
Q 心理学の勉強をしたことがありませんが、この講座の受講だけで大丈夫ですか？

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

働きながら自分のペースで学び、
臨床心理士を目指せる通信制大学院へ

Q 事前提出書類対策のみや筆記試験対策のみの受講はできますか？

A 研究計画書対策講座につきましては単科講座研究計画書対策講座（動画＋添削）と同様のものとなりますので受講は
可能ですが、それ以外の講座につきましては単科での受講は出来ません。

A 放送大学大学院受験対策講座につきましては、大学で心理学を履修した方に限らず、心理学初学者の方も対象にして
いる講座となっております。

Q 提出した研究計画書や志望理由書はどのくらいで返却されますか？

A 概ね２週間程度で返却致します。ただし、試験直前は提出が多いことが予想されますので、早めに学習を進めて、早め
に提出されることをお勧めいたします。

Q 学習進捗確認面談はどのように参加するのですか？

A 講師とオンライン通話にて面談を実施致します。 専用の予約ページより日程をご予約頂き、面談日が近くなりましたら
Google MeetのURLをお送り致しますので、そちらよりご参加ください。

Q 仕事をしていて昼間は学習進捗確認面談が受けられないのですが、夜の時間帯でも受けられますか？

A 学習進捗確認面談につきましては主に平日夜間、土曜日に設定をしております。 どうしてもご都合の合わない場合はご
相談ください。

Q 初学者の場合、何月から勉強を始めれば試験に間に合いますか？

A 放送大学大学院受験対策講座につきましては、想定学習期間を6か月程度としております。 しかし学習に充てられる時
間はお一人おひとり異なりますため、あくまで目安の受講期間となります。

Q 放送大学大学院受験対策講座に含まれている「研究計画書対策講座」と、心理系大学院受験対策講座における「研究計画書
対策講座」は同じものですか？

A 放送大学大学院受験対策講座に含まれている「研究計画書対策講座」は、心理系大学院受験対策講座において単科
講座としてご用意している「研究計画書対策講座（動画＋添削）」と同じ講座となります。

Q 大学院模試は放送大学大学院の試験にも対応していますか？

A 放送大学大学院の過去問題をみると、論述問題が出題される傾向にあります。そのため、臨床心理学（論述）を受験さ
れることで、現在の学力の確認ができると考えます。

Q 放送大学大学院臨床心理学プログラムを修了したら公認心理師や臨床心理士の受験資格を得られますか？

A 放送大学大学院は第2種指定大学院です。「臨床心理学プログラム」を修了した上で1年以上の心理臨床実務経験を
経ると、臨床心理士資格試験の受験資格を得られます。 公認心理師の受験資格を得ることは出来ません。 詳細につき
ましては放送大学大学院のホームページをご確認ください。

よくあるご質問

講座のお申込み

お申込みは5academy's Storeより承ります。

お問い合わせ

お問い合わせは以下のフォームより承ります。



わからないことは、何でも相談に
のってもらえるので、月1回30分
の面談があることは、とても助か
りました。

何もかもうまくいかず閉塞感漂っている中で、話を聞いて
いただいて気持ちが楽になりました。研究の方向性が明
確になりやる気が出てきました。ありがとうございました。

論述の回答の仕方に不安があったのですが、アドバイスを
いただき、一気に不安が解消されました。後は自分がやる
べき事をやればいいのだと、勇気を貰いました。

大変素晴らしい講座でした。先生方ありがとうございまし
た。わかりやすい学習動画、ポイントを絞ったテキスト、丁
寧な添削指導、温かい面談指導のおかげで挑戦すること
ができました。この講座を受講して楽しく学べたことを嬉
しく思っています。

まず驚いたのは、講師と直に(web)お話出来たことで
す。進捗状況の確認だけではなく、方向性や気持ちの切
り替えまでしていただき、とても安心しました。人の心に
寄り添い導いていくことは、このようなことなのだと再認
識しました。

疑問に一つ一つ丁寧にお答えい
ただき、アドバイスもためになりま
した。不安な気持ちを払拭してい
ただき元気とやる気がわいてきま
した。感謝申し上げます。

ファイブアカデミーでは、特化した筆記試験対策が必要だからこそ、放送大
学大学院臨床心理学プログラム対策専用の講座をご用意しました。放送大
学大学院は、「通信制の臨床心理士指定大学院」という点で、既に支援に携
わっている中でキャリアアップしたいと考える社会人や、新たなキャリアを築
きたい社会人に人気の大学院です。本講座を受講されている方は、30代～
60代と幅広い年齢層の方々です。受講生のみなさんは、会社員や自営業、
パートなど形態はさまざまですが、働きながら講座を受講し、放送大学大学院

への進学を目指していらっしゃいます。大学で心理学を学んでいなかったり、ボランティアで心理に関わる業務を行って
いたりする方でも、きちんと勉強すれば合格できます。また、お忙しい社会人だからこそ、多くの受講生が「もっと早く受
験を決めて勉強を開始すればよかった」とお話されます。そのため、受験や受講に迷っている方は、ぜひファイブアカデ
ミーにご相談ください！

スタッフからの
メッセージ

合格者の声
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

講座の特徴

講座詳細

仕事と両立が必要な社会人でも、しっかりと効果的な学習ができる講座になっています。

放送大学大学院臨床心理学プログラムは「教育、医療・保健、福祉、司法、労働・産業等さまざまな分野で、広い視野を持
ちながら、実践的に活動できる高度専門職業人（臨床心理士）の育成及び再研修を目的とする」大学院です。

インプット（動画講義）とアウトプット（添削課題）をバランスよく組み合わせています。すべての講座にオリ
ジナルテキストがついており、講義はオンラインでご受講いただけます。パソコン、スマホ、タブレットでい
つでもどこでも視聴可能です。

放送大学大学院臨床心理学プログラムの魅力

放送大学大学院に特化1 入試を徹底分析して設計されたオリジナルの専用講
義と書類対策で、万全の受験対策を行います。

放送大学大学院修士課程臨床心理学プログラム入試の全体像について解説します。出題傾向や勉強の進め方などを理解することで、より効
果的な受験対策を行うことが可能です。

入試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、約40分の講座を
通して、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。

□ 働きながら大学院で心理学を学びたい方

こんな方におススメ

□ 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、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てキャリアアップしたい方

●ガイダンス

ガイダンス講座
（動画講義1コマ）

※講座によって1回あたりの講義時間が異なります。
※本講座の受講期限は2023年度10月の筆記試験当日までです。
　筆記試験日以降の動画配信講座のご視聴および添削指導は致しかねますので予めご了承ください。

毎月、講師と1対1での学習進捗確認面談を行います。モチベーションを向上し、計画的かつ着実に合格へと向かうことができます。

月1回、30分間のオンライン面談を実施します（6月～10月に各1回）。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。

●学習サポート

学習進捗確認面談
（面談5回）

作成方法の学習から始め、実際に書類を作成します。講師の添削を通じて、合格レベルの書類へとブラッシュアップさせていきます。

研究計画書の作成方法について基礎から丁寧に4回（約60分／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。

●事前提出書類 対策講座

研究計画書 対策講座
（動画講義4コマ＋添削3回）

志望理由書の書き方のポイントを約30分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。

志望理由書 対策講座
（動画講義1コマ＋添削2回）

設問ごとの講義と添削課題で学習を進めます。

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
（約2時間半／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。
その上で、課題に取り組み添削指導を受けることで、用語説明の書き方を身に付けます。

●筆記試験 対策講座

臨床心理学基礎 動画配信講座
（動画講義6コマ＋添削3回）

5回（約60分／回）の講義動画で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。

放送大学論述講座
（動画講義5コマ＋添削5回）

キャリアアップしたい社会人向け
心理職としてのレベルアップを目指そうとする
方、心理臨床経験を学問として深めたい方にお
ススメの大学院です。

臨床心理士指定大学院（第2種）
通信制大学院ですが、臨床心理士指定大学院
となっています。演習・面接授業・実習以外はオ
ンライン授業のため、働きながら臨床心理士を
目指すことができる貴重な大学院です！

臨床心理士試験合格率80.0%
放送大学大学院修了生の臨床心理士試験合格
率は80.0%です（2020年度実績）。全国平均
65.4%よりも非常に高い合格率です！

学費が安い
放送大学大学院の学費は2年間で530,000円。
国立の大学院の1年間分の学費に相当し、臨床
心理士指定大学院の中でも低価格です。最小限
の金銭的コストで学びを深めることができます。

仕事と両立して学習可能2 多忙な社会人が仕事と両立して学習できるよう設
計。特に重要なポイントを中心に進めていきます。

充実の提出書類対策3 添削を通じて研究計画書、志望理由書をブラッシュ
アップ。書類完成を目指します。

講師との1対1面談4 毎月の面談で学習進捗の確認を行い、モチベーショ
ンを向上。着実に合格へ進んでいきます。

詳細はこちら

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 276,500円（税込）
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心理職としてのレベルアップを目指そうとする
方、心理臨床経験を学問として深めたい方にお
ススメの大学院です。

臨床心理士指定大学院（第2種）
通信制大学院ですが、臨床心理士指定大学院
となっています。演習・面接授業・実習以外はオ
ンライン授業のため、働きながら臨床心理士を
目指すことができる貴重な大学院です！

臨床心理士試験合格率80.0%
放送大学大学院修了生の臨床心理士試験合格
率は80.0%です（2020年度実績）。全国平均
65.4%よりも非常に高い合格率です！

学費が安い
放送大学大学院の学費は2年間で530,000円。
国立の大学院の1年間分の学費に相当し、臨床
心理士指定大学院の中でも低価格です。最小限
の金銭的コストで学びを深めることができます。

仕事と両立して学習可能2 多忙な社会人が仕事と両立して学習できるよう設
計。特に重要なポイントを中心に進めていきます。

充実の提出書類対策3 添削を通じて研究計画書、志望理由書をブラッシュ
アップ。書類完成を目指します。

講師との1対1面談4 毎月の面談で学習進捗の確認を行い、モチベーショ
ンを向上。着実に合格へ進んでいきます。

詳細はこちら

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 276,500円（税込）
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Q 心理学の勉強をしたことがありませんが、この講座の受講だけで大丈夫ですか？

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

働きながら自分のペースで学び、
臨床心理士を目指せる通信制大学院へ

Q 事前提出書類対策のみや筆記試験対策のみの受講はできますか？

A 研究計画書対策講座につきましては単科講座研究計画書対策講座（動画＋添削）と同様のものとなりますので受講は
可能ですが、それ以外の講座につきましては単科での受講は出来ません。

A 放送大学大学院受験対策講座につきましては、大学で心理学を履修した方に限らず、心理学初学者の方も対象にして
いる講座となっております。

Q 提出した研究計画書や志望理由書はどのくらいで返却されますか？

A 概ね２週間程度で返却致します。ただし、試験直前は提出が多いことが予想されますので、早めに学習を進めて、早め
に提出されることをお勧めいたします。

Q 学習進捗確認面談はどのように参加するのですか？

A 講師とオンライン通話にて面談を実施致します。 専用の予約ページより日程をご予約頂き、面談日が近くなりましたら
Google MeetのURLをお送り致しますので、そちらよりご参加ください。

Q 仕事をしていて昼間は学習進捗確認面談が受けられないのですが、夜の時間帯でも受けられますか？

A 学習進捗確認面談につきましては主に平日夜間、土曜日に設定をしております。 どうしてもご都合の合わない場合はご
相談ください。

Q 初学者の場合、何月から勉強を始めれば試験に間に合いますか？

A 放送大学大学院受験対策講座につきましては、想定学習期間を6か月程度としております。 しかし学習に充てられる時
間はお一人おひとり異なりますため、あくまで目安の受講期間となります。

Q 放送大学大学院受験対策講座に含まれている「研究計画書対策講座」と、心理系大学院受験対策講座における「研究計画書
対策講座」は同じものですか？

A 放送大学大学院受験対策講座に含まれている「研究計画書対策講座」は、心理系大学院受験対策講座において単科
講座としてご用意している「研究計画書対策講座（動画＋添削）」と同じ講座となります。

Q 大学院模試は放送大学大学院の試験にも対応していますか？

A 放送大学大学院の過去問題をみると、論述問題が出題される傾向にあります。そのため、臨床心理学（論述）を受験さ
れることで、現在の学力の確認ができると考えます。

Q 放送大学大学院臨床心理学プログラムを修了したら公認心理師や臨床心理士の受験資格を得られますか？

A 放送大学大学院は第2種指定大学院です。「臨床心理学プログラム」を修了した上で1年以上の心理臨床実務経験を
経ると、臨床心理士資格試験の受験資格を得られます。 公認心理師の受験資格を得ることは出来ません。 詳細につき
ましては放送大学大学院のホームページをご確認ください。

よくあるご質問

講座のお申込み

お申込みは5academy's Storeより承ります。

お問い合わせ

お問い合わせは以下のフォームより承ります。
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