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心理系大学院入試 受験戦略

○心理系の大学院入試は“準備”がすべて。しっかり準備すれば、（たぶん）誰でも合格出来ます。

○ただ、すべき準備は、受験勉強から始まり、志望校選び、計画書の立案、過去問題の検討・対策など、

山積みです。

○これら“準備”をいつ頃から始めたら良いのか、どのように行うのか、注意点は何か…。そのような

受験を突破するための道筋について、様々な角度からお話いたします。

１．大学院受験を考えた時、準備はいつ始める？

Ⅰ 入試までの“時間”の使い方

○まず、自分の人生設計を考えてみよう。

・どこの大学院を出ても、一種指定校でも二種指定校でも、卒業（修了）した時点ではタダの人。臨

床心理士ではない。そのため、就職先を探すときにも「有資格者」という条件付きの募集には手を

出せない。そして、無資格の卒業見込者・資格取得見込者であっても高待遇で迎えてくれる職場は

ごく稀で、多くは非常勤・期限付きの不安定な雇用形態である。そのような雇用条件で働いて実績

を作り、人脈を作り、資格試験にも合格し…という下積みを経験しながら、少しずつ条件の良い、

自分の希望に合う仕事にステップアップするのが、一般的な臨床心理士である。

・言い換えると、一刻も早く臨床心理士になることばかりを考え、深く考えずに志望校を選び、お手

軽な合格を目指すよりも、少しくらい回り道をしてでも、本気で行きたいと思える大学院への進学

を目指すほうが、この先の人生全体を考えるならば、より効率的ということもありうる。

・受験に時間をかけることを勧めるわけではない。しかし、受験校の選択は、この先の長い期間に渡

る生き方を決することなので、冷静に、そしてしっかりと、人生設計を考えることをお勧めしたい。

○全体的スケジュール

・大都市圏の比較的人気が高い学校を受験する場合、合格は決して容易くない。単純比較はできない

のだが、「大学受験」と同じような“受験勉強”の期間が必要だと認識すべき。

・「大学受験」の場合、高校でそれなりに真面目に勉強していても、改めて“受験勉強”をしなけれ

ば大学に合格できないだろう。

・「大学院受験」もそれと同じ。大学等で真面目に心理学の勉強をしていたとしても、“受験勉強”

をしなければ大学院には合格できない。

・振り返ってみると、「大学受験」のための受験勉強はいつからはじめただろうか。有名な進学高校

では、高校１年生の時から既に、受験を意識した勉強を始めていたことだろう。そうでなくても、

大学進学希望者は高校３年生になった時点で、受験勉強を始めたはずである。大学受験は通常１月

～２月頃なので、１年前には受験勉強を始めていた計算になる。

・「大学院受験」も、それと同じようなスケジュールで考えたい。すなわち、条件の良い大学院に合

格したいなら、受験シーズンの１年前には勉強を始めないと間に合わなくなる可能性がある。

・「大学院受験」は秋受験（９～１１月）が中心なので、大学生の場合、３年生の夏休み明けには受

験勉強を始めると良いだろう。もちろん、一刻も早く始めるに越したことはない。

・「大学院受験」では志望校の出題傾向に合わせた対策が必須（後述）だが、そのような志望校対策

が奏効するのは、十分な対策をとれるような基礎学力があってのこと。心理学の基礎知識が身につ

いていないのならば、まずはその勉強から始めよう。志望校で出題される・されないにかかわらず、

そして臨床心理学分野に限定せず、心理学の基礎分野の全般の基礎知識は必要である。
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・基礎知識さえあれば、志望校の特色に合わせて焦点を絞るのは、３～４か月前でも十分に間に合う。

入試問題の特色が強くない学校ならば、１～２か月前でも間に合うだろう。それまでに、基礎知識

をキッチリと固めること。

・また、なぜかナメてかかる人が多い研究計画書だが、これも合否判定の評価対象となるので、決し

て手を抜くべきではない。準備期間に最低３か月、出来れば６か月はかけたい。１週間程度で適当

に書いたものは、時間をかけて練ってきたものと比べると質の低さが一目瞭然なので、不利になる。

ただし、ペーパーテストほど評価のウェイトは高くないので、そればかりに時間と気力を取られな

いように。（もちろん、その準備期間も受験勉強自体は続行。研究計画の作成だけに３～６か月か

けるのはナンセンス。）

・受験勉強をいつ始めたら良いか…という質問を受けることがあるのだが、勉強はいつでもできるの

である。早く始めて損はない。つまり、始めるなら「今」でしょう。

・勉強の仕方がわからない…という人もいる。勉強の基本は知識の蓄積なのだから、まずは本を読み

始めれば良い。効率的に短期間で対策したいなら、河合塾ＫＡＬＳに入校するのが一番良い。

Ⅱ 具体的な期間設定

○いま、大学３年生の方々。

・心理学科在籍中なら、大学の授業やゼミと並行して、受験の基礎として、心理学の知識を幅広く取

得することを目指そう。もちろん、大学の授業だけ受けていればよいのではない。積極的に様々な

本を読んだり、心理的援助にかかわるボランティア活動をしたりしないと、他の人々との差をつけ

ることはできない。

・心理学科に在籍していなくても、心理学科の学生との差はさほど大きくない（心理学科にいてもち

ゃんと受験勉強をしている人はほとんどいない）。今のうちに受験勉強を始めれば、４年生になる

ころには、心理学科の受験生との差はずいぶん小さくなっているだろう。

・勉強と同時に、臨床心理士という仕事について、本やネットを通じ、具体的なイメージを固めてゆ

こう。どのような職場で、どのような待遇で、どのような仕事をしているのか。そのことを現実的

に理解したうえで、自分が目指すべき臨床心理士として方向性を考えるのである。その作業を通じ

て、具体的な職業としての「目標」を設定できたならば、その目的に適う勉強・研究の出来る大学

院を探すことが出来るだろう。

・志望校の決定はまだ先の話。研究計画書もまだまだ。とにかく今は受験勉強。

・４年生になる頃、卒論と並行して研究計画も考え始め、志望校をある程度絞れるのが理想。

○いま、大学４年生の方々。

・心理学科在籍中であっても、受験勉強を始めていないならば、今年度の秋受験で合格を目指すとな

ると、相当な困難を伴う。猶予はないので、一刻も早く、受験勉強をスタートさせるべきである。

・心理学科以外に在籍しており、現時点で受験勉強も始めていないならば、現実的には１～３月の冬

受験、もしくは次年度の受験を目指すことになるだろう。

・ある程度の受験勉強ができており、基本的な用語・知識のアウトプットが可能になっているならば、

過去問の傾向を掴み、その傾向にあった著書を新たに購入し、学校ごとの個別対策を進めよう。秋

受験にも十分に間に合うはずである。

・受験勉強があまり進んでおらず、基礎的なアウトプットもままならないなら、まずはそちらを固め

たい。それができていないと、学校ごとの対策を進めようにも、知識が足りなくて不可能だろう。
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○いま、社会人の方々。

・まずは、“いつ大学院生になるべきか”考えたい。それは、言い換えると、今の仕事をどのタイミ

ングでやめるか…というスケジュール設計につながる。

・現時点で受験勉強を始めていないのに、来年の４月には大学院生に…というのは、さすがに無謀。

現実的には来年度以降の受験を目指すことになろう。

・仕事を続けながらの受験勉強は、やはり相当の体力と根気（根性）が必要である。現役大学生や大

学院浪人生は一日中勉強できる一方、社会人は仕事の終わった後や休日だけしか勉強時間を取れな

いので、最低でも１年程度の受験期間は見込むほうが現実的である。

・仕事を辞め、受験に本腰を入れるのもひとつの手である。…が「臨床心理士になれば仕事はいくら

でもある」と夢想している程度なら、まだ仕事は辞めないほうが良い。少し冷静になり、現実的に

どのような仕事がありうるのか、待遇的にはどうなのか、じっくりと調べたりするほうが良い。そ

れでも臨床心理への道を進むことを決断し、もう後ろを振り返ることはしないと覚悟を決めてから、

仕事は辞めれば良い。（もちろん、仕事を辞めて受験に打ち込むほうが、合格までの期間は短縮で

きるし、条件の良い大学院にも合格しやすくなる。）

・もちろん、先の見えない受験勉強において、現在の収入源を完全に断ち切ることは不安を増幅させ

てしまう作用もあるため、精神的に追い込まれてしまうかもしれない。仕事は辞めず、受験期間を

少し長めに設定し、２～３年後の合格を目指すのもアリ。

２．志望校を決める基準とは？

○１種指定校と２種指定校の違い

  ・臨床心理士認定協会によって、受験資格取得のために特別に指定された大学院(１種／２種指定校)を修

了しなければ、臨床心理士の受験資格が得られない。

  ・臨床心理士を取得している教員数、学内における実習機関の有無などにより、１種と２種に分かれる。

   →１種も２種も、認定協会によって細かく定められたカリキュラムに従うため、開講している授業科

目や必修単位数等はどこの大学院も大差ない。

  ・１種指定校では、在学中に学内機関での臨床実習が義務付けられるため、修了時点で、臨床心理士の

受験資格が与えられる。

  ・２種指定校は学内での実習が義務付けられないため、修了後１～２年程度の臨床経験を経てからでな

いと、臨床心理士の受験ができない。

  ・指定大学院を受験するにあたり、心理学科出身でなければならない…などの限定はない。（ただし、

青学などは心理学系の単位を一定レベル履修していることを受験の条件としている。）

  ・“１種指定校の方が受験のレベルが高い”ということはないので注意。この１０年ほどの間に新設の

心理学科・心理学研究科が数多くの大学に設置されたが、そのような大学の多くは１種指定校。むし

ろ、心理学の研究や業績で伝統のある大学が２種指定校であったりする。（教育水準を定量的に評価

して１種・２種の指定をしているわけではないので、実績のイマイチな１種指定校はいくらでもある。）

○志望校を選ぶ上で最も重要な基準は“学力”ではなく、“その学校で何ができるか”である。

・大学院での教育は、ほとんどの場合、受身の講義形式ではなく、学生の発表が主体のゼミ形式。

  ・当然、どのようなテーマについて研究発表やディスカッションを行ってゆくかは、教員次第。

  ・修士論文作成においても、適切な指導が受けられるか否かは教員次第。

・例えば「自分は不登校の小学生の援助をしたい！」と言っても、そのような発達・教育系の分野を専

門とする教員がいなければ、修士論文の作成には大変苦労することになる。
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・修了後の就職先を探すときも、大学院での研究内容に沿った職域でなければ、就職しにくい。

・よって、自分が専門としたいことを重点的に研究している教員のいる大学院を選ぶことが重要。大学

院修了後にどのような仕事を専門分野としたいのか、どのような心理療法を習得したいのか、あるい

はどのような研究をしていきたいのかによって、受験すべき大学が決まってくると考えたい。

・ということで、学校を選ぶ前に「（臨床心理士としての）自分の進む道」を選ぶことが必要である。

（どのような人を対象とした臨床活動を行いたいのか、どのような心理療法・技法を習得したいのか、

どのような職域で仕事をしたいのか、などといったことを考えるのである。）

○大学受験のような“偏差値”は存在しない。

・大学院入試は問題の出題分野や傾向が学校ごとに大きく違うため、偏差値による比較ができない。

⇒そのため、合格するか否かは偏差値によって決まるわけではなく、その学校の入試問題の傾向に見合

った勉強をしたかどうかによって決まる。

・言い換えると、難関大学院に合格できたからといって、他の大学院にも合格できるとは限らない。難

関大学院の特殊な試験に対応する勉強をする場合、他の大学院むけの勉強ができなくなるからである。

・ただ、各大学院の受験者はその大学の在学生・卒業生が多いので、偏差値の高い大学の大学院は受験

生の元々の学力・能力が高く、モチベーションも高い。その分、相対的に偏差値が低い大学出身の学

生からみると、合格のハードルは高い。

⇒偏差値による単純比較はできないが、学校ごとの難易度の差は存在する。その差は、その大学院を設

置している大学の偏差値に比例すると考えておけばよい。

○あまりオススメしないが、どんな学校でもいいから「臨床心理士になりたい」なら…

・他学部出身であっても、自分の出身大学の大学院を第一に考えるのが無難である。学科・学部が異な

っても、受験に関連する情報を最も入手しやすいからである。

・現住所からの通学は難しい、出身校に心理学科がない、などの理由で出身校を選べない場合、自分の

出身大学と同等、もしくはそれ以下の偏差値の大学の大学院ならば、比較的合格しやすい。（ライバ

ルの基礎学力・能力が自分よりも低い可能性が高いからである。）

・または、入試の過去問題を閲覧し、勉強しやすいと思える分野からの出題が多い学校を選ぶのも一手。

・もちろん、大学院は自分の最終学歴となる可能性が高いので、ネームバリューやブランドにこだわり

たいならば、それも一つの選択基準ではある。（国立大学や偏差値の高い私立大学の大学院のほうが

就職などにおいて有利な場合もあるので、現実的な選択肢でもある。）

・これらの場合、研究計画書の内容を徹底的に無難にしておけば、併願の際にラクであろう。ただし、

難関大学の大学院は入試問題が特殊であったり、難易度が明らかに高かったりする事が多いので、併

願校はグッと絞られてしまう。

・現実的な問題として、交通の便、学費、奨学金の有無などはチェックしたほうが良い。通学に時間が

かかりすぎると意欲が削られるし、学費を自分で支払う場合、学費が高いと生活が逼迫する。大学に

よっては校舎の移転や教員の異動などもあるので、その可能性も考慮しよう。

○志望校は１校に絞らないほうが良い。

・どうしても東大でなければ…というような強烈なこだわりがないならば、志望校は複数考えるべき。

入試は、どんなに実力があっても、運の要素が必ず作用する。そのため、１校しか受験しないと、浪

人になる可能性もあるし、プレッシャーも高くなってしまい、精神的に苦しくなってしまう。

・先述の通り、志望校選びは“教員選び”といっても過言ではない。しかし、あるテーマを専門として

いる研究者が東京周辺に一人しかいない…などということはありえない。ちゃんと調べれば、様々な

学校に近い領域の研究者がいるはず。

・その中で、学力や通学時間などの条件が良い学校を選べば良いだろう。

・もちろん、自分ではどの学校がよいのか判別できないなら、ＫＡＬＳなどでの相談をお勧めする。現

在、大学の心理学科に在学中ならば、学校の先生にも相談すると良いだろう。



【心理職 進学フェア 16】

「心理系大学院 受験戦略～志望校選択、研究計画書、学習計画 etc.」①                   5 / 11

- 5 -

３．大学院を選ぶ際の情報の取得について
○インターネット

  ・現在はインターネットが非常に有用な情報源となる。

  ・まず、「財団法人日本臨床心理士資格認定協会」のページを見てみよう。

   （Yahooや Googleで「臨床心理士」「認定協会」を検索すれば、そのページを見つけられる。）

   →ページ内には指定校の一覧などもあるので、通学可能な大学を探してみる。

   →そしてその大学名を Yahooや Googleで探せば、その大学のホームページを見ることができる。

・各大学のウェブページでは、それらの学校の臨床心理学系研究科の情報が得られる。

→そこでチェックすべきは、教員名と、その教員の専攻分野。

→専攻分野は「臨床心理学」といった漠然としたものではなく、「スクールカウンセリング」「青年

期の人格障害」「精神分析」「母子関係の発達」などなど、臨床心理学の中でもどのような分野で

の研究を専門としているのかが分かるだろう。

   →また、大学によっては講義内容のシラバスを見られることがあり、各教員がどのような授業を行っ

ているかを見れば、その教員の研究分野がさらに詳しく分かる。

・大学教員は自前のホームページやブログを持っていたり、フェイスブック、ツイッターなどで情報発

信をしたりしている可能性がある。そのため、その教員名を Yahoo、Googleなどで調べてみると、そ

の教員の情報が見つかることがある。

  ・自前のホームページなど持っていなくても、その教員が開催しているセミナーや講演会、関わってい

る活動、勤務しているカウンセリングルームや病院、執筆した論文などがヒットするはずであり、大

学のホームページよりも多くの情報を得られるだろう。

  ・さらに、自分の関わりたい研究テーマや活動をキーワードにして検索すると、それらについて紹介さ

れているホームページを見つけられることがある。そこには当然、大学教授などの肩書を持つ人が参

加していることがあり、その先生のいる大学は志望校になり得る。

○著書

・臨床心理学でテーマとなる問題は、書店の棚を見渡せば、さまざまな本のタイトルになっている。

・自分の興味にかなう本が見つかったら、その本の著者紹介をチェックしよう。

→著者が大学教員であれば、その人物が教鞭をとる大学の大学院が受験校の候補になるだろう。

   →ただし「○○心理研究所長」「△△カウンセリングセンター所長」のような怪しげな肩書きしかな

いようであれば、その本の内容自体を疑った方がよいかもしれない。

・著者だけでなく、その本の「参考文献リスト」をチェックしよう。

   →ちゃんとした心理学者が真面目に書いた本なら、間違いなく「参考文献リスト」が載っている。

   →その本の中で紹介した過去の研究はそのリストに載せられているので、興味ある内容が書かれてい

たなら、その論文を大学図書館等で探したい。

   →論文が手に入らなくても、その論文を書いた著者は分かるので、その人物をインターネットで探せ

ば、どこの大学の教員かが分かるだろう。

○論文

  ・現在大学生ならば、自分の学校の図書館の検索システムなどを用いて、関心分野に関する論文を片っ

端から見てみよう。

   →細かいことは理解できなくても、おおよそ何を言っているのかわかれば、当面はＯＫ。

・そして、自分の関心に近い研究を行っている論文が見つかったら、その著者が現在どこの大学にいる

のか、インターネットで探してみる。（論文の執筆者は所属の変更が頻繁に発生するので、論文に記

載されている大学に現在も所属しているとは限らない。）

   →その論文の執筆者が指定校の教員ならば、その教員の指導を受けることができる可能性がある。

・論文の著者が大学院生ならば、その大学院生がどこの大学の学生か確認する（所属が「○○大学△△

研究科」となっている場合は、大学院生である可能性が高い）。

   →そのような論文を大学院生が発表しているならば、その学校の教員は、そのような分野の指導をす

ることができるはずである。
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○河合塾ＫＡＬＳ

  ・河合塾ＫＡＬＳで発行している冊子では、各大学院の所在地や教員の専攻分野、受験方法など、かな

り詳しい情報が得られる。各講師・チューターも、専門分野の研究者について様々な情報を有してい

る。受講生は積極的に活用すべし。

  ・また、河合塾ＫＡＬＳでは今回のフェアのような情報発信活動を頻繁に行っており、様々な分野で活

躍している臨床心理士や大学教員の話を直に聞くことができる。直接質問できる機会もたびたび設け

ているので、ＫＡＬＳのホームページもチェックしてほしい。

４．勉強方法について

ご存知の通り、臨床心理士の社会的な認知度の上昇と企業の就職難に伴い、臨床心理士指定大学院の

受験希望者は、ひと昔前とは比べ物にならないくらい大幅に増えている。指定大学院の増加などにより、

大学院入試の倍率は一時期に比べれば低くなっているが、就職できない学生のモラトリアムの延長とし

て、大学院を希望する人も増えている。そのため、特に大都市圏の大学院では、入試がハイレベルの競

り合いになるので、ちょっとしたミスが命取りとなりかねない。

Ⅰ 心理学初学者は、まず心理学の概論・総論を押さえよう

○大学院入試を目指すに当たり、まずは基礎の充実が必要である。

・基本的なデッサンもできなければ芸術大学には入学できない。音符を読んだり楽器を演奏できたり

しなければ音楽大学には入学できない。それと同じで、基礎的な心理学の知識が無ければ、専門家

の養成過程である臨床心理系大学院に入学することは無理。

・大学院入試の問題は単純な穴埋めやマークシートではなく、論述などの応用的出題が中心。という

ことは、心理学っぽい本を読んで“わかった気になっているだけ”の化けの皮はすぐに剥がされる。

基礎を理解している人の論述と、理解していない人の論述は、専門家が見れば雲泥の差である。

・よって、まず、心理学の基礎づくり。心理学の概論書を端から端まで読んで見よう。読むべき本は、

学習、知覚、認知、発達などがちゃんと書かれている本である。臨床心理学やカウンセリング理論

ばかりの本はＮＧ。カウンセリングの本や大学院入試向けの用語集などをいくら読んでも、基礎学

力は身につかない。

Ⅱ 過去問題のチェック

○大学院入試の準備を始めたら早い段階で行うべきことが、志望校の過去問題のチェック。

・基本的な用語問題ばかりではなく、特色のある入試問題を出す大学院が多数存在する。

・分野としても、精神力動系の問題ばかり出す学校、事例の検討に関する問題を必ず出す学校、統計

的検定に関する問題を何問も出す学校、発達臨床系の問題が特に多い学校…などなど、学校ごとに

特徴がある。

→ということは、例えば「精神力動系の問題ばかり出す学校」を受けるならば、認知行動療法など

の勉強は不要だろう。あるいは統計に自信がないなら「統計的検定に関する問題を何問も出す学

校」は受けない方が無難だろう。

・志望校の入試問題の傾向がつかめれば、重点的に時間をかけるべき分野、勉強を省ける分野、苦手

を克服すべき分野、などが見えてくる。つまり、効率のよい勉強の配分ができるのである。

・よく出される分野・領域の見分けが付かないなど、重量配分が全く見当付かないのであれば、現時

点では基礎学力不足。まずは基礎を身に付ける所から始めよう。
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・時々、受験直前まで過去問を見なかった…という人がいたりするが、それはかなり危険な行為であ

る。受験という人生の岐路において、そんな無意味な危険を冒す必要はない。

○出題形式は基本的に論述問題なので、その対策を怠らないこと。

・ほとんどの学校は、用語説明５～１０問程度、長文論述２～３問という問題構成である。

→そのため、“一応知っている”というだけでは得点につながらず、“何も見ないで詳しく説明で

きる”だけの実力が必要。

・記号選択や穴埋め問題も出されるが、これらの問題は配点が低いので、やはり論述力が必須である。

Ⅲ とにかく「書く」こと

○大学院入試のための勉強としては、「書く」ことが最良の勉強法である。

・まずは、志望校の傾向にあわせて重要語句やキーワードをピックアップし、その用語を何も見ずに

説明できるかどうかをチェックしてみよう。

・ピックアップすべき用語は、過去問でよく出題されている分野・領域の専門書からピックアップで

きる。３冊ほどの本を読み、どの本にも出てくる用語が、重要語句である。

・また、それぞれの学校の教員が著者、もしくは共同執筆者となっている本からは確実に出題頻度が

高い。それらの本はくまなくチェックすべき。

・説明できそうだと思ったら、それを自分の言葉で、２００～５００文字程度の文章にまとめてみよ

う。実際に書いてみると、非常に難しいことに気付くことが多い。

・書けなかった場合、最低でも３冊の参考書を開いて確認しつつ、やはり２００～５００文字程度に

まとめてみよう。

・書き終えた時点で全文を読み直し、文章の整合性や誤字、脱字もチェックすること。

・そして、何日かたってから、また同じ用語にチャレンジする。

・出来なければもう一度、調べなおして書く練習をする。

・このような作業を、必要と思われる全ての用語に対してやっていく。すると、自分だけの用語説明

ノートが５冊１０冊と積みあがっていく。これは快感である！

○用語説明・論述の際に「誰にでも分かる文章を書く」必要はない！

・上記の練習においても言えることだが、大学院入試の記述・論述問題は「作文」を求められている

わけではなく、“専門知識を有している”ということを示すための文章が求められている。

・小・中学校では「作文は誰にでもわかるように書きましょう」と習ってきただろうし、専門以外の

小論文なども「誰にでもわかる文章」であることが求められるかもしれない。しかし、大学院入試

の記述・論述問題への解答文を書く場合、その考えは放棄しなければならない。

・目指すのは、専門用語がふんだんに使われており、心理学を勉強していない人が読んだらチンプン

カンプンになるような文章。つまり、徹底的に専門論文的な文章である。

・特別な指定がない限り、噛み砕いた説明、具体例をあげながらの説明など、素人向けの表現は一切

排除。専門用語を専門用語のまま理解できるのが専門家なので、専門用語を使うべき部分は、ちゃ

んと専門用語を使う。言い換えると、どんなに分かりやすくても、誰でもわかるような文章になっ

ていても、ちゃんと専門用語を使うことが出来ていない答案は、評価・点数が低い。

・ということは…ひとつの用語を説明するために複数の専門用語を用いて文章を構成しなければなら

ないわけであり、受験生が覚えるべき情報量は膨大なのである。
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○上記の勉強手順は、確実に時間がかかる。しかし、確実に身につく。

・参考書やテキストは、ただ読んでいても、論述力は身につかない。

・どのように表現すれば説明できるか、言葉を選びながら文章をつむぐ作業をすると、自分でもよく

理解できていないものは表現しようがないので、自分なりの表現を見つけるために、何度も読んだ

り考えたりする。その繰り返し（心理学用語では“リハーサル”！）によって、記憶は定着する。

・そのためにも、上記のような“文章を書く”勉強法を実施する際に、参考書に書いてある表現を丸

写しするのはナンセンス。自分なりの言葉・表現を探さないと、勉強にならない。

Ⅳ 参考書の使い方

○勉強をする際、参考書は必ず複数のものを使用するべきである。

・心理学の参考書はその著者が大切だと思うことを書き、大切だと思わなかったことは書かないので、

特定の１冊だけを頼りに勉強すると、知識に偏りが生じがちである。

・先述のような用語説明の練習をする場合、複数の本（最低３冊！）を開かなければダメ。

・複数の本の記述を見比べてゆくと、特定の用語に関して、どの本にも共通して記載してある事柄が

ある一方、どれか一冊の本にしか記載されていないような事柄もある。当然、その用語を説明する

上で重要な、そして皆さんがちゃんと憶えるべき内容は、どの本にも共通して記載されている内容

である。

・最悪なのは、用語説明の勉強をしようとする際に、有斐閣などの「心理学辞典」を使うパタン。心

理学辞典は便利だが、必ずしも良いまとめ方にはなっていない。重要事項が抜けていたり、どうで

もよい記述に多くの字数を割いていたりするので、これを元に自分の知識を作ろうとしても、無駄

が多すぎる。安きに流れ、結局、時間と労力を無駄にするパタンである。

・また、インターネットを参照する人がいるが、ネット上の心理学用語などの情報は玉石混交。地雷

を踏む可能性があるので、あまり信用しないほうがよい。

○受験勉強を進めるにあたり、参考書代は絶対にケチらないこと。

・勉強をしていて、わからないことがあったときに、すぐに手元の本で調べられる状態にしておかな

いと、効率が悪すぎる。すぐに調べられず、後日調べよう…と思った内容は、結局調べないことが

多いので、知識の穴になる。

・大学院受験のための参考書として買った本は、大学院での勉学において必ず役に立つ。それどころ

か臨床心理士や研究者になった後まで、財産として残り続ける。さらに、臨床心理士の資格認定試

験の勉強をするときに、またまたお世話になるのは間違いない。どうせその時には買うことになる

のだから、先行投資として、今のうちに参考書をたっぷり買い集めた方がよい。

・金銭的なことに口出しするのは心苦しいが、参考書代は絶対にケチってはならない。最低でも心理

学の概論書を３冊以上、臨床系なら臨床心理学の専門書を３冊以上、さらに志望校の出題傾向に合

わせた本を３冊以上。できれば１０～２０冊くらいの本は集めると良い。多ければ多いほど良い。

Ⅴ 英語は単語力、そして「正確に和訳」できるかどうか

○英語はもともとの得意・不得意が如実に点差として現れてしまうので、準備を怠りなく！

・社会人入試は英語免除…という学校もあるが、ほとんどの大学院では入試科目の一つとして英語が

設定されている。

・どこの大学院の入試問題も、「英語」としてのレベルはさほど高くない。大学入試の時点でそれな

りに英文和訳ができる程度の英語力があったならば、「英語」としての能力はすぐに取り返せる。
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・ただ、大学受験当時の英語の偏差値が５０台前半だった…というような人は、英語力を磨くことは

急務。英語がネックで受験に失敗する可能性が高い。大学受験の時と同じように、あるいはその当

時以上に、英語を本気で勉強するべきである。

・英語の能力がある程度備わっているならば、あとは「英単語」。ただし、普通の英単語ではない。

心理学用語を「英単語」として覚えることである。

→学校によるが、心理学の論文や著書の一部を全訳もしくは要約させる問題が中心なので、特殊な

専門用語を英語として知っておかないと全く訳せない。専門用語をちゃんとした心理学用語とし

て訳しているかどうかが採点において大きなウェイトを占めるので、その点は絶対に怠りなく！

５．研究計画書の準備

Ⅰ 研究テーマの設定

○研究計画書は出願時に提出を求める学校がほとんどであり、これも入学審査の対象になりうる。

・その内容はその大学の教員が指導可能なものでなければならない。出願した学校の先生方の専門分

野とかけ離れたことを書くと、それがネックとなって不合格となることもある。

・心理学科で卒業論文を書いた人の場合、卒論の内容と研究計画書の内容は、関連のあるものにして

おくほうが無難である。

・また、研究計画書は「私は○○に興味があるので、△△について研究したい」というような“志望

理由書”とは全く別物。研究論文の一部というスタンスで書かれたものでなければならない。

・研究計画書は、言うならば“研究の設計図”であり、そこに書かれているとおりの手続きを実施す

れば実際に研究が出来てしまうような、具体性の高いものでなければならない。

・また、研究計画書では過去の研究（先行研究）の紹介をしなければならないので、計画内容に沿っ

た様々な論文を読まなければ書けない。

・というわけで、“合格レベル”の研究計画書を書き上げるためには、予想以上に時間と手間がかか

る。最低でも出願の３か月前、出来れば半年くらい前には、準備を始めるほうが良いだろう。

○テーマがなければ、計画も立てられない。

・研究テーマは、将来自分がやりたいと思っている仕事から逆算して設定する必要がある。

・例えば小学生のスクールカウンセラーをしたいと思うなら、小学生に対する心理学的支援を前提と

して、小学生の学校適応に関わるテーマを選択することになるだろう。（具体的にはいじめ、友人

関係、親子関係、学業不振、発達障害などがメジャー。）

→面接などでも「なぜそのような研究テーマを選んだのか」という質問は出るだろうし、その時に、

希望する職業との関連性を述べることができなければ、ツッコミどころ満載になってしまう。

・そして、臨床心理学を目指す方々の場合、自分自身や身近な人々が何らかの問題を抱えた経験を持

つことが多い。そのような「自分にとって身近な問題」が最もテーマになりやすい。

・もちろん、自分にそのような経験がなくても、様々な著書や論文、テレビやインターネットを通じ、

心理学的な援助に関わる問題に触れた時、そのような人々を自分も支援したいと思ったならば、そ

れがテーマになるだろう。

・最初は明確な方向性を考えなくて良いし、ましてカッコイイ心理学用語で語る必要すらない。漠然

とした「こんな人々に関すること」「こんな問題に関すること」という程度の興味で構わないので、

おおまかな方向性を「テーマ」として考えよう。



【心理職 進学フェア 16】

「心理系大学院 受験戦略～志望校選択、研究計画書、学習計画 etc.」①                   10 / 11

- 10 -

Ⅱ 研究仮説の設定

○テーマに沿った仮説の設定

・どのようなテーマであっても、基本的には「因果関係」を想定する仮説を設定するべきである。

・例えば「家庭内で○○のようなことを経験すると不登校になりやすいのではないか」というような

仮説をたてるならば、“○○”が原因、“不登校”が結果という「因果関係」が想定されている。

・また「△△のような支援をすると、不登校から復帰しやすくなるのではないか」というような仮説

をたてるならば、“△△”が原因、“不登校からの復帰”が結果という「因果関係」が想定されて

いる。

・このような仮説をたてる時、最初は経験則や直感で構わない。これまた、心理学用語など必要ない。

・真面目な人ほど、一生懸命論文を読んだりして、真面目に仮説を立てようとするが、それをし始め

るとほぼ確実に、心理学用語に振り回され、理屈っぽいだけで現実味のない仮説になってしまう。

・そもそも、大量の論文を読み、その内容をちゃんと理解し、心理学的なロジックにもとづいて、理

論的な仮説を構築する…というような作業は、学部生レベルの人には無理である。ならば最初から、

自分の経験や直感に基づき、現実味のある仮説をたてるほうが良い。

・心理学用語や理屈は後から当てはめればどうにでもなるので、当面、そのような堅いことは気にせ

ず、好きなように仮説を立てれば良い。

Ⅱ 研究計画書の内容

○研究計画書は「論文の一部」である。

・心理学の研究論文を読むと、通常「序論」と呼ばれる最初の数ページは、先行研究の紹介・整理で

埋め尽くされる。

・この数ページで過去の研究を概観し、「これまでの研究でこんなことが明らかにされている」とい

うことを示すことで、「だから、今回の研究では新たに、こういうことを解明しなければならない

のだ」という研究目的の意義を明確にするのである。

・また、次の数ページは「研究方法」について記述される。実際に使用した質問紙の概略や研究対象

者、調査期間、調査方法など、研究の方法・手続きを正確に、綿密に記述してゆく。

・上記の「序論」「研究方法」の２つは、実際の調査や実験を行っていなくても書けるはず。

・そして、研究計画書は、この「序論」「研究方法」の２つを簡略に記述する書類である。

○研究計画書は論文の「序論」「研究方法」

・研究計画書は、好き勝手に自分の考えを書けばよいのではない。まず、複数の先行研究を紹介する

ことが必要である。

・複数の先行研究の内容を示した上で、自分の研究仮説を述べ、その仮説が十分に妥当であることを

明らかにする。

・その上で、その仮説を検証できる具体的な方法を示す。実験方法、観察方法を具体的に記述したり、

調査に使用する心理尺度を具体的に記述したりするのである。

・もちろん、この段階では研究仮説は漠然としたものであってはならない。明確な仮設を立て、それ

を検証できる妥当な方法を提示しなければならない。

・ただ、その作業は、おそらく自力では不可能である。研究に慣れていない人が、心理学の研究法の

本を少し読んだくらいで、ちゃんとした方法を提示できるほど、心理学の研究は甘くない。

・よって、漠然とした仮説を立て、まだ心理学用語に置き換えることができていない段階で、誰かの

指導を受けることをおすすめする。心理学科の教員や大学院生でもいいが、一押しはＫＡＬＳ。
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６．実際の入試問題は？

○最後に、近年の入試で実際に出題されたものをいくつか紹介する。

・いずれもオーソドックスな、そして基本的な内容の設問なので、練習問題としても好適だろう。

・ただ、単純に「用語」を知っていれば答えられるわけではないので、基礎知識をインプットするだけ

でなく、アウトプットのための勉強をしていることが必須である。

＜放送大学（文化科学研究科文化科学専攻臨床心理学プログラム）２０１４年度・第４問＞

○ＰＴＳＤの正式名称を英語と日本語で記載してから、その原因や症状、対応について説明しなさい。（600

字以内）

＜立教大学（現代心理学研究科臨床心理学専攻）２０１４年度秋・問２－Ｃ＞

○無意識を扱わない治療法の例を一つあげて、その治療法の効用を３点にしぼって論じなさい。

＜東京女子大学（人間科学研究科人間社会科学専攻臨床心理学分野）２０１４年度１月期・問題１－１＞

○『特性不安』を測定する尺度では適切でも、『状態不安』を測定する尺度の信頼性を検証するには適切

ではない方法は何か。また、『状態不安』の信頼性を検証する方法として適切なものには、どのような

ものがあるか。説明しなさい。

＜立正大学（心理学研究科臨床心理学専攻）２０１３年度Ｃ日程・Ⅰ－２＞

○テストバッテリーを組んで個別式心理検査を実施し、その結果をクライエントにフィードバックすると

したら、検査の実施とフィードバックの際、どのような点に留意すべきか述べなさい。

＜明治大学（文学研究科臨床人間学専攻）２０１３年度Ⅰ期・問Ⅲ＞

○児童養護施設（児童虐待や疾病・就労による養育困難など、家庭の事情で養育者と一緒に生活すること

ができない子どもが暮らす児童福祉施設）において、長期間にわたり中学生Ａから小学校低学年Ｂ，Ｃ

への威圧的行為や時には叩くなどの行為があったことがわかりました。心理臨床かとしてどのような心

理支援を行うのか、①子どもへのケアと②コミュニティアプローチの２つの観点をふまえて答えなさい。

＜東京学芸大学（教育学研究科学校心理専攻臨床心理コース）２０１３年度・問６＞

○臨床心理コースの修士論文として、「認知特性と適応支援に関する研究」を行うと仮定します。あなた

は、具体的にどのような計画を立てますか。下の（１）～（３）について、詳しく述べなさい。

（１）具体的なテーマと目的、その意義

（２）具体的で実行可能な研究方法

（３）予想される主な結果

というわけで・・・

大学院受験の合格を目指すなら、その目的に応じた準備が必要。

準備には手間も時間もかかるが、適切な指導がなければ、ますます効率が悪い。

適切な指導を受けるなら、受験に関連する情報を大量に集めており、心理学・英語・研究

計画書すべてにおいて十分な指導が可能な、「河合塾ＫＡＬＳ」へ！！


