
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？

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
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へQ 筑波大学社会人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 筑波大学社会人大学院受験対策講座の「研究計画書対策講座」は筑波大学社会人大学院の受験に特化した内容とな
っており、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」とは内容が異なります。

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 口述試験対策はできますか？

A 講座としてのご用意はございませんが、対策方法については情報提供しております。また、学習進捗確認面談の中で口
述試験対策を実施することが可能です。

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 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？

A 本講座は筑波大学大学院カウンセリング学位プログラムの出題傾向に基づいて、主に問題の解き方や解答の仕方に
ついて解説しているため、特に心理学の事前知識がなくてもご受講いただくことが可能です。 
なお、出題傾向の1つである用語説明については書き方のポイントについては解説しておりますが、各用語については
市販の用語集などを参考に、各自で学習していただくことになります。あらかじめご了承ください。

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 筑波大学社会人大学院受験対策講座の内容の単科での受講は受け付けておりません。

Q 筑波大学社会人大学院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 筑波大学社会人大学院カウンセリング学位プログラムを修了されても公認心理師、臨床心理士の受験資格は得られま
せん。

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。



丁寧で、分かりやすい、親身な指導
が、合格へ導いてくださいました。
研究計画書は、一人では完成でき
なかったです。本当にありがとうご
ざいました。これからも、頑張ってい
きます。

心理学に触れたこともなく、大学院受験は情報も少なく、仕事と両立しながらの受験
に不安を感じていました。ファイブアカデミーの講座を知った時に、すぐに申し込み
受講をして正解だったと感じています。受講前は、通学ではないので知識を得れた
らいいかな程度に思っていましたが、寄り添いながら丁寧に支援して頂き、期待以
上でした。感謝しています。

私は用語説明が弱点で、本番でも満足できるものではありませんでした。でも結果
的には、自分が得意な研究計画書や小論、論述の準備の完成度を高めることで、本
番の用語の不出来をカバーする結果につながったようです。研究計画書は、学習進
捗面談でのアドバイス・質問を経てブラッシュアップすることができました！全部を完
璧にしようとしなくても、自身の強み・弱みを理解し、それに応じて戦略的に取り組
むことで、精神的な負担を抑えながら結果をつかめるのではと思います。

大学院受験は情報が少ないため、ガイダンスで全体を掴ん
でスタートできたのが良かったです。研究計画書、志望理
由書について、どのように書けばいいか、そのためにどうい
った情報が必要かということをしっかり知識を得た上で、大
変丁寧に添削頂き、具体的に修正ポイントをご教示頂けた
ので安心しました。論述対策は参考書などがほぼ無いた
め、講座を受講しなければどのような観点で読み解き、回
答をすれば良いのか全く分からない状態でした。テキストと
解答例、練習問題が唯一の参考書でしたので、何度も繰り
返し自分の中の回答パターンをある程度確立して試験に臨
めました。学習の進捗度合いが自分では分からないため、
不安な気持ちを抱えることが多かったですが、進捗面談で
先生が毎回自信をつけてくださり、時には一緒に悩み考え
てくださったので、本当に救われた気持ちでした。

大学院受験のことを何も知らない
で受験を決めたので、とても役に
立った。また、問題集もないから、講
座がなければ何をどう勉強してい
いかわからなかった。

不安や疑問に親身に応じていただ
けた。また、試験直前に追加の用語
説明・小論・論述の課題を出してい
ただいたのはよかった。

基礎を中心にやるべき事をやり、本
番に初見の問題が出てもうろたえ
ず基礎を武器に書き切れば、道は
開けると思います。あと、過去問対
策（特に小論・資料分析）を徹底的
にこなすことは必須です。

受験をなるべくはやく決めて、取り
組むことをお勧めします。私自身は、
何度ももうダメと思ったのですが、面
談や添削での優しい先生方の言葉に
励まされ、なんとか勉強を続けること
ができました。自分を信じて頑張って
ください。

大学院で何を学びたいか、なぜ学
びたいかを明確にすることで先生
方へ伝わると思います。頑張ってく
ださい。

これから
筑波を目指す方への
合格者からの
メッセージ

合格者の声

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

講座の特徴

講座詳細

情報収集が困難な大学院入試対策を、忙しい社会人の方が効率よく行えるように設計しています。

詳細は、筑波大学社会人大学院（夜間）カウンセリング
学位プログラムの公式HPをご確認ください。

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とは

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

ケースカンファレンスへの参加、相談面接への陪席を経て、教員に
よるスーパービジョンのもとで、相談員として相談業務にあたること
ができます。

筑波大学大学院（夜間）カウンセリング学位プログラム入試の全体像について解説します。まず初めに視聴し、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、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。

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 研究計画書、志望理由書は添削を通じてブラ
ッシュアップし、書類完成を目指します。

講師との1対1面談4 講師と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。

□ 働きながら大学院で心理学を学びたい方

□ 今の仕事に心理学の知識を生かしたい方

□ 仕事×受験勉強、仕事×大学院生活の
　 両立を目指す方

こんな方におススメ

●ガイダンス

ガイダンス講座
（動画講義1コマ）

講師と1対1での学習進捗確認面談を行うことで、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（4月～8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。

●事前提出書類 対策講座

研究計画書 対策講座
（動画講義2コマ＋添削3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。

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。特に筑波入試の最大の特徴である統計図表問題については徹底対策を行います。

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。

●筆記試験 対策講座

用語説明 対策講座
（動画講義1コマ＋添削6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。

心理学研究法・統計基礎 動画配信講座
（動画講義5コマ）

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。講義動画では、要約の方法のポイントと見解の述べ方に
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。

小論対策講座
（動画講義1コマ＋添削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。

筑波論述 対策講座
（動画講義3回＋添削3回）

※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2023年度8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、
　予めご了承下さい。

カウンセリングのトレーニングを受けることができる。

大学院を修了することで、修士（カウンセリング）の学位を取得する
ことができます。

修士（カウンセリング）の学位を取得できる。

カウンセリング学位プログラムに加えて、関連学位プログラム・専攻
での関連科目を履修することで、日本学校心理士会の「学校心理
士」資格に必要な科目単位を取得できます。
※受験に際しては一定の実務経験を積むことも求められるため、詳
しくは、「学校心理士認定運営機構・日本学校心理士会」のHPを
ご確認ください。

学校心理士の資格を取得できる。

夜間だからこそ、仕事を続けながら通学でき、修士号を取得できるよ
うな教育体制・カリキュラムを整えています。

充実した教育体制とカリキュラム

教育訓練給付制度とは、働く方々の主体的な能力開発やキャリア形
成を支援し、雇用の安定と就職の促進を図ることを目的として、厚生
労働大臣が指定する教育訓練を修了した際に、受講費用の一部が
支給されるものです。
※詳しくは、厚生労働省のHPをご確認ください。

教育訓練給付制度が適用されています。
日本カウンセリング学会の「認定カウンセラー」資格認定試験に関
する受験資格カリキュラムを有する大学院になっています。
※詳しくは，「日本カウンセリング学会」のHPをご確認ください。

認定カウンセラーの資格を取得できる。

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 176,000円（税込）
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□ 仕事×受験勉強、仕事×大学院生活の
　 両立を目指す方

こんな方におススメ

●ガイダンス

ガイダンス講座
（動画講義1コマ）

講師と1対1での学習進捗確認面談を行うことで、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（4月～8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。

●事前提出書類 対策講座

研究計画書 対策講座
（動画講義2コマ＋添削3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。

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。特に筑波入試の最大の特徴である統計図表問題については徹底対策を行います。

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。

●筆記試験 対策講座

用語説明 対策講座
（動画講義1コマ＋添削6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。

心理学研究法・統計基礎 動画配信講座
（動画講義5コマ）

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。講義動画では、要約の方法のポイントと見解の述べ方に
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。

小論対策講座
（動画講義1コマ＋添削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。

筑波論述 対策講座
（動画講義3回＋添削3回）

※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2023年度8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、
　予めご了承下さい。

カウンセリングのトレーニングを受けることができる。

大学院を修了することで、修士（カウンセリング）の学位を取得する
ことができます。

修士（カウンセリング）の学位を取得できる。

カウンセリング学位プログラムに加えて、関連学位プログラム・専攻
での関連科目を履修することで、日本学校心理士会の「学校心理
士」資格に必要な科目単位を取得できます。
※受験に際しては一定の実務経験を積むことも求められるため、詳
しくは、「学校心理士認定運営機構・日本学校心理士会」のHPを
ご確認ください。

学校心理士の資格を取得できる。

夜間だからこそ、仕事を続けながら通学でき、修士号を取得できるよ
うな教育体制・カリキュラムを整えています。

充実した教育体制とカリキュラム

教育訓練給付制度とは、働く方々の主体的な能力開発やキャリア形
成を支援し、雇用の安定と就職の促進を図ることを目的として、厚生
労働大臣が指定する教育訓練を修了した際に、受講費用の一部が
支給されるものです。
※詳しくは、厚生労働省のHPをご確認ください。

教育訓練給付制度が適用されています。
日本カウンセリング学会の「認定カウンセラー」資格認定試験に関
する受験資格カリキュラムを有する大学院になっています。
※詳しくは，「日本カウンセリング学会」のHPをご確認ください。

認定カウンセラーの資格を取得できる。

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 176,000円（税込）



丁寧で、分かりやすい、親身な指導
が、合格へ導いてくださいました。
研究計画書は、一人では完成でき
なかったです。本当にありがとうご
ざいました。これからも、頑張ってい
きます。

心理学に触れたこともなく、大学院受験は情報も少なく、仕事と両立しながらの受験
に不安を感じていました。ファイブアカデミーの講座を知った時に、すぐに申し込み
受講をして正解だったと感じています。受講前は、通学ではないので知識を得れた
らいいかな程度に思っていましたが、寄り添いながら丁寧に支援して頂き、期待以
上でした。感謝しています。

私は用語説明が弱点で、本番でも満足できるものではありませんでした。でも結果
的には、自分が得意な研究計画書や小論、論述の準備の完成度を高めることで、本
番の用語の不出来をカバーする結果につながったようです。研究計画書は、学習進
捗面談でのアドバイス・質問を経てブラッシュアップすることができました！全部を完
璧にしようとしなくても、自身の強み・弱みを理解し、それに応じて戦略的に取り組
むことで、精神的な負担を抑えながら結果をつかめるのではと思います。

大学院受験は情報が少ないため、ガイダンスで全体を掴ん
でスタートできたのが良かったです。研究計画書、志望理
由書について、どのように書けばいいか、そのためにどうい
った情報が必要かということをしっかり知識を得た上で、大
変丁寧に添削頂き、具体的に修正ポイントをご教示頂けた
ので安心しました。論述対策は参考書などがほぼ無いた
め、講座を受講しなければどのような観点で読み解き、回
答をすれば良いのか全く分からない状態でした。テキストと
解答例、練習問題が唯一の参考書でしたので、何度も繰り
返し自分の中の回答パターンをある程度確立して試験に臨
めました。学習の進捗度合いが自分では分からないため、
不安な気持ちを抱えることが多かったですが、進捗面談で
先生が毎回自信をつけてくださり、時には一緒に悩み考え
てくださったので、本当に救われた気持ちでした。

大学院受験のことを何も知らない
で受験を決めたので、とても役に
立った。また、問題集もないから、講
座がなければ何をどう勉強してい
いかわからなかった。

不安や疑問に親身に応じていただ
けた。また、試験直前に追加の用語
説明・小論・論述の課題を出してい
ただいたのはよかった。

基礎を中心にやるべき事をやり、本
番に初見の問題が出てもうろたえ
ず基礎を武器に書き切れば、道は
開けると思います。あと、過去問対
策（特に小論・資料分析）を徹底的
にこなすことは必須です。

受験をなるべくはやく決めて、取り
組むことをお勧めします。私自身は、
何度ももうダメと思ったのですが、面
談や添削での優しい先生方の言葉に
励まされ、なんとか勉強を続けること
ができました。自分を信じて頑張って
ください。

大学院で何を学びたいか、なぜ学
びたいかを明確にすることで先生
方へ伝わると思います。頑張ってく
ださい。

これから
筑波を目指す方への
合格者からの
メッセージ

合格者の声

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

講座の特徴

講座詳細

情報収集が困難な大学院入試対策を、忙しい社会人の方が効率よく行えるように設計しています。

詳細は、筑波大学社会人大学院（夜間）カウンセリング
学位プログラムの公式HPをご確認ください。

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とは

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

ケースカンファレンスへの参加、相談面接への陪席を経て、教員に
よるスーパービジョンのもとで、相談員として相談業務にあたること
ができます。

筑波大学大学院（夜間）カウンセリング学位プログラム入試の全体像について解説します。まず初めに視聴し、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、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。

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 研究計画書、志望理由書は添削を通じてブラ
ッシュアップし、書類完成を目指します。

講師との1対1面談4 講師と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。

□ 働きながら大学院で心理学を学びたい方

□ 今の仕事に心理学の知識を生かしたい方

□ 仕事×受験勉強、仕事×大学院生活の
　 両立を目指す方

こんな方におススメ

●ガイダンス

ガイダンス講座
（動画講義1コマ）

講師と1対1での学習進捗確認面談を行うことで、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（4月～8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。

●事前提出書類 対策講座

研究計画書 対策講座
（動画講義2コマ＋添削3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。

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。特に筑波入試の最大の特徴である統計図表問題については徹底対策を行います。

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。

●筆記試験 対策講座

用語説明 対策講座
（動画講義1コマ＋添削6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。

心理学研究法・統計基礎 動画配信講座
（動画講義5コマ）

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。講義動画では、要約の方法のポイントと見解の述べ方に
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。

小論対策講座
（動画講義1コマ＋添削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。

筑波論述 対策講座
（動画講義3回＋添削3回）

※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2023年度8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、
　予めご了承下さい。

カウンセリングのトレーニングを受けることができる。

大学院を修了することで、修士（カウンセリング）の学位を取得する
ことができます。

修士（カウンセリング）の学位を取得できる。

カウンセリング学位プログラムに加えて、関連学位プログラム・専攻
での関連科目を履修することで、日本学校心理士会の「学校心理
士」資格に必要な科目単位を取得できます。
※受験に際しては一定の実務経験を積むことも求められるため、詳
しくは、「学校心理士認定運営機構・日本学校心理士会」のHPを
ご確認ください。

学校心理士の資格を取得できる。

夜間だからこそ、仕事を続けながら通学でき、修士号を取得できるよ
うな教育体制・カリキュラムを整えています。

充実した教育体制とカリキュラム

教育訓練給付制度とは、働く方々の主体的な能力開発やキャリア形
成を支援し、雇用の安定と就職の促進を図ることを目的として、厚生
労働大臣が指定する教育訓練を修了した際に、受講費用の一部が
支給されるものです。
※詳しくは、厚生労働省のHPをご確認ください。

教育訓練給付制度が適用されています。
日本カウンセリング学会の「認定カウンセラー」資格認定試験に関
する受験資格カリキュラムを有する大学院になっています。
※詳しくは，「日本カウンセリング学会」のHPをご確認ください。

認定カウンセラーの資格を取得できる。

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 176,000円（税込）



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？

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
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へQ 筑波大学社会人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 筑波大学社会人大学院受験対策講座の「研究計画書対策講座」は筑波大学社会人大学院の受験に特化した内容とな
っており、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」とは内容が異なります。

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 口述試験対策はできますか？

A 講座としてのご用意はございませんが、対策方法については情報提供しております。また、学習進捗確認面談の中で口
述試験対策を実施することが可能です。

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 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？

A 本講座は筑波大学大学院カウンセリング学位プログラムの出題傾向に基づいて、主に問題の解き方や解答の仕方に
ついて解説しているため、特に心理学の事前知識がなくてもご受講いただくことが可能です。 
なお、出題傾向の1つである用語説明については書き方のポイントについては解説しておりますが、各用語については
市販の用語集などを参考に、各自で学習していただくことになります。あらかじめご了承ください。

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 筑波大学社会人大学院受験対策講座の内容の単科での受講は受け付けておりません。

Q 筑波大学社会人大学院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 筑波大学社会人大学院カウンセリング学位プログラムを修了されても公認心理師、臨床心理士の受験資格は得られま
せん。

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。



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？

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
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へQ 筑波大学社会人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 筑波大学社会人大学院受験対策講座の「研究計画書対策講座」は筑波大学社会人大学院の受験に特化した内容とな
っており、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」とは内容が異なります。

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 口述試験対策はできますか？

A 講座としてのご用意はございませんが、対策方法については情報提供しております。また、学習進捗確認面談の中で口
述試験対策を実施することが可能です。

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 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？

A 本講座は筑波大学大学院カウンセリング学位プログラムの出題傾向に基づいて、主に問題の解き方や解答の仕方に
ついて解説しているため、特に心理学の事前知識がなくてもご受講いただくことが可能です。 
なお、出題傾向の1つである用語説明については書き方のポイントについては解説しておりますが、各用語については
市販の用語集などを参考に、各自で学習していただくことになります。あらかじめご了承ください。

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 筑波大学社会人大学院受験対策講座の内容の単科での受講は受け付けておりません。

Q 筑波大学社会人大学院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 筑波大学社会人大学院カウンセリング学位プログラムを修了されても公認心理師、臨床心理士の受験資格は得られま
せん。

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。


