例課題」まで、その
出題形式・内容は大学院によって異なってきます。
基礎心理学を基盤とする大学院、精神分析系の大学
院、すべての領域を満遍なく出題する大学院、まさ
に百花繚乱です。しかしながら、大学院入試は、「心
の専門家」を目指すみなさまにとっては、ほんの「入
り口」です。修士課程の2年間を修了したら、皆に一
定の課題が与えられる、最終段階の「公認心理師・
臨床心理士資格試験」が控えています。登りやすい
山などはありません。大学院の入り口からエベレス
トの登頂まで、ファイブアカデミーは良いシェルパ
役を務めたいと考えています。まずは、適切なベー
ス・キャンプを設営しましょう！

例１）論述課題　　
問　	臨床心理学の心理アセスメントと精神医学の

心理系大学院受験対策講師チームからの
応援メッセージ

あなたは今どのようなお気持ちでこのパンフレットを手にとっているでしょうか？「絶対に合格したい!!」と切実な
思いの方もいらっしゃるのではないでしょうか？
ファイブアカデミーは、心理学専門校としてさまざまな講座を提供し、これまでに多くの合格者を輩出してきま
した。講師は心理系大学院を修了し受講生からの評価も高い「心理学のプロ」が数多く在籍しています。また、基
礎心理学や心理統計、研究計画書について精通した講師もおり、「心理系大学院受験合格」に照準を合わせた、講
座カリキュラムや教材を開発しております。
また、知識の豊富な講師陣に加えて、専門のスタッフも配置しており、最新の試験の出題傾向や受講生の状況に
ついて情報共有しております。つまり、チームとしてあなたをサポートしていきます。
このような合格を確実にするための万全の組織体制や、長年合格者を輩出してきた独自のメソッドがファイブア
カデミーの最大の特長であると考えます。
合格通知を手にされたあなたとともに、その喜びを是非分かち合いたいと思っています。一緒にがんばりましょう。

事務局スタッフメッセージ
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ます。
大学院によっては難問もありますが、過去問題を解
くことによって、その傾向をつかみ、本番でひとつ
でも多く自信をもって解答できる問題を増やしてい
きましょう。

私がよく講義でみなさんにお伝えするのは、「ま
ずはざっくりとした理解」をすることの大切さで
す。もちろん、ある用語についてカッチリと理解
できれば、それに越したことはないですが、特に
初学者の方はそうではない場合のほうが多いかと
思います。ざっくりした理解をするためには、図
や具体例などでその用語についての具体的なイ
メージをもつことが重要です。精神症状の場合、
私はよくマンガ(例えば「ツレうつ」など)を読むこ
とを勧めています。何も参考書を読むことだけが、
試験勉強とは限りません。わかりやすくイメージ
をつかむことがその用語に対する語句説明や知識
の本質をつかむ手かがりになると、私は考えます。
マークシート形式の公認心理師・臨床心理士資格
試験とは異なり、大学院試験では語句説明や論述
問題など「書かせる」形式の問題が多く出題されま
す。そのため、試験に合格するためには適切なア
ウトプットが求められます。そして、適切なアウ
トプットのためには、正確なインプットが必要で
す。これは一朝一夕で身につくわけではありませ
ん。努力は必ず報われる日がやってきます。一緒
にがんばりましょう。

心理学とは文字通り「人の心」を学ぶ、言い換えれ
ば「人間を学問すること」です。それゆえに、理路
整然と理解することが時に難しく感じられること
があるかもしれません。だからこそ奥深く、学び
続ける姿勢が求められます。
いじめ、不登校、DV、児童虐待、自殺、ハラス
メントなど、様々な問題が社会に存在しています。
これらに共通して言えることは、すべて人間が生
きるプロセスで生じているということです。
心理系大学院進学を目指しているみなさんは、心
理学を自身の生業に活かすことを考えていること
と思います。心理学を学ぶことを通して、試験対
策としてはもちろんのこと、人間の営みや社会現
象、そしてなにより自分自身に対する理解を深め
ることは、貴重な経験です。そんな時間をみなさ
んと共有できればと思います。ぜひ一緒に心理学
を学びましょう！

C.	Spitz,	R.	A.は、乳幼児の「8ヵ月不安」の根底
には分離不安が存在すると考えた。

D.	中年期を「人生の正午」と呼んだのはLevinson,	
D.	J.である。

A B C D

a． × ○ ○ ○

b． × × ○ ×

c． ○ ○ × ×

d． ○ × ○ ○

e． ○ × ○ ×

例５）設問課題　
問　	以下の5つの文は、いずれも内容が正しくな
い。それぞれについて、正しくない理由を3
行以内で簡潔に説明しなさい。
①	処遇Aと処遇Bの効果を比較したいとき、
被験者をそれぞれの処遇にランダムに割り
当てれば、すべての交絡を除くことができ
る。

②…

例６）事例課題　
問　下記の事例を読んで、設問に答えなさい。
A氏は48歳の男性会社員で、数年前に課長に
昇進した。その頃から部下を統括することに
自信がもてず、悩んでいた。最初のうちは、
なんとか工夫することでやってこれていた
が、ここ数ヶ月、考えがまとまりにくく、ケ
アレスミスや忘れ物もちょくちょくあり、家
族にも指摘されるようになった。（以下、続
く…）

１．上記の内容から、想定すべき精神疾患を３
つあげ、それぞれについてその根拠を述べな
さい。

２．１．にあげた精神疾患の可能性をさらに知る
ためには、どのようなことをA氏に尋ねる必
要があるだろうか。

「どこから勉強したらいいのかよくわからない」「何を
覚えたらいいの？」―毎年そんな声をたくさん聞きま
す。公開されている過去問題を見ると、大学院によっ
てはよく似た問題が毎年出題されているような場合
もあるようです。
まずは、しっかりと過去問題を分析して、解答の
コツをつかむことで解ける問題は増えていきます。
間違った問題について、どこが間違ったのかをしっ
かり見極めることで合格に少しずつ近づいていき

講師メッセージ❶

講師メッセージ❷

講師メッセージ❸



27

プライバシーポリシー
（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。）

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、個人情報を適切に利
用及び保護し、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、以下の情報セキュリ
ティ対策を始めとする安全管理措置を構築し、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。
⑴組織的安全管理措置
個人情報の取扱いに関する責任者を任命するとともに、個人情報の安全管
理に関する従業者の責任と権限を明確に規定した上で、安全管理に関する
内部規程等を定め、それらを従業員に遵守させます。

⑵人的安全管理措置
個人情報の取扱いに関する留意事項について、全従業者に定期的な教育を
実施します。

⑶物理的安全管理措置
個人情報を取り扱う区域において、入退室管理を実施し、権限を有しない
者による個人情報の閲覧を防止する措置を実施します。

⑷技術的安全管理措置
個人情報を取り扱うシステムのアクセス制御及びアクセス状況の監視を実
施します。

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.保有個人データ
（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.個人関連情報の利用目的
個人を特定しないログ情報や閲覧履歴その他の個人関連情報に基づく、お客様の
関心、ニーズに応じたスマートキッズ株式会社の教材・サービス・イベント等に
関する広告の案内

5.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

6.個人情報の委託について
5.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。

7.個人情報の共同利用
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。（注）Ｚ
会グループ企業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。
a.�共同利用する個人情報の項目
本人氏名、保護者氏名（本人が18歳、19歳の場合の旧保護者を含む）、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

8.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。

9.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

10.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。

11.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

「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/
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利用規約
（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。）

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
通学講座および動画配信限定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IDおよびパスワードを付与され、受講生アカウントを付与されるも
のとする。
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、受講生IDやパスワードの取り扱い等、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
各講座提供日より1年間とします。
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。
●通学講座
※ご受講前にキャンセルのお申し出をいただいた場合は、解約を承ります。
※�受講途中での解約希望の場合、ご受講された分（後日の動画配信を含む）について
は、ご返金は致しかねます。
※�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。

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。



講座お申し込み方法

個別セミナー　随時受付中！(要予約)

事務局アクセス

　ご自身の状況を踏まえた受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。心理系大学院
受験において、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最大限のサポートを
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分程度とさせていただいております）。
　ご希望の方は、毎月セミナーの日程をHPにお出ししておりますのでご確認ご予約お待
ちしております。

右記QRコードのお申込みフォームより承ります。

〒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


