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講座ガイダンス

★日程などの詳細は、河合塾KALSホームページをご
参照ください。

ご希望の方には、左記の講座ガイダンス（講座説明会）のDVD
もご覧いただけます。

0120-19-5949河合塾KALS 新宿本校 火～金 11:00～19:30（水曜12:30～13:30除く）
土・日 10:00～18:00 ［月曜 休館］

無料講座説明会

当案内書の有効期限▶2023年9月30日

興味・関心を持ったら、河合塾KALSの各校舎へお気軽にご来校ください。

要予約 お電話またはホームページ
にてご予約ください。

個別受講相談
ガイダンスに参加
できない方のため
に、当校スタッフが
個別の受講相談
（無料）を行ってい
ます。事前にお申し込みの上、お気軽にご来校
ください。

最新の試験動向、受
験概要、合格のため
の学習方法を解説し
ます。加えて、KALS
の講座の内容や申込
方法などについてもご説明します。
※説明会終了後、個別相談も可能です。

「実際の講義を体験受講
してみたい！」という方は、
ぜひ授業をご見学くださ
い。受講生とまったく同じ
教材を使って体験受講が
できます。講義の雰囲気や講師の熱意を感じ
取ってください。

要電話予約 要電話予約

無料授業見学

■ 医学部学士編入
■ 公認心理師・臨床心理士大学院
■ 税理士「税法」科目免除大学院
■ 国内MBA・MOT
■ 大学院入試
 （経済系／政治系／公共政策／国際協力 等）

■ 大学編入本科
■ 資格・検定試験
 （公認心理師／臨床心理士／心理学検定）

KALS MAP
※開講講座は校舎によって異なる場合があります。

私たち河合塾グループは、社会の責任ある一員として、
さまざまな社会貢献活動を推進しています。

詳細はこちらをご覧ください▶https://www.kals.jp/jump/sr.html河合塾グループの社会貢献活動

ガイダンスDVD視聴＋
個別相談も可能！

各科目1回限りです。無料の授業見学ができない講義・校舎も
あります。予約時にご確認ください。

DVDでの体験受講も
受け付けます！

当校オリジナルの情報誌・
入試ガイドなど無料進呈！参加特典

開講講座ラインナップ

◎JR線／新大阪駅 東口（西淡路方面）すぐ　
◎地下鉄御堂筋線／新大阪駅より徒歩10分
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◎ユニモール7番出口左階段すぐ
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受付時間

0120-16-8949河合塾KALS 名駅校 火～金 12:00～20:00
土・日 10:00～17:30 ［月曜・祝日 休館］

受付時間

0120-01-3949河合塾KALS 新大阪校 火～金 12:30～20:00（第2水曜を除く）
第2水・土・日・祝 10:00～17:00 ［月曜 休館］

受付時間

0120-39-5949河合塾KALS 通信講座※ 火～金 11:00～19:30（水曜12:30～13：30除く）
土・日 10:00～18:00 ［月曜 休館］

※資格・検定試験（公認心理師／臨床心理士／心理学検定）の対策講座事務局は名駅校（ 　0120-16-8949）となります。

受付時間

お問い合わせ・
ご予約は
右記ダイヤルで

試験情報ガイダンス＆講座説明会

WEB動画も公開中です！
KALSの講座紹介ガイダンスがご自宅でも視聴可能！ 是非一度ご覧ください。
https://www.kals.jp/

河合塾
名駅校
●

●児童養護施設の高校生への進学支援活動
児童養護施設に入所する高校生の目標実現をお手伝するために、人生のターニングポイントとなる
大学受験の進路相談・模試受験や情報誌無料提供を行っています。

●カンボジア教育支援活動
カンボジアの「カンボジア-日本友好学園」を通して、小中高校に机・イス、文房具などを届けています。

●「集めよう！ 届けよう！ 世界の子どもたちへ」運動
教育環境が不十分な国々でも、すべての子どもたちが教育を受ける機会が得られることを願い、使
用済みの切手やカード類を集めて、発展途上国の教育支援活動を行う団体に寄贈しています。左：寄贈した机・イス　右：カンボジア王国より「友好勲章 大十字章」受賞

公認心理師・臨床心理士を
目指し大学院へ。
心理系大学院に、毎年100名超の合格者を
輩出しています。
※詳細は、本パンフレットP4をご覧ください。

https://www.kals.jp/
23G004

各校舎にて講座ガイダンス（無料講座説明会）、個別受講相談実施中!

通学講座
（対面授業） スマホ・タブレットにも対応

オンライン
講座

2023年度実施試験対応

公認心理師・臨床心理士 大学院入試
対策講座

2023

2023春より順次開講！

春
夏
版
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公認心理師・臨床心理士への道

①公認心理師の職責
②心理学概論
③臨床心理学概論
④心理学研究法
⑤心理学統計法
⑥心理学実験

A.心理学基礎科目

㉔心理演習
㉕心理実習
　（80時間以上）

C.心理実習科目

基礎心理学
⑦知覚・認知心理学
⑧学習・言語心理学
⑨感情・人格心理学
⑩神経・生理心理学
⑪社会・集団・家族心理学
⑫発達心理学
⑬障害者（児）心理学
⑭心理的アセスメント
⑮心理学的支援法

実践心理学 
⑯健康・医療心理学
⑰福祉心理学
⑱教育・学校心理学
⑲司法・犯罪心理学
⑳産業・組織心理学

心理学関連科目
㉑人体の構造と機能及び疾病
㉒精神疾患とその治療
㉓関係行政論

B.心理学発展科目

■公認心理師カリキュラム（大学における必要な科目）

※（卒業した）大学へお問い合せください。

公認心理師・臨床心理士とは？ 公認心理師と臨床心理士の違い

業務内容は、ほぼ同じ

①臨床心理査定
心理検査や観察・面接を通してクライエントの特徴や問題点
を明らかにし、援助の方法を検討すること。

①心理に関する支援を要する者の心理状態を観察し、その結果
を分析すること。

②臨床心理面接
クライエントの特徴や問題に応じて、様々な臨床心理学的技
法を用いて心の支援をすること。

②心理に関する支援を要する者に対し、その心理に関する相
談に応じ、助言、指導その他の援助を行うこと。

③臨床心理的地域援助
他の専門家や機関と連携したり、地域の健全な発展のため
に心理的情報を提供したり提言すること。

③心理に関する支援を要する者の関係者に対し、その相談に
応じ、助言、指導その他の援助を行うこと。

④調査研究活動
心理的支援の技術的な手法や知識を確実にするための調
査・研究を行うこと。

④心の健康に関する知識の普及を図るための教育及び情報
の提供を行うこと。

民間資格

５年更新

臨床心理士指定大学院の修了

国家資格

更新制度なし

公認心理師カリキュラムに基づく学部の卒業と大学院の修了※

業務内容

資格認定

更新制度

主な資格所得条件

臨床心理士
臨床心理学の知識や技術を用いて、“こころ”の問題にアプロー
チする「心の専門家」です。2022年4月1日時点、39,576名が
認定され、様々な領域で活躍しています。

2017年9月に法施行となった資格です。保健医療、福祉、教育
その他の分野において、心理学に関する知識及び技術をもっ
て、国民の心の健康の保持増進を行います。

公認心理師
名　称

（注）公認心理師は「業務独占資格」ではなく「名称独占資格」なので、臨床心理士が公認心理師によってその業務を独占されること
はない。

河合塾KALSの大学院入試対策講座は、通学講座とオンライ
ン講座の二つの受講パターンがあります。オンライン講座は、
eラーニング形式となりますので、いつでも・どこでも、何度で
も繰り返しの学習が可能です。さらに、通学講座についても、
原則、全科目eラーニングで併せて講義視聴ができ、オンライン
での個別カウンセリングも行っております。

万全の態勢で、皆様の「合格」のお手伝いをさせていただきます。

M E S S A G E  f r o m  K A L S

大学院進学を目指す方は、どうぞ前向きに受講をご検討ください。

32

新型コロナウイルス感染症問題が続いておりますが、どのよう
な受講形態であっても、安心・安全にご受講いただける環境
をご用意しております。
河合塾KALSは、引き続き感染拡大防止に努め、皆様の学習
継続に支障が無きよう、万全の合格対策プログラムを展開し
てまいります。

公認心理師国家試験の受験資格を得るためには、原則として大学+大
学院で計６年間学ぶ必要があります。これは医師や薬剤師と同様で、
専門性が担保されると同時に取得のハードルは高くなり、とくに心理
系の大学の学部卒以外の方にとっては取得が難しい資格となります。

しかし、心理学部への学部編入受け入れを表明する大学も出てきてい
るため、2年次、3年次編入してから大学院を目指して受験資格を得る
という方法もあります。

公認心理師の受験資格について

これまでの臨床心理士指定大学院の入試は、「専門科目+英語+面接」
が一般的ですが、ここについては今後も大きくは変わらないでしょう。
「専門科目」についてはこれまで臨床心理学分野の比重が大きいもの
でしたが、公認心理師に関連する法律（関係行政論）に関する問題や、
心理専門職の倫理や多職種との連携など、全ての大学院ではありませ

んが、一部大学院で、公認心理師カリキュラムに沿った出題がなされる
ようになってきました。
大学院によっては「基礎心理学」領域の出題頻度が上がっているところ
もあります。河合塾KALSの心理系大学院入試対策講座では上記領域
についてもしっかりとカバーしていきます。

公認心理師カリキュラム対応大学院の入試対策

河合塾KALS
公認心理師・臨床心理士大学院入試対策講座

CONTENTS
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公認心理師・臨床心理士大学院を中心に、毎年100名を超える合格者を輩出！！

2021年度受講生 合格実績

愛知学院大学大学院 4名

愛知淑徳大学大学院 8名

跡見学園女子大学大学院 1名

医療創生大学大学院 2名

追手門学院大学大学院 3名

桜美林大学大学院 5名

大阪経済大学大学院 1名

大妻女子大学大学院 1名

学習院大学大学院 9名

神奈川大学大学院 3名

関西大学大学院 2名

北里大学大学院 1名

吉備国際大学大学院 1名

京都文教大学大学院 3名

近畿大学大学院 1名

金城学院大学大学院 1名

久留米大学大学院 1名

甲子園大学大学院 2名

甲南女子大学大学院 1名

神戸学院大学大学院 1名

神戸松蔭女子学院大学大学院 2名

国際医療福祉大学大学院 1名

駒澤大学大学院 2名

上智大学大学院 1名

昭和女子大学大学院 4名

椙山女学園大学大学院 1名

鈴鹿医療科学大学大学院 1名

駿河台大学大学院 1名

聖心女子大学大学院 1名

西南学院大学大学院 1名

専修大学大学院 1名

中京大学大学院 3名

帝京平成大学大学院 5名

帝塚山学院大学大学院 3名

東亜大学大学院 3名

東海学院大学大学院 1名

東京家政大学大学院 1名

東京国際大学大学院 1名

東京女子大学大学院 1名

東京成徳大学大学院 1名

東北福祉大学大学院 1名

同志社大学大学院 1名

同朋大学大学院 2名

常磐大学大学院 1名

日本大学大学院 1名

日本女子大学大学院 2名

日本福祉大学大学院 6名

文京学院大学大学院 1名

法政大学大学院 2名

放送大学大学院 1名

武蔵野大学大学院 2名

明治大学大学院 3名

明治学院大学大学院 4名

目白大学大学院 4名

立教大学大学院 3名

立正大学大学院 2名

立命館大学大学院 5名

ルーテル学院大学大学院 1名

早稲田大学大学院 4名

お茶の水女子大学大学院 3名

香川大学大学院 2名

鹿児島大学大学院 1名

岐阜大学大学院 2名

京都大学大学院 1名

九州大学大学院 1名

信州大学大学院 1名

東京大学大学院 3名

東京学芸大学大学院 3名

東北大学大学院 1名

徳島大学大学院 1名

鳥取大学大学院 1名

名古屋大学大学院 2名

名古屋市立大学大学院 1名

奈良女子大学大学院 1名

鳴門教育大学大学院 3名

兵庫教育大学大学院 6名

横浜国立大学大学院 1名

横浜市立大学大学院 1名

私立

国公立

※このパンフレットに記載している合格実績は、2022年6月現在判明分までのものです。
※対象は、河合塾KALS大学院入試対策講座（心理系に限る）の通学講座・オンライン講座の受講生です。なお、
特別対策（過去問攻略直前ゼミなど）のみの受講生、大学学内での講座受講生は含まれていません。
※合格者数については、一人で複数校に合格した場合は、それぞれ合格者として計上しています。
※合格者数には、公認心理師・臨床心理士大学院以外の心理系大学院（基礎心理学、臨床心理学以外の応用
心理学、博士後期課程など）の合格者も一部含みます。

心理系大学院へ、国内最大規模の合格者数！

54

2022年度155名が合格
※2022年12月現在

2021年度合格者数

167名

過去の合格実績

愛知教育大学大学院〈教育学研究科 教育支援高度化専攻 臨床心理学コース〉
心理学に関する基礎知識のない私にとって、「心理学概論」の授業はとてもわかりやすく、要点を絞った内容の授業
だったと思います。また、「論述トレーニング」も、どのように自分の考えや主張を組み立てて、展開していけば良いか
が理解できて良かったと思います。

神奈川大学大学院〈人間科学研究科 人間科学専攻 臨床心理学研究領域〉
「心理学概論」「心理系英語」の毎週の確認テストは本当に力になりました。特に『心理系英語 分野別頻出単語リスト』
は役に立ちました。外出時にも持ち歩いて英単語を覚え、少し時間のあるときには英文を解きました。

京都教育大学大学院〈教育学研究科 学校教育専攻〉
京都光華女子大学大学院〈心理学研究科 臨床心理学専攻〉
「心理学概論」の授業は、分かりやすくポイントがおさえられていて、良かったです。一番よく理解できたのが「心理系
英語」で、確認テストあり…、文献紹介あり…、過去問題分析あり…で、内容豊富で、いつもエネルギッシュな授業だと
思いました。研究計画書指導でも次々と文献を紹介してもらい、とても為になりました。また、チューターには、色々と
アドバイスを受けて役に立ちました。

初

既

既

VOICE OF SUCCESS

合格者の声 初 既…初学者 …既習者

早稲田大学大学院〈人間科学研究科 人間科学専攻 臨床心理学研究領域〉
研究計画書については、他学部出身でどう書いていいのかわからず、漠然としていたものを個別指導に持っていっ
たことがありましたが、坂井先生は丁寧に、そして的確にアドバイスをしてくれました。次にどんなことをすべきか整
理をすることができ、最後には納得のいく内容が書けました。坂井先生がいなかったら、一人でずっと悩んだままで、
なかなか進まなかったと思います。直前期には、面接対策として様々なアドバイスをもらい、本当に河合塾ＫＡＬＳに
通って良かったと思います。

愛知教育大学大学院〈教育学研究科 教育支援高度化専攻 臨床心理学コース〉
愛知学院大学大学院〈心身科学研究科 心理学専攻 臨床心理学コース〉
とてもお世話になりました！！ 研究計画書指導の時以外でも気軽に話を聞いてくれて助かりました。自分では気がつ
かない所をいくつも指摘してもらえて、受講して良かったと思いました。

京都文教大学大学院〈臨床心理学研究科 臨床心理学専攻〉
自分では分からなかったことや、気づいてなかったことなどをより分かりやすく教えてくださったり、一緒にどうしてい
くべきか考えてくださったりと、自分のプラスになることが多くありとても参考になりました。

初

既

既

立教大学大学院〈現代心理学研究科 臨床心理学専攻〉
基本は河合塾ＫＡＬＳの授業ですので、予習復習をしっかりとすると良いと思います。また、臨床心理学の分野に
ついては、受講する前に予習をすると良いです。

日本女子大学大学院〈人間社会研究科 心理学専攻〉
法政大学大学院〈人間社会研究科 臨床心理学専攻〉
河合塾KALSの復習、教材を繰り返し読むこと、やる気の3つで、私は受験を乗り切りました。河合塾KALSを信
じて、自分を信じて、努力すれば絶対合格すると思います。辛いこともあると思いますが、頑張ってください。

東京学芸大学大学院〈教育学研究科 教育支援協働実践開発専攻 臨床心理学プログラム〉
河合塾KALSの講座は、本当に充実していて、どれひとつとっても「無駄」な講座はひとつもありませんでした。
オンライン講座受講生でしたが自習室や個別カウンセリングの特典も活用させていただき、本当に心強い存在
でした。志望校に合格できたのは、河合塾KALSのおかげです。現在、受講を検討している方、これからの大学院
入試の勉強に少しでも不安がありましたら、ぜひKALSの講座を受講することをおすすめします。

初

初

既

明治学院大学大学院〈心理学研究科 心理学専攻 臨床心理学コース〉
東京国際大学大学院〈臨床心理学研究科 臨床心理学専攻〉
チュートリアル通信はなかなか良い読み物でした。実際に大学院入試を経験されている人の話が書かれたものなの
で、とても参考になるし、どう手をつけていけば良いか分からない時に助け舟になりました。

立教大学大学院〈現代心理学研究科 臨床心理学専攻〉
先輩方の研究計画書や受験アンケート閲覧のおかげで、書き方や勉強法など、方向性をつかむことができました。ま
た、参考書や過去問題を閲覧できたことで、勉強しやすくなりました。チューターはもちろん、スタッフの方には本当に
感謝しています。メンタルの弱い私をいつも笑顔で励ましてくれて、「また頑張ろう」と思わせてくれました。皆さんが
いなかったら合格できなかったと思います。

既

既

授業・教材

研究計画書
指導

サポート
システム

KALS
OG・OBからの
エール

KALSのここが良かった！

156名
166名
140名

2020年度

2019年度

2018年度
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聞き手：
河合塾KALS宮川純 講師

勉強の進め方

──合格おめでとうございます。今日は勉強開始から合格までの道の

りをお聞かせいただければと思います。まず、受験勉強を始めたのはい

つごろでしたか。

●Aさん：身を入れて勉強を始めたのは4年生の4月からです。最初は自

分で勉強しようかと思ったのですが、研究計画書や面接対策が心配に

なり、予備校に通うことにしました。KALSの説明会に参加し、研究計画

書指導が充実している点や、大学院生のチューターさんがいてお話し

出来る点、合格者のデータが蓄積されている点などが気に入り、入校を

決めました。

──具体的な勉強方法も教えていただければと思います。まず専門科

目はどうされましたか。

●Aさん：授業の予習は特にせず、講義を聴きながら専門用語の意味、

説明をノートにまとめていきました。一つの用語にルーズリーフ1枚を

割り当て、あとで参考書をみて説明を書き足したり、まとめたものを読

み返したりしました。書くと理解や暗記が進みますし、あとで「これだけ

やった」という自信にもなります。私にはこの方法が合っていたと思い

ます。

──使ってよかった参考書はありますか。

●Aさん：有斐閣の臨床心理学のテキスト、心理学検定の『基本キー

ワード集』が使いやすかったです。統計の勉強には、東京図書の『教育・

心理系研究のためのデータ分析入門』が役に立ちました。

──英語はいかがでしたか。

●Aさん：KALSの授業を活用するほか、過去問を解いたり、海外の心

理系Webサイトの記事を読んだりしていました。英文を読むことが勉

強の中心で、あとは電車の中で単語帳をぱらぱら眺めていました。

──KALSの授業を具体的にどう活用されましたか。

●Aさん：予習の段階で30～40分かけてテキストの問題を解き、その後

授業を受けて、復習するという流れです。復習では単語を見直し、もう一

度さらっと英文を読む感じでした。一つの英文を長時間かけて勉強す

るのではなく、いろいろな英文に触れ、数をこなすことを心掛けていま

した。

──臨床心理学論述演習の授業の活用の仕方も教えてください。

●Aさん：予習は特にせず、今の自分が何を書けるか試すつもりで受講

しました。提出用の練習問題があって先生が添削してくださるのです

が、戻ってきた答案を家で見直し、よくなかったところを頭に入れるよ

うにしました。書き直しはしませんでした。

──勉強時間はどのくらいでしたか。

●Aさん：4～5月は、授業のほかに1、2時間くらいでした。6月以降は

5～6時間勉強していました。卒論もあったので、週に1、2日は勉強し

ない日もありました。

志望校選びと受験

──志望先はいつごろ、どうやって決めましたか。

●Aさん：決めたのは6月ごろです。研究テーマに合う先生がいるところ

を選びました。まずKALSでもらった冊子からよさそうなところをピッ

クアップし、Webで調べ、KALSの先生やチューターに話を聞いて絞り

込んでいきました。

──進学先の立教大の入試はどんな感じでしたか。

●Aさん：立教は2校合格したあとに受験したのですが、英語の辞書の

持ち込みができなかったり、グループ面接があったりするので、少し不

安でした。筆記はあまり手ごたえがなかったのですが、通過することが

できました。グループ面接は、先生が15人くらい見守るなか、5人のグ

ループで話し合いをしました。個別面接はオンラインでした。6人くらい

の先生から、研究計画について突っ込まれました。

今後への抱負とこれから受験される方へのメッセージ

──4月から大学院生ですね。いまのお気持ちを聞かせてください。

●Aさん：ついに行けるんだ、がんばるぞ、という気持ちです。心理の専

門家になり、自分に向き合って進んで行くクライエントさんを支援した

いとずっと思ってきました。きちんと技術を習得できるかなとか、コロナ

で授業はどうなるんだろうと思うこともありますが、楽しみのほうが大

きいです。

──これから受験される方へメッセージをお願いします。

●Aさん：卒論や仕事で忙しいと思いますが、勉強時間がとれないこと

に焦らないでください。疲れたら合格後のことを考えたり、心理学の

楽しさを味わったりして、モチベーションを保ちながら頑張ってほし

いです。

──ありがとうございました。

大学院入試を志したきっかけ

●宮川：本日は、KALS新大阪校で学び合格されたBさんと、KALS名駅

校で学び合格されたCさんに、それぞれ大学院入試の時の話を聞いて

いきたいと思います。よろしくお願いいたします。まず、大学院入試を志

したきっかけをお聞きしたいと思います。

●Bさん：私は一冊の本に出会ったことが、真面目に大学院入試に取り

組もうと決めたきっかけでした。その本に私がやりたいと思っていたこ

とが詰まっていて、絶対に大学院に行こうと思うようになりました。

●Cさん：事情があって会社をお休みしていた期間があって、その時に

臨床心理士を目指そうと思いました。これまでの人生で「これになろう」

と強く思ったのは、この臨床心理士が初めてで、こんなに強く思ったな

ら、ここで諦めたら後悔するかな、と思って決意しました。家族には反対

されそうでしたが、会社を休んでいる間に、『本気で臨床心理士になり

たいんだ』という想いを両親に伝え、その想いを理解してもらってから

は、全面的に応援してくれるようになりました。

大学院入試で苦労したこと

●宮川：大学院入試において、どんなことに苦労しましたか？

●Bさん：私は英語に一番苦労させられました。基礎から全くできてい

ない状況だったので、文法と基本的な英単語から取り組み、KALSの授

業の課題も全部解いて、地道に勉強しました。

●Cさん：私も同じで心理系英語に苦労しました。学部が心理学部では

なかったので、日本語でも心理学の専門用語が分からない中で心理学

の英文を読んだので、全く分からずに困りました。ただKALSの授業を

受けていくうちに、まず心理学の専門用語を日本語で理解できるように

なり、そして心理系英語の授業に取り組んでいくうちに、いつの間にか

心理系の英文も読めるようになっていました。

宮川：お二人とも、特別なことを何かしたというよりは、きちんと授業を

受けて復習して、求められたことを出来るようにして…という、ある意味

「王道」の勉強をされたんですね。

試験当日、面接試験にて

●宮川：入試の試験当日、どうでしたか？

●Cさん：私は、初めて受けた大学院入試で圧迫面接がありました。

何を言っても全部否定してくる感じで、意地悪だなあと思いました。

●Bさん：一つ目の試験はオンライン面接だったので、変な緊張感と不思

議な感覚でした。本命校は対面試験で、宮川先生が面接対策の時に言っ

てくださった「自分は心理職に向いていると思いますか」という質問がそ

のまま出たので、びっくりしました。きちんと答えられて良かったです。

心理学を学んだことによる気づき・発見

●宮川：受験勉強を通じて心理学を学ぶ中で、発見したことや変化した

ことがあればお聞きしたいと思うのですが、いかがですか？

●Bさん：私はとにかく心理学が面白くて。心理学の範囲がとても広く、

学ぶことで自分の興味の幅が広がったことがとても良かったです。

●Cさん：学習の理論やカクテルパーティ効果など、日常生活のさまざ

まな出来事が、心理学で説明されていることに、すごく驚きました。

宮川：心理学の理論を学ぶことで、日常生活の見え方が変わり、視野が

広がることは、心理学の醍醐味ですよね。

KALSを使って良かったこと

●宮川：KALSを使って良かったと思うことは何ですか？

●Bさん：二つあります。一つ目は本当にKALSの授業が楽しかったこと

です。大学で心理学を専攻しているにも関わらず、心理学ってこんなに

面白かったんだ、ということが印象的でした。もう一つは、研究計画書を

見てもらえたことです。添削を細かくしてくださって、本当にありがた

かったと思っています。

●Cさん：私は大学が心理学部ではなかったので、本当にKALSに頼っ

ていました。特に、今までの先輩が残してくれた受験アンケートや過去

問は、KALSならではの良さだと思いました。受験アンケートで、面接の

雰囲気や問われやすい質問を事前に把握できたことは本当に良かった

と思っています。

応援メッセージ

●宮川：最後に、これから大学院を目指す方に向けて応援メッセージを

お願いします。

●Bさん：勉強も大事ですが、自分のやりたいことを明確に決めることが

大事だと思いました。それができたら、研究計画書や志望理由書の作成、

そして面接の時に熱意が伝わると思います。ぜひがんばってください。

●Cさん：KALSに通っていれば、頼りになる先生方や相談できる

チューターさんがいらっしゃいます。本当にみなさん親切で、親身に

なって話を聴いてくださるので、そういった方々に頼りながら受験勉強

を進めていけば、きっとうまくいくと思います。

●宮川：本日はありがとうございました。

社会人
Cさん

心理系大学院パーフェクトコース［英語強化ver.］受講
名古屋市立大学大学院 人間文化研究科 人間文化専攻 臨床心理コース 合格
椙山女学園大学大学院 人間関係学研究科 人間関係学専攻 臨床心理学領域 合格
同朋大学大学院 人間学研究科 仏教人間学専攻 臨床心理分野 合格

大学生
Bさん

心理系大学院パーフェクトコース［英語強化ver.］受講
兵庫教育大学大学院 学校教育研究科 人間発達教育専攻 臨床心理学コース 合格
立命館大学大学院 人間科学研究科 人間科学専攻 臨床心理学領域 合格

大学生
Aさん

心理系大学院速習コース受講
立教大学大学院　現代心理学研究科　臨床心理学専攻 合格
東京女子大学大学院　人間科学研究科　人間社会学専攻臨床心理学分野 合格
明治学院大学大学院　心理学研究科　心理学専攻博士前期課程臨床心理学コース 合格 #02#01

Interview

合格者インタビュー
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2023 20244月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月

春期B群科目 7～13回 春期B群科目 7～13回秋期B群科目 7～13回

研究計画書指導 研究計画書指導 研究計画書指導

春期A群科目
基本講習 直前講習

20回

15回 5回

春期A群科目
基本講習 直前講習

20回

15回 5回

秋期A群科目
基本講習 直前講習

20回

15回 5回

心理系大学院パーフェクトコース 1年 春期 ＋ 秋期

心理系大学院速習コース 半年 春期

心理学ベーシックコース 半年 春期

春から
スタート

心理系大学院パーフェクトコース 1年 秋期 ＋ 春期

心理系大学院速習コース 半年 秋期

心理学ベーシックコース 半年 秋期

秋から
スタート

★試験時期は秋入試・春入試ともに、大学院によって異なります。

第1回 個別指導概要講義 作成 完成第2回 個別指導

講師との個別相談

研究計画書指導フロー半期ごとに全3回（概要講義1回＋個別指導2回まで）

詳細はP11をご覧ください。専門の講師が書き方を伝授

合格レベル

きめ細かくアドバイス

テキスト

回数・時間

内容・特色 ● 初学者でも合格ラインへ到達可能
● 科目によっては、過去の入試問題を随時解きながら実戦力アップ
● 独学では得られない体系的理解・解答術を身につけることが可能
● オリジナル教材（テキストもしくはレジュメ）
● 各科目／15回・全30時間（1回＝2時間、2時間×15回＝全30時間）
※科目によっては、既習を前提としているものもあります。

●基本講習

●直前講習

テキスト

回数・時間

内容・特色 ● 入試レベルの問題演習中心
● 短期集中で入試に向けた実戦力を養成
● オリジナル教材（テキストもしくはレジュメ）
● 各科目／5回・全10時間（1回＝2時間、2時間×5回＝全10時間）

自分のライフスタイルにあった
受講形態

時間や場所を選ばず講義を受講できます！
●PC・スマートフォン・タブ
レット端末などマルチデバ
イス対応です。
●動画講義は1.3倍速、1.5
倍速再生のファストラーニ
ング機能があります。
●授業音声のダウンロード
（mp3形式）も可能です。

校舎開館時間内で自由に学習。
自分だけのプログラムで学べます！

DVD講義

校内のDVDブースにて、個別に受
講ができます。個々のスケジュール
に合わせて通学・学習ができるので、
多忙な社会人や大学生の方もそれ
ぞれのペースで学習できます。

対面授業では、講師の熱意あふれ
る講義を受講することができます。
講義の前後に、講師に直接質問が
できるのも大きな魅力の一つです。

★サポートシステムの詳細はP20～21をご覧ください。

講師が直に講義を行う、まさにライブの醍醐味！
対面授業

マルチデバイス対応

通学講座とオンライン講座のダブル受講で、それぞれ
の講義形態のメリットを活用でき、より高い学習効果
が得られます。

※視聴するDVDは、事前収録映像の場合があります。
※一部校舎では実施方法が異なります。

※推奨環境（P22参照）を必ずご確認ください。サンプル版の講義が視聴可能で
あることをご確認のうえ、お申し込みください。

※レジュメ等の印刷にはプリンタが必要です。印刷サービスは行っておりません
ので、プリンタを必ず各自でご用意ください。

 目指す進路に合わせて科目を選択。　 オススメ科目をまとめたコース受講も可能です。

 A群科目（研究計画書指導対象科目）は「基本講習」「直前講習」の2段階カリキュラムで無理なく実力アップ！

目的別に選べるカリキュラム

専門科目＆専門英語
●心理学概論
●心理学
●心理系英語

論述対策＆共通英語
●論述トレーニング
●英語長文読解［標準編］
●英語長文読解［上級編］

A群 B群 A群の科目でカバーしきれない分野
の補強が可能。
授業は1回2時間です。研究計画書指導対象科目

2024年実施春入試 2024年実施秋入試2023年実施秋入試

専門分野の強化
●心理統計学・研究法（13回）
●臨床心理学論述演習（7回）

英語力の強化
●英文法（13回）

通学講座

オンライン講座

eラーニング（オンライン講座）付

eラーニング 講義映像をPC、スマートフォン、
タブレット端末で学習可能です！
都合の良い時間・場所でeラーニングを利
用した学習が可能です。
※eラーニングの講義映像は事前収録です。校舎
の対面授業を収録した映像とは異なります。

研究計画書指導付き！
A群科目を受講の方は、受講
科目数にかかわらず、研究計
画書指導を受けられます。

きめ細かな
個別指導！

面接対策
も実施！

論述や英語が
苦手な人に
オススメ！

Curriculum

カリキュラム❶
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筆記試験対策

研究計画書対策

サポートシステム

学習環境

1110

出題頻度の高い分野を重点的に攻略

出題傾向

研究計画書とは、入学後に研究・学習しようとするテーマおよび手法の概要をまとめたもの。
河合塾KALSでは、この「研究計画書」を講師・チューターと共につくりあげていきます。

研究計画書指導の流れ ※本サービスは、A群科目を受講の方のみを対象としています。

●チューターによる個別カウンセリング（模擬面接も対応）
●受講生専用サイト（マイルーム）
●サクセス・チュートリアル
●質問対応等 ※一部校舎ではオフィスアワー実施。

自分の実力を確認しながら苦手分野を克服

※抜粋した大学院過去3年分のデータとなります。

チューターによる
個別カウンセリング

完成
第1回

個別指導
概要講義
書き方や

作成手順などに
関する全体講義

第2回

個別指導

研究計画書集閲覧
※オンライン講座の研究計画書個別指導は、対面指導・オンライン指
導・添削指導から選択いただけます。

※対応領域は、臨床心理学・基礎心理学などです。詳細は、希望する校
舎にお問い合せください。なお、受験する大学院によっては志望理
由書指導となる場合があります。

※研究計画書指導やサポートシステムは、校舎・受講形態（通学・オン
ライン）により形式が異なることがあります。

学習プロセス例～心理学概論の場合

※校舎限定

●臨床
その他の心理療法

精神障害
臨床心理学研究

発達臨床/発達障害
メンタルヘルス

精神力動学/精神力動的心理療法
人間性心理学/CL中心療法
コミュニティ・学校心理学

家族療法
行動療法・認知行動療法

●基礎・臨床以外の応用

●心理学以外の一般的英文

発達心理学
科学的心理学の特徴・研究法

社会心理学
認知・行動心理学

教育心理学（知能・情動・動機づけ）
学習心理学

生理・知覚心理学

KALS
Success Method

多 角 的 な サ ポ ー ト

POINT.1
出題傾向に基づく講義

POINT.3
実力診断STEP

効果的学習メソッド

POINT.2
学習プロセスと勉強法

次
の
回
へ

本試験が近づいたら

確認テスト 実力診断テスト

実力診断テスト

➡P16 ➡P16

事前にテキスト１講分を読む

その回の講義を受講する

　　　　　　で知識のチェック

不明な点を講師に質問

テキストで復習し用語集を作成

確認テスト

過去の受講生が作成した
研究計画書集を公開しています！

チューターが研究テーマなどの
相談を受けます！

サポート 学習環境

情報提供

P20～21➡ P20～21➡

P20～21➡

筆記試験研究計画書

●自習室
●DVD無料補講
 ※一部校舎では実施方法が異なります。

●質問書システム（メールde質問書）

●研究計画書集閲覧
●過去問題閲覧
●受験アンケート閲覧
●入試ガイド配布

情報提供

河合塾KALSは皆さんと共に合格を目指しますKALS流 合格メソッド

Curriculum

カリキュラム❷
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◎コースに含まれる科目（●から春期・秋期各期1科目選択）
●心理学概論
●心理学
●心理系英語 ※春期・秋期別教材です。
●心理統計学・研究法
●臨床心理学論述演習
●論述トレーニング

●英文法
●英語長文読解［標準編］
●英語長文読解［上級編］

◎対象者

正規受講料  580,800円（税込） 5%割引受講料  551,760円（税込）
1年通学＋e

正規受講料  528,000円（税込） 5%割引受講料  501,600円（税込）
1年オンライン

心理学初学者
知識を完成させたい心理学既習者
英語力を強化したい方
英文を読むための語彙力・文法に不安がある方
専門知識に加えて論述力も強化したい方
時間をかけてしっかりと対策したい方

心理学初学者の方、社会人の方、大学３年生で時間をかけてしっかりと対策したい方にオススメのコースです。
英語科目をプラスすることで英語力を強化したい方向き。

心理系大学院パーフェクトコース[英語強化ver.]

★●の科目は全科目各期ごとに受講できます。
★「心理系英語」以外の科目［A群、B群］は、期によらず同一内容のテキストとなります。

12 13

★科目の内容につきましては、P16～17をご参照ください。
★オンライン講座（eラーニング）の推奨環境は、P22をご覧ください。
★オンライン講座をご受講の場合、講義内で使用するレジュメ等は受講生専用サイト（マイルーム）からご覧いただきます。レジュメ等の印刷には、プリンタが必要です。
★科目により、通学講座とオンライン講座で担当講師が異なる場合があります。

★科目の内容につきましては、P16～17をご参照ください。
★オンライン講座（eラーニング）の推奨環境は、P22をご覧ください。
★オンライン講座をご受講の場合、講義内で使用するレジュメ等は受講生専用サイト（マイルーム）からご覧いただきます。レジュメ等の印刷には、プリンタが必要です。
★科目により、通学講座とオンライン講座で担当講師が異なる場合があります。

コース受講の方は、以下の科目を特別割引で追加受講できます（いずれも税込）。
詳しくはP23をご参照ください。

●通学＋eラーニング講座
英文法
英語長文読解［標準編］
英語長文読解［上級編］

各科目
48,400円

●オンライン講座
英文法
英語長文読解［標準編］
英語長文読解［上級編］

各科目
44,000円

追加科目のご案内
総合力強化
弱点克服

※パーフェクトコースに1科目追加する場合には、英語強化ver.をご受講ください。

◎コースに含まれる科目
●心理学概論
●心理学
●心理系英語 ※春期・秋期別教材です。
●心理統計学・研究法
●臨床心理学論述演習
●論述トレーニング

◎対象者

正規受講料  532,400円（税込） 5%割引受講料  505,780円（税込）
1年通学＋e

正規受講料  484,000円（税込） 5%割引受講料  459,800円（税込）
1年オンライン

心理学初学者
知識を完成させたい心理学既習者
専門知識に加えて論述力も強化したい方
時間をかけてしっかりと対策したい方

心理学初学者の方、社会人の方、大学３年生で時間をかけてしっかりと対策したい方にオススメのコースです。
早めに苦手科目を克服したい方向き。

心理系大学院パーフェクトコース

無理のないペースでバランスのとれた学力を1年かけて養成するパーフェクトコース。以下は、受講例の一部です。
各自の現在のレベル、志望校の受験科目、受験までの期間等を総合し、自分に適した組み合せで受講できます。

★上記の科目は全科目各期ごとに受講できます。
★「心理系英語」以外の科目［A群、B群］は、期によらず同一内容のテキストとなります。

心理系英語

心理学

臨床心理学論述演習

論述トレーニング

心理系英語

心理学概論

心理学

心理統計学・研究法

心理学基礎の徹底整理

専門英語の強化

知識の定着

試験本番レベルの
専門知識へ早めに苦手科目克服を

答案作成力の基礎作り

■春期 ■秋期■春期 ■秋期

英語長文読解［標準編］

心理系英語

心理学

臨床心理学論述演習

論述トレーニング

英文法

心理学概論

心理統計学・研究法

専門英語攻略

基礎から試験本番の読解テクニックへ
英文読解力の強化

早めに苦手科目克服を

答案作成力の基礎作り

■春期 ■秋期

英語長文読解［上級編］

心理系英語

心理学

臨床心理学論述演習

論述トレーニング

英語長文読解［標準編］　

心理系英語

心理学概論

心理学

心理統計学・研究法

心理学基礎の徹底整理

専門英語の強化

試験本番レベルの英文読解テクニックを
ブラッシュアップ

知識の定着

試験本番レベルの
専門知識へ早めに苦手科目克服を

答案作成力の基礎作り

心理学初学者の場合［英文を読むための語彙力・文法に不安がある方］オススメ受講プラン① 心理学初学者の場合［英文を読むための語彙力・文法に不安がある方］オススメ受講プラン①

心理学既習者の場合［英語力を強化したい方］オススメ受講プラン②

◎初めて河合塾KALSの講座を受講される方（入会金不要の講座等の受講経験者も含む）は、受講料に加えて入会金10,000円（税込）が必要です。

Course

コースのご案内
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★科目の内容につきましては、P16～17をご参照ください。
★オンライン講座（eラーニング）の推奨環境は、P22をご覧ください。
★オンライン講座をご受講の場合、講義内で使用するレジュメ等は受講生専用サイト（マイルーム）からご覧いただきます。レジュメ等の印刷には、プリンタが必要です。
★科目により、通学講座とオンライン講座で担当講師が異なる場合があります。

専門科目・専門英語・研究計画書の作成など、半年で集中して学習する速習コース。

◎コースに含まれる科目（●から1科目選択）
●心理学概論
●心理学
●心理系英語
●心理統計学・研究法
●臨床心理学論述演習

●英文法
●英語長文読解［標準編］
●英語長文読解［上級編］

◎対象者

正規受講料  459,800円（税込） 5%割引受講料  436,810円（税込）
半年通学＋e

正規受講料  418,000円（税込） 5%割引受講料  397,100円（税込）
半年オンライン

心理学の完璧な知識基盤を目指す心理学既習者
短期間で実力養成したい方
英語力を強化したい方

コース受講の方は、以下の科目を特別割引で追加受講できます（いずれも税込）。
詳しくはP23をご参照ください。

●通学＋eラーニング講座
英文法
英語長文読解［標準編］
英語長文読解［上級編］
論述トレーニング

各科目
48,400円

●オンライン講座
英文法
英語長文読解［標準編］
英語長文読解［上級編］
論述トレーニング

各科目
44,000円

追加科目のご案内
総合力強化
弱点克服

私は、パーフェクトコース（1年）で全ての授業を取りましたが、初めは一斉にたくさん
の授業が始まって、パニックになりました。しかし、少しわかってくると効率よく勉強で
きることに気づきました。心理学概論、心理学、心理系英語、臨床心理学論述演習は、
2回とれたことが復習になったり、初回では良く分からなかった部分も2回目は良く分
かるようになってきて、とてもよかったと思います。

DVDの視聴は自身の中で苦手だと分かっている分野や、志望校で良く出
る分野などを中心に復習するために必須の勉強方法だと感じました。自分
の予定に合わせられるし、書くばかりの勉強に少し変化が欲しいと思った
ときにも活用できると思います。

私は時間の都合で2科目はオンラ
インで受けました。家で自由に視
聴できます。対面授業に参加した
日は授業後そのまま自習室で復
習をし、分からないことはすぐ先
生に聞くようにしました。

心理学概論、心理学、心理系英語の3つはとにかく復習が大切です。また、
難しかった回の講義はできるだけDVDで復習すると、とても理解が深まり
ます。対面授業では板書をしなければならないことが多いのですが、DVD
で2回目の講義を受けるときは板書は必要ないので、内容に集中できます。

パーフェクトコースで余裕を持って学習する
ことをおススメします。特に英語と論述は、復
習を繰り返すことで身についてくるものなの
で、時間がかかります。論述トレーニングのお
かげで論述の基本的な力が身につき、研究計
画書の作成がスムーズにいきました。

昭和女子大学大学大学院 生活機構研究科 合格
東京成徳大学大学院 心理学研究科 合格

パーフェクトコース

名古屋市立大学大学院 人間文化研究科 臨床心理コース 合格
椙山女学園大学大学院 人間関係学研究科 臨床心理学領域 合格

パーフェクトコース

京都文教大学大学院 臨床心理学研究科 合格
関西福祉科学大学大学院 社会福祉学研究科 合格

速習コース

京都文教大学大学院 臨床心理学研究科 合格
京都ノートルダム女子大学大学院 心理学研究科 合格

パーフェクトコース
中京大学大学院 心理学研究科 合格

パーフェクトコース

受 講 者 の 声

英文を読むための語彙力・文法に不安がある方、英語力を強化したい方向き。心理学のコア科目と英語科目をセット。
「心理学概論」で基本知識を確認しつつ「心理学」の同時進行で短期速習を可能にします。

心理系大学院速習コース[英語強化ver.]

◎コースに含まれる科目
●心理学概論
●心理学
●心理系英語
●心理統計学・研究法
●臨床心理学論述演習

◎対象者

正規受講料  411,400円（税込） 5%割引受講料  390,830円（税込）
半年通学＋e

正規受講料  374,000円（税込） 5%割引受講料  355,300円（税込）
半年オンライン

心理学の完璧な知識基盤を目指す心理学既習者
短期間で実力養成したい方

「心理学概論」で基本知識を確認しつつ「心理学」の同時進行で短期速習を可能にします。

心理系大学院速習コース

★速習コースに共通英語科目を1科目追加する場合には、
英語強化ver.をご受講ください。

◎コースに含まれる科目（●から1科目選択）
●心理学概論
●論述トレーニング

●英文法
●英語長文読解［標準編］
●英語長文読解［上級編］

◎対象者

正規受講料  326,700円（税込） 5%割引受講料  310,365円（税込）
半年通学＋e

正規受講料  297,000円（税込） 5%割引受講料  282,150円（税込）
半年オンライン

心理学初学者
大学編入志望者

心理学の基礎をマスターし、英語力と論述力を強化していきます。大学院入試に向け、とにかく“始めてみよう”という
方におすすめです。また、心理系学部・学科への編入を狙う方には最適なコースです。

心理学ベーシックコース

「心理学検定」の合格を目指す「心理学検定 
院試準備講座」のご案内は、P26～27をご覧
ください。

大学編入を
目指すなら
コチラ！

◎初めて河合塾KALSの講座を受講される方（入会金不要の講座等の受講経験者も含む）は、受講料に加えて入会金10,000円（税込）が必要です。

Course

コースのご案内
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心理学の基礎固め。大学院入試
に向けて初学者はもちろん既習
者もここから。

過去問題も取り上げな
がら入試レベルの心理
学を徹底マスター。

本試験で高得点を狙
えるよう添削を受け
て論述力を養成。

大学院入試
合格レベル

心理学
初学者

英語の基礎固めを重点的に！
英語が苦手な方はまずはここから。

大学院一般入試の標準
レベルの英文を題材に
英語読解の基本原則を
徹底マスター。

難関国公立合格
レベルの英語力
を養成します。

易

難

心理学の初学者、および体系的な知識の整理が必要な既習者を対
象にした講座です。心理学全般の重要事項を、体系的に講義します。
心理学部出身者と他学部出身者の決定的な違いは、知識量もさるこ
とながら、心理学を学ぶ上での“地”、すなわち「心理学的なアプロー
チで物事が見られるかどうか」にあります。本講座では、その点を重
視し、心理学の知識獲得はもちろんのこと、将来、大学院に進学した
際、当然必要とされる心理学研究科生としての資質・ベースの育成
も図ります。

専門科目「心理学」の出題領域のメインは言うまでもなく“臨床心
理学”です。本講座の基本講習では、とくに臨床心理学に特化し、同
領域の知識を深く・広く、徹底して学習します。さらに、直前講習で
は、基礎心理領域を含めた総合演習で合格実践力を身につけます。
公認心理師の登場以降、実務の現場では、社会から切り離された空
間でクライエントの支援を行う従来型アプローチだけでなく、社会
との繋がりを保ったまま他職種と連携して支援していく現代型アプ
ローチが求められ、この点、入試でも問われることが多くなりつつあ
ります。従来型・現代型、さらに理論から実践まで学び、万全の入試
対策を行います。

本講座では、第一に研究計画書作成にも直結する心理学の「研究
法」について学習した上で、その研究にあたって重要なツールであり、
入試でも出題される可能性がある「心理統計学」について学びます。
心理系の大学院入試での統計は、複雑な計算を自分で行う「処理」
ではなく、どんな時・どのような統計処理・どう解釈すべきか…と
いった統計的な「理解」について問われるケースがほとんどです。し
たがって、計算は最小限にとどめ、図解を含んだ教材を用い、本試験
合格レベルの知識習得を目指します。統計が苦手な方も安心してご
受講ください。

心理系大学院では、基礎心理学、社会心理学、教育心理学など臨床
心理学以外の分野からも出題されます。しかし、なんと言っても臨床
心理学は出題の中心です。臨床心理学の基礎を学んだ方は、本講座
で確実に臨床心理分野での高得点がねらえるよう、基礎から一歩踏
み込んで詳しく学んでください。解答への応用が利く実力を養って
いきましょう。

本講座は、心理学の英語文献を読みこなし、心理系の大学院の英語
試験にパスする力を養成することを目的としています。心理学の英
語文献を読みこなすためには次の2つの力が必要です。（1）基本と
なる英語力。（ただし、英文を読むための基本的な語彙力のない方
には「英文法」とあわせてご受講いただくことをおすすめします。）
（2）心理学の専門知識。̶ ̶本講座では、みなさんがこれら2つの力
を磨くお手伝いをします。

基本講習で14回実施／選択形式
●心理英単語をマスター！
●弱点を克服する！

■確認テスト

A群科目

受講者限定!!

心理学概論
心理学
心理系英語

年2回実施／記述式・選択形式
●自分の弱点や課題が見つかる！

■実力診断テスト（心理学／心理系英語）

https://www.nichibeieigo.jp/ご希望の方は各校までご相談ください。

TOEIC・TOEFL対策は「日米英語学院」が完璧サポート

新宿校・池袋校・梅田校・なんば校など10拠点開講校舎

LINE UP

個人別カリキュラムのためご相談のうえ設定授業料

TOEIC®L&Rテストコース／TOEFL®テストコース 他

大学院入試では、出願条件として、また英語試験の代替として、TOEICやTOEFLのスコアが
求められるケースも多々あります。こちらの対策は、河合塾グループ「日米英語学院」にお任せ
ください。最大の特色は“個人別カリキュラム”。入学の際、個別に現在の英語力を細かく診断、
その結果と目標、希望のレッスン形態、期間などをもとに、あなただけの対策プログラムを作成、
効率的なスコアアップ間違いなしです！

KALS受講生なら
ダブル割引！
日米英語学院の
入学金免除＆授業料

10％OFF

心理学概論
全20回（1回＝2時間）A群

心理学
全20回（1回＝2時間）A群

心理系英語
全20回（1回＝2時間）A群

心理統計学・研究法
全13回（1回＝2時間）B群

臨床心理学論述演習
全7回（1回＝2時間）B群

本講座の目的は、英文読解の基本技術の習得です。単語を暗記し、
熟語を覚え、文法を理解しても、英文は読めるようにはなりません。
この講座では、大学院一般入試の標準レベルの英文を題材にして、
英文の論理・構造の分析から得られる英文読解の基本原則を解説
しながら、システマチックに英文を読む方法をひとつの技術として
習得していきます。大学院入試レベルの英語論文の読み方がわかる
ようになります。

英語長文読解［標準編］
全20回（1回＝2時間）A群

本講座の目的は、高度な英文読解力・訳出力・要約力の養成です。言
語はそれぞれ、意味の紡ぎ出し方が異なります。英文は、英語という
言語の意味を紡ぎ出す方法に則した読み方をして初めて理解する
ことができます。この講座では、ハイレベルな英文を題材にして、英
文の論理・構造（意味を紡ぎ出す方法）の分析から得られる読解の
基本原則を解説しながら、英文を効率よく読み、かつ、和訳・要約す
る方法をひとつの技術として伝授します。

英語長文読解［上級編］
全20回（1回＝2時間）A群

大学院の入試対策では、「論述力」の習得が必須です。とりわけ、社会人入試の多くは小論文であり、その
比重はますます大きくなっています。一方、一般入試でも基礎的な論述力がなければ、専門記述も合格レ
ベルには達しません。本講座では、オリジナル教材を使用し、小論文の書き方の基礎から高度な論述テク
ニックまで指導します。実際の過去問題から選んだなるべく汎用性の高い題材を中心としています。授業
内で毎回各自で答案を作成し、添削・チェックを受けることで、実力が着実にアップします。

論述トレーニング
全20回（1回＝2時間）A群

確認テスト14回付

実力診断テスト付

専門英語を取り扱う「心理系英語」の講義は、英文を読むための基本
的な語彙力、文法力を既に習得されている方を対象にした授業です。
そこで、英語から随分はなれてしまったという方や英語は苦手…とい
う方にお勧めの科目です。大学院入試で課される英文和訳などに必
須な英文法のエッセンスを詰め込んだ授業です。授業の内容が身に
ついているかが分かる確認テストがついています。
※確認テストは、講義内で実施する選択形式のテストです（習熟度チェック／単語テスト）。
※復習テストは、講義外で実施する記述式のテストです（1回60分／採点は通学講座のみ）。

英文法 確認テスト12回付

復習テスト3回付

確認テスト14回付

実力診断テスト付

用語説明練習付

復習テスト2回付

実力診断テスト付

全20回開講の主要科目、研究計画書指導対象科目A群 入試実戦力と基礎を短期攻略するための科目。科目によって全7～13回開講B群

基本講習で14回実施／選択形式
●記憶を定着させる！
●弱点を克服する！

■確認テスト
全14回／記述式
●知識を整理する！
●アウトプットする力を身につける！

■用語説明練習（添削付き）

携帯に便利なサイズで、
スキマ時間の活用に最適！

『分野別頻出単語リスト』付
全13回（1回＝2時間）B群

※出題傾向の変化に応じて、講義内容を一部変更することがあります。ご了承ください。

心理学概論

心理学

臨床心理学論述演習

英文法

英語長文読解［標準編］

英語長文読解［上級編］

16 17

Subject

開講科目

専門科目 ＆ 専門英語 論述対策 筆記試験はもちろん研究計画書作成でも必要となる論述力を基礎から養成。

共通英語 専門英語を読むための読解力を養成。
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【担当科目】心理学概論／心理学／心理統計学・研究法

坂井 剛講師

立教大学文学部心理学科卒業。立教大学大学院文学研究科
修士課程修了。

受験生にむけて「努力は絶対裏切らない」なんてウソはつけません。どんなに頑張っても、
ダメなことはある。でも、努力せずに合格することも有り得ない。それもわかっているのだ
から、遠くの目標に向けて、今、始めることが重要なのでしょう。もし迷いがあるなら、ガイ
ダンスや体験授業においでください。行くにせよ止まるにせよ、答えが見つかるかもしれ
ません。カルペ・ディエム。遠くに見える目標のため、今日という一日を大切に！

新宿本校■ オンライン

新宿本校

■ オンライン

【担当科目】心理系英語

平沢 小代子講師

心理英語を読むのが苦手でほぼ初心者の方にも、心理学の知識を補いながらわかりやすく理解して
頂き、心理系大学院入試問題を解くことは勿論、心理英語論文が自分で読めるようになることを目
指します。一緒に英語で心理学の世界を探求しましょう！ “Who looks outside, dreams；who 
looks inside, awakes.”（Carl Gustav Jung）「外を見るものは夢を見、内を見るものは目覚める。」
（カール・グスタフ・ユング）
人間総合科学大学大学院人間総合科学研究科 臨床心理学専攻修士課程修了。

新宿本校

【担当科目】心理系英語

加藤 明日花講師

大学院で皆さんが問われるのは、入学後英語論文を一つの「ストーリー」として読み解いていくため
の英語力です。この授業では、文法やイディオムを基礎として押さえた上で、文章全体を矛盾のない
「ストーリー」として理解する力を伸ばしていきたいと考えています。
東京大学大学院教育学研究科 総合教育科学専攻臨床心理学コース博士課程在籍中。

【担当科目】臨床心理学論述演習

寺本 亮 講師

心理職は「話を聴く」仕事であると同時に、「理解したことを伝える」仕事でもあります。観たこと、感じ
たこと、考えたことなどを適切な言葉や文字にして伝える…これは受験のみならず大学院での論文
作成、そして心理専門職として援助を行う際にも必須となる能力です。私自身の経験が皆さんの役立
つよう、授業を進めていきます。
愛知淑徳大学大学院コミュニケーション研究科心理学専攻博士前期課程修了。

大学院入試で出題された過去問題の中から特によく出る良問を厳選し、300～800字で
論述させる問題を中心とした構成です。シリーズ他書と合わせて学べば合格に直結する
答案の書き方を伝授しています。

公認心理師・臨床心理士大学院対策
院試実戦編

著書
案内

【担当科目】心理学概論／心理学／心理統計学・研究法／臨床心理学論述演習

宮川 純講師

名古屋大学大学院教育発達科学研究科心理発達科学専攻博
士課程前期修了。

心理学は「人間を科学する」学問ですが、人間を知るための視点が「臨床心理学」という
１つの視点に偏ってしまう人が多いことを、とても残念に思います。試験対策としても、臨
床心理学「だけ」では不十分です。心理学は、臨床以外にも、知覚・認知・学習・社会・発達
など様々な視点を持っています。「人間とは？」「人の心とは？」という問いに、多くの視点か
らアプローチすることで、人間に対する理解がグッと深みを増すことでしょう。KALSでは、
多様で膨大な心理学の内容を、系統的・効果的に習得できるカリキュラム（講義・教材・問
題演習・添削指導）を提供します。共にがんばっていきましょう。

大学院入試に必須のキーワード100と合格への勉強法・鉄則10をパーフェクト解説！ 
基礎～臨床も解説しています。200字論述演習・4択問題演習も充実していて合格に直
結した勉強ができます。
※宮川講師は「心理統計編」と「研究計画書編」も執筆しています。

公認心理師・臨床心理士大学院対策
心理学編

著書
案内

名駅校

名駅校

【担当科目】心理系英語

勝野 飛鳥講師

心理系英語の講義では、大学院入試に対応するために必要な文法や読解の技術、専門用語の習得を
目指します。また、心理学概論や心理学の勉強と並行して学習することで、大学院で心理系の英語論
文を読み込むための下準備を行います。焦らずコツコツ。毎日の努力の積み重ねが実を結びます。
名古屋市立大学大学院人間文化研究科博士前期課程 人間文化専攻臨床心理コース修了。

名駅校

【担当科目】心理学概論

大西 浩司講師

心理学に限らず、学問というものはある意味スポーツと似ています。基礎練習や体力作りをさぼって
試合ばかりをやっていてもなかなか上達できないのと同じで、基礎なしでは応用や実践をしても体系
的理解ができるようにはなりません。単に大学院に合格するだけならば断片的な知識でも十分かも
しれませんが、無事に修了するためには広い視野が不可欠です。
神戸大学大学院文学研究科修士課程修了、同大学院博士課程単位取得退学。

新大阪校

新大阪校

■ オンライン

【担当科目】心理系英語／心理統計学・研究法

堀之内 宏成講師

ジャクソンヒル州立大学大学院心理学専攻課程（アメリカ）。

本講座では、大学院受験に直結する知識、考え方を学習することはもちろんですが、それ
だけではなく、大学院入学後どのようにそれらを使うかまでの実践的な力をつけるための
授業を行います。そして、心理系英語・心理統計学を通じて、受験はもちろん大学院でも通
用する、ものごとの本質を知り、批判的に考える知識を身につけてほしいと考えています。

新大阪校

18 19

Teacher

講師紹介
※事前に予告なく担当講師を変更する場合があります。予め、ご了承ください。

Go Sakai Sayoko Hirasawa

Ryo Teramoto

Asuka Katsuno

Hiroshi Ohnishi

Asuka Kato

Jun Miyagawa

Kosei Horinouchi
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単に「プロ講師による授業で実力を効率よく身につける」ことだけが合格への道ではありません。
「入試情報」がスムーズに入手できること、それが予備校ならではの魅力です。

同じ目的で勉強している仲間が集まるので集中して勉強に取り組
むことができ学習効果は抜群です。校舎開館時間内は自由に使用
できます。

※一部ご利用できない日程がございます。

心理系大学院に合格するための情報を受講
生専用サイト「マイルーム」で配信しています。

受講生からの質問に講師が解説を書き入れて返却するのが、「質問書システム」です。
何回利用しても無料です。通学講座（対面授業）では、授業前後で直接講師にご質問い
ただけます。
オンライン講座の講義に関する質問は、受講生専用サイト「マイルーム」内の専用
フォーム（メールde質問書）からの送信も可能です。

…河合塾KALS各校舎内でのみ利用可能なサービスです。

自習室完備

チュートリアル通信

質問書システム

サクセス・チュートリアル

チューターとは？
学習アドバイザーのこと。元受講生を中心に編成するチュー
ターチームで、受講相談・学習相談に対応しています。

●オンラインカウンセリング
チューターとオンラインでのカウンセリングが可能。学習に
行き詰ったり、悩んだときにぜひご活用ください。
※使用機器の指定はありませんが、機器の設定については各自でご確認ください。

チューターによる個別カウンセリング

模擬面接も
対応！

私はチューターにとてもお世話になりました。
良い相談相手になってもらい感謝しています。
悩んだら、すぐに相談するのがオススメです。

合格者からの
アドバイス

研究計画書の書き方に悩んだら…
過去の受講生の研究計画書を窓口で閲覧できます。

研究計画書集閲覧 校舎
限定

研究計画書集の閲覧のおかげで、書き
方や勉強法など、方向性をつかむこと
ができました。

合格者からの
アドバイス

受講生限定の情報提供セミナー「サクセス・チュートリアル」では、学習プラ
ンや面接対策などをテーマに取り上げ、受験情報を提供しています。

受験本番に向けて、勉強スケジュールの立て方や試験対策など、
様々な情報を受け取ることができました。

合格者からの
アドバイス

校舎
限定

校舎
限定

土・日曜も
利用可能！

Twitterでも
KALS最新情報の話題
などを発信中です。
@kalsshinri

過去問題閲覧／受験アンケート閲覧
主要大学院・研究科の最新過去問題をそろえています。
また、過去の受講生が受験した大学院入試の出題傾向、口頭試問の
質問等をまとめた本番レポートも、各校舎で閲覧できます。
※一部情報を公開していない大学については、提供がない場合もございます。

校舎
限定

授業前後での質問対応に加えて、一部校舎ではオフィスア
ワーも実施。
お気軽にご質問いただけます。

オフィスアワーとは？
特定の日時、講師が教室にて待機しており、自由に質問がで
きます。

オフィスアワー 校舎
限定

2120

万全の体制で合格をサポートします

Suppor t

サポートシステム
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￥580,800

￥532,400

￥459,800

￥411,400

￥326,700

￥551,760

￥505,780

￥436,810

￥390,830

￥310,365

心理系大学院

パーフェクトコース［英語強化ver.］

心理系大学院

パーフェクトコース

心理系大学院

速習コース［英語強化ver.］

心理系大学院

速習コース

心理学

ベーシックコース

1年

1年

半年

半年

半年

●

─

●

─

●

●

●

─

─

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

─

●

●

●

●

─

●

●

●

●

─

●

●

●

●

─

※各期ごと1科目選択

※1科目選択

※1科目選択

含まれる科目

英
語
長
文
読
解﹇
上
級
編
﹈

英
語
長
文
読
解﹇
標
準
編
﹈

英
文
法

論
述
ト
レ
ー
ニ
ン
グ

臨
床
心
理
学
論
述
演
習

心
理
統
計
学
・
研
究
法

心
理
系
英
語

心
理
学

心
理
学
概
論

研
究
計
画
書
指
導

正規受講料
（税込）

5%割引受講料*
（税込）

期間コース名

●指定の大学生協・大学内書店をご利用の場合は、入会金は免除となります。
●指定の大学生協など代理店を通したお申込みや、元河合塾生の方、過去にKALS講座を受講された方、現在ご受講中の方は、割引特典があります。P24の「各種割引制度一覧」をご参照ください（校舎窓口で
のお支払いに限る制度があります。ご注意ください）。
●表示金額は、いずれも税込金額です。授業で使用するオリジナル教材の費用は、受講料に含まれています。なお、科目によっては、参考図書を別途購入していただく場合があります。
●講座開講後も随時入講を受け付けています（講座・コース・科目およびクラスごとに受講期限がありますので事前にご確認ください）。すでに終了した通学講座（対面授業）につきましては、講義映像視聴によ
る受講となります〔予約制／視聴期限あり〕。受講料は同一です。
●やむなく受講の取消をする場合、受講開始前であればいただいた学費（入学金・受講料等）は返還いたします。受講開始後は、当校規定に基づく退学時期に応じた受講料を返金いたします。
※お申出・解約時期等により返金額が異なります。また、解約時期によっては返金できない場合もあります。いずれも当校規定の返金手数料が必要です（通学講座は原則、返金額の8%／オンライン講座の詳細
は、当校WEBサイト（https://www.kals.jp/procedure/law/）の「特定商取引法に基づく表示」にてご確認ください）。

※各パーフェクトコース（1年）は、各速習コース（半年）の提供科目を全て受講し、その後、継続ならびに新規で学習すべき科目を選択受講することを想定しています。したがって、通学講座・オンライン講座に
関わらず、速習コースの受講期限終了後に退学する場合は、速習コースの提供科目は全て受講済みとみなした上で、当校規定に沿って返金額を計算いたします。

●同一科目名で複数日時に設定されている科目については、お申込みの際、クラス（曜日・時間帯）をご選択ください。なお、お申込みいただいた講座・コース・科目およびクラスなどの変更、ならびに校舎間・クラ
ス間の振替受講（講義映像視聴を含む）はできません。ご了承ください。
●教室定員に達した時など、予告なく募集を締め切る場合があります。また、受講者数が最少開講人数に満たない時、その他やむを得ない事情にて講座を中止あるいは受講形態を変更する場合があります。

★

★

計3回

計3回

計3回

春期3回
＋

秋期2回

春期3回
＋

秋期2回

＊5%割引受講料…P24をご覧ください。

＊5%割引受講料…P24をご覧ください。

●…選択科目

科目名

心理学概論
心理学
心理系英語

専門科目＆専門英語

20回

20回

20回

回数

論述トレーニング＆共通英語
正規受講料（税込）

各科目
￥176,000

5%割引受講料*（税込）

各科目
￥167,200

科目名

論述トレーニング
英語長文読解［標準編］
英語長文読解［上級編］

回数

20回

20回

20回

正規受講料（税込）

各科目
￥176,000

5%割引受講料*（税込）

各科目
￥167,200

■推奨環境 （2022年12月現在）※最新の情報はHPでご確認ください。 なお、下記で推奨するブラウザ等の環境は、予告なく変更する場合がございます。

このｅラーニングご利用にあたりID・パスワード
連絡は、ネットラーニング社からのメール送信と
なります。迷惑メール対策としてドメイン指定を
されている方は、「…@netlearning.co.jp」から
のメール受信をできるよう設定してください。

【注】このeラーニングは、株式会社ネットラーニ
ングとの共同開発プログラムです。提供プラット
ホームは同社開発のものを利用します。その関
係上、お申し込み時にご提供いただく個人情報
の一部（お名前・メールアドレス等）につきまして
は、同社に提供いたします。ご了承ください。なお、
同社ならびに当校運営法人（河合塾グループ／
株式会社KEIアドバンス）は、プライバシーマーク
認定機関です。個人情報の取り扱いには、十分な
注意をいたします。ご安心のうえ、お申し込み・ご
受講ください。

★ここで推奨するブラウザ等の環境は、
予告なく変更する場合があります。
★レジュメ等の印刷にはプリンタが必要
です。印刷サービスは行っておりませ
んので、印刷環境を必ず各自でご用意
ください。

ブラウザ

プラグイン

OS

メモリ

解像度

通信速度

その他

PC

スマートフォン／
タブレット

科目名 回数

20回

20回

20回

20回

20回

20回

心理学概論
心理学
心理系英語
英語長文読解［標準編］
英語長文読解［上級編］
論述トレーニング

正規受講料（税込）

各科目
￥159,500

5%割引受講料*（税込）

各科目
￥151,525

★パーフェクトコース「心理系英語」は、春期・秋期別教材です。

※心理統計学・研究法、臨床心理学論述演習、英文法の単科受講も可能です。校舎窓口までお問い合わせください。

￥528,000

￥484,000

￥418,000

￥374,000

￥297,000

￥501,600

￥459,800

￥397,100

￥355,300

￥282,150

心理系大学院

パーフェクトコース［英語強化ver.］

心理系大学院

パーフェクトコース

心理系大学院

速習コース［英語強化ver.］

心理系大学院

速習コース

1年

1年

半年

半年

半年
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●
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●
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※各期ごと1科目選択

※1科目選択

※1科目選択

含まれる科目

英
語
長
文
読
解﹇
上
級
編
﹈

英
語
長
文
読
解﹇
標
準
編
﹈

英
文
法

論
述
ト
レ
ー
ニ
ン
グ

臨
床
心
理
学
論
述
演
習

心
理
統
計
学
・
研
究
法

心
理
系
英
語

心
理
学

心
理
学
概
論

研
究
計
画
書
指
導

正規受講料
（税込）

5%割引受講料*
（税込）

期間コース名

★

★

計3回

計3回

計3回

春期3回
＋

秋期2回

春期3回
＋

秋期2回

●…選択科目

心理学

ベーシックコース

★パーフェクトコース「心理系英語」は、春期・秋期別教材です。

コース受講の方は、以下の科目を特別割引で追加受講できます（いずれも税込）。

●通学＋eラーニング講座
英文法
英語長文読解［標準編］
英語長文読解［上級編］
論述トレーニング

各科目
48,400円

●オンライン講座
英文法
英語長文読解［標準編］
英語長文読解［上級編］
論述トレーニング

各科目
44,000円

追加科目のご案内
総合力強化
弱点克服

<注>心理系大学院パーフェクトコースに共通英語科目を1科目追加する場合には、英語強化ver.をご受講ください。
<注>心理系大学院速習コースに共通英語科目を1科目追加する場合には、英語強化ver.をご受講ください。
<注>心理系大学院オンライン講座コースをご受講の方も上記の科目を追加できます。

初めて河合塾KALSの講座を受講される方（入会金不要の講座等の受講経験者も含む）は、受講料に加えて入会金10,000円（税込）が必要です。

Microsoft Edge 最新版、Google Chrome 最新版
※Microsoft EdgeのIEモードでのご受講は推奨外となります。

Adobe Acrobat Reader ※最新バージョンを推奨いたします。

Windows 10、Windows 11

1GB以上（32bit OS）、2GB以上（64bit OS）

1024×768 pixel 以上

ブロードバンド環境推奨、下り10Mbps以上を推奨いたします。

音声出力　クッキーの有効化　Javaスクリプトの有効化
TLS 1.2 暗号化通信対応環境 

ブラウザ

OS

通信環境

Safari（iOS）、Chrome（Android） 

iOS、iPad OS、Android
※いずれも最新バージョンを推奨いたします。 
事前にサンプル版にて動作確認をお願いします。
※すべての端末での動作を保証するものではありません。あらかじめご了承ください。
※iPadでご受講の際、Safariで講義動画が再生できない場合があります。Chromeブラウザをお使いいただき、
マイルームの表示をモバイルに切り替えて受講をお願いいたします。

Wi-Fi環境を推奨
※3G回線では、一部快適にお使いいただけない場合があります。
※スマートフォン・タブレットをご利用の場合、インターフェースは最適化されておりません。

＊5%割引受講料…P24をご覧ください。コース受講オンライン講座

A群 A群 A群

研究計画書指導対象

＊5%割引受講料…P24をご覧ください。単科受講オンライン講座 研究計画書指導対象単科受講 研究計画書指導対象通学講座 eラーニング（オンライン講座）付

コース受講 研究計画書指導対象通学講座 eラーニング（オンライン講座）付

※オンライン講座（eラーニング）の推奨環境は、P22をご覧ください。
※科目により、通学講座とオンライン講座で担当講師が異なる場合があります。
※心理統計学・研究法、臨床心理学論述演習、英文法の単科受講も可能です。校舎窓口までお問い合わせ
ください。

※心理系大学院パーフェクトコース（1年）は、同じ科目であっても各期ごとに受講できます。ただし、科目によっては期によらず、同一のもの、また一部内容が同一であったり同一レベルのものを含みます。
※研究計画書指導の回数には、概要講義も含みます。P11をご覧ください。
※各講義スケジュール（オンライン講座の場合は視聴開始スケジュール）や受講期間の詳細につきましては、同封の別チラシをご覧ください。

講座一覧・受講料受講ガイド
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大学院入試対策講座のｅラーニングは、株式会社ネットラーニングとの共同開発プログラムです。提供プラット
ホームは同社開発のものを利用します。そのため、お申し込み時にご提供いただく個人情報の一部（お名前・メー
ルアドレス・受講科目等）につきましては、同社に提供いたします。ご了承ください。

入会金10,000円免除 & 受講料5%OFF
指定大学生協･大学内書店割引

■模擬試験やセミナー、一部の講座など、上記割引制度の対象とならないケースもあります。各割引制度の詳細や適用範囲等につきましては、河合塾KALS各校舎まで事前にお問い合わせください。
■当割引制度のご利用は、河合塾KALS 新宿本校・名駅校・新大阪校で開講される通学講座・オンライン講座のお申込時に限ります。なお、各種割引制度の併用はできません。
■「河合塾グループOB割引」「河合塾KALS再チャレンジ割引」をご利用の際は、各校舎設置の専用用紙にご記入のうえお申し込みください。
■当割引制度の有効期限は、2023年8月末日お申込（お支払）までです。期限を過ぎると、予告なく内容を変更する場合があります。

河合塾KALSを運営する株式会社KEIアドバンスは、お客様の個人情報を取得および利用させていただくう
えで以下の事項を遵守し、個人情報保護に関連する法令・規範、当社の個人情報保護方針並びに関連する
内部規定を遵守し適切に利用・管理します。
詳細は、当社の個人情報保護方針（http://www.keiadvanced.jp/contact/privacy-policy）をご確認
ください。
①利用目的
（１）個人を特定できない方法・形式による統計資料の作成、および各種アンケートなどによる資料作成協

力のご依頼
（２）教材・時間割などの送付、学習・進路などに関する個人指導、学生簿の作成や各種ご連絡ほか講座運営
（３）進路選定やキャリアアップに役立つ情報のご案内
②管理者の職名
個人情報保護管理責任者：情報セキュリティ管理者

③個人情報の第三者提供
本申込書で取得した個人情報を、法令に基づく場合等以外に、事前にご本人への同意なく第三者に提供
することはありません。
④個人情報取り扱いの委託
当社は事業運営上、業務の一部を外部に委託しており、その際に個人情報を預けることがあります。この
場合、当社は、個人情報を適切に取り扱っていると認められる委託先を選定し、契約等において個人情報
の適正管理・機密保持を取り交わすとともに、委託先の監督を行います。

再チャレンジ割引の対象となる「河合塾KALSで以前、講座受講された方」とは、河合塾KALSの入会金を必要とする講座の現・元受講生となります。模擬試験や各種セミナー、
入会金不要の講座等での受講（受験）経験がある方については、再チャレンジ割引制度の適用外となります。ご了承ください。

【注】

指定の大学生協・大学内書店、購買会、サービスセンターなどでお支払
いの場合、入会金免除＋5％割引受講料にてお申し込みいただけます。

入会金10,000円免除 & 受講料5%OFF
河合塾グループOB割引
河合塾グループで受講経験のある方を対象にした割引制度です。入
会金免除＋5％割引受講料にてお申し込みいただけます。
※河合塾KALSの校舎窓口にて受付いたします（大学生協・書店などではお取り扱いできません）。

入会金10,000円免除 & 受講料5%OFF
追加受講割引
現在、河合塾KALSの講座を受講中の方が、同じ講座（開講期間・目
標受験期が同一）のコース・単科を追加申込する際の割引制度です。
入会金免除＋5％割引受講料にてお申し込みいただけます。
※通学講座・オンライン講座ともに対象です。原則として、いずれのお申込形態（コース・単科）でもご
利用いただけます。
※河合塾KALSの校舎窓口にて受付いたします（大学生協・書店などではお取り扱いできません）。

河合塾KALS 再チャレンジ割引

「もう一度チャレンジしてみようか」…そんな前向きな気持ちをサ
ポートするための割引制度です。河合塾KALSで以前、講座受講され
た方【注】が、再度当校の講座を受講される場合、入会金免除の上、特
別価格にてお申し込みいただけます。
以前と同じ講座を申し込まれる場合はもちろん、他の講座にチャレ
ンジする場合もご利用可能です。当割引ご利用の際は、旧「受講証
（カード）」または「受講証（明細）」を河合塾KALSの校舎窓口までお
持ちください。
※通学講座・オンライン講座ともに対象です（模擬試験、セミナー、入会金不要の講座等は除きます）。
※開講期間・目標受験期が同一の講座を受講される場合は対象となりません（「追加受講割引」をご利
用ください）。
※オンライン講座をお申込みの方でご来校が難しい場合は、通信講座事務局にお問い合わせください。
※同一講座の申込はもちろん、当校が設置する他講座をお申込の場合も当割引は適用されます。
※1年以上前の受講も適用されます（旧「受講証（カード）」または「受講証（明細）」をご持参ください）。
※当割引制度の詳細につきましては、事前に各校舎までお問い合わせください。

※指定の大学生協・大学内書店にて受講料をお支払いのうえ、河合塾KALSの校舎窓口にて最終申込
手続を行なってください（一部例外があります）。
※河合塾KALSならびに河合塾グループで初めて受講される方が対象となります。

指定の大学生協・大学内書店等は、河合塾KALSホームページにてご確認ください。

URL  https://www.kals.jp/procedure/attend-dvn/

河合塾KALSホーム お申込方法 指定大学生協・書店・銀行振込申込

受講料5%OFF
指定書店割引
指定の書店でお支払いの場合、5％割引受講料にてお申し込みいた
だけます。

※指定書店にて受講料をお支払いのうえ、河合塾KALSの校舎窓口にて最終申込手続きを行なってく
ださい（一部例外があります）。
※河合塾KALSならびに河合塾グループで初めて受講される方が対象となります。

指定の書店は、河合塾KALSホームページにてご確認ください。

URL  https://www.kals.jp/procedure/attend-dvn/

河合塾KALSホーム お申込方法 指定大学生協・書店・銀行振込申込

入会金10,000円免除 & 受講料5%OFF 入会金
10,000円免除

受講料
5%OFF

入会金
10,000円免除

受講料
5%OFF

受講料
5%OFF河合塾KALS主催の各種イベントやガイダンス（講座説明会）、さらに

河合塾KALSにご来校いただき個別受講相談や授業見学・体験受講
などをされた方には、講座割引券をご進呈。入会金免除＋5％割引受
講料にてお申し込みいただけます。
※河合塾KALSならびに河合塾グループで初めて受講される方が対象です。ご利用方法等はご進呈す
る講座割引券の記載内容にてご確認ください。

再チャレンジ割引につきましては、講座や校舎・受講形態によって異なります。また、再受
講の申込時期により、割引内容等が異なる場合があります。
当制度ご利用の場合は、必ず各校舎まで事前にお問い合わせください。

●お振込先

●分割払いをご希望の方

※受講校舎により振込口座が異なりますのでご注意ください。

でご受講の場合
三菱ＵＦＪ銀行　西新宿支店　普通預金
口座番号：００５５７１４
口座名義：株式会社 KEI アドバンス
 カ）ケーイーアイアドバンス

大学生協専用の申込書をご
記入のうえ受講料を納入して
ください。
手続終了後、大学生協より
「受講確認書」および「スタ
ディガイド申込書（スクール
提出用）」をお受け取りくださ
い（地区・店舗により名称・仕
様は異なります）。

河合塾KALSホームページ
上部にある「お申込方法」を
クリック

↓
通信講座＞「Web申込」をク
リック

「Web申込の流れと注意
事項」のお支払いから受講
申込完了までの流れをご
確認ください。

↓
ご確認の後、同ページにある

のボタンをクリックして手続
きを行ってください。
※「受講期限一覧」もご確認ください。

【受講料金のお支払い方法】
●クレジットカード（一括払のみ）
※事前にご利用限度額をご確認ください。

●銀行振込（ペイジー）でのお支
払い
●コンビニエンスストアでのお支
払い（上限300,000円まで）

分割支払（学費ローン）をご希望
の方は、事前に通信講座事務局ま
でお問い合わせください。

書店専用の申込書をご記入
のうえ入会金と受講料を納
入してください。
手続終了後、書店より「受講
申込書（スクール提出用）」を
お受け取りください（地区・店
舗により名称は異なります）。
※大学内書店の場合、入会金免除＋受講
料5％OFFとなります。

指定の口座へ受講料をお振
り込みください。（必ず受講
申込者の名義でお振り込み
ください）
手続終了後、「振込明細書」を
お受け取りください。
※受講される校舎の口座にお振り込みく
ださい（校舎ごとのお振込先は下記参
照）。

現金またはクレジットカード
をお持ちのうえ、ご来校くだ
さい。
ご利用いただけるクレジット
カードは、VISA/Master（一括
払・2分割・ボーナス一括払）、
JCB／American Express／
Diners（一括払）です。
※クレジットカードご利用の際は、事前に
カードのご利用限度額をご確認ください。

校舎までご来校いただき、専
用の「河合塾KALS 受講申込
書」に必要事項をご記入くだ
さい。
なお、ご来校の際には、受講
料、クレジットカードなどもお
持ちください。

分割支払（学費ローン）をご
希望の方は、事前に各校舎ま
でお問い合わせください。
※お申し込み時に顔写真1枚（35mm× 
30mm）をお持ちください。

提携信販会社の学費ローンをご利用いただけます。専用のWebフォームにご入力いただいてのお手続きとなりま
す。なお、学生やアルバイトの方は連帯保証人が必要です。ご利用方法等は、事前に事務局にご確認ください。
■提携信販会社…SMBCファイナンスサービス株式会社（旧社名：セディナ）　
■分割払手数料率…3.9％～（固定型／2023年1月現在）
※学費ローンご利用の際は、提携信販会社による審査があります。　※ご利用は４万円以上に限らせていただきます。　
※身分証明書、銀行印が必要になる場合があります。

各種割引制度一覧受講ガイド お申込み方法受講ガイド

入会金10,000円免除 & 受講料5%OFF
河合塾KALSホームページのWeb申込の画面からのお手続きの場
合、入会金免除＋5％割引受講料にてお申し込みいただけます。
※原則、オンライン講座のみ（Web申込の画面にあるラインナップのみ）が対象です。なお、Web申
込画面の表示金額は、割引後の金額となります。

オンライン講座をお申込みの場合は、郵送による手続処理も可能
です。詳細は、通信講座事務局までお問い合わせください。

オンライン講座をお申込みの方で、河合塾KALS各校舎へのご来校お手続が難しい場
合は、郵送による手続処理も可能です。通信講座事務局までお問い合わせください。

各種イベント参加特典 講座割引券

オンライン講座限定Web申込割引

⑤個人情報の訂正・削除の請求
個人情報の訂正・削除を希望される場合は、その旨お申し出ください。速やかに必要な手続きをお取りい
たします。
⑥個人情報を提供されることの任意性
お客様が当社に個人情報を提供されるかどうかは、お客様の任意によるものです。ただし、必要な項目
を提供いただけない場合、当該サービス等が適切な状態で提供できない場合があります。
⑦ご自分以外の方の個人情報の提供
お客様が、ご自分以外の方の個人情報を当社に提供される際には、必ずその方に、個人情報を提供するこ
と、および提供される情報の利用目的についてご説明いただき、その方の同意
を得たうえでご提供ください。
⑧個人情報の取り扱いに関するお問い合わせ先
河合塾KALS（新宿本校）　TEL:03-5338-8754
e-mail:kals@kawai-juku.jp
（受付時間：10:00～18:00／土日祝・夏期休暇・年末年始を除く）
※お問い合わせの際にいただく個人情報は、お問い合わせへの対応のみに利
用いたします。

指定の大学生協・
大学内書店でのお支払

Ｗｅｂでの
申込み

指定書店での
お支払

銀行振込による
お支払

校舎窓口での
お支払

手数料はご本人負担となります 現金 or クレジットカード

お申込に進む

河合塾KALSホームページ
https://www.kals.jp/procedure/
からのお支払い・お手続き

校舎窓口でのお手続 校舎窓口でのお手続

次に、最寄りの校舎までご来校いただき、専用の「河合塾KALS 受講申込書」に必要事項をご記入く
ださい。
なお、ご来校の際には、以下の書類（お支払を証明する書類）を必ずお持ちください。

最終的な受講手続（所定の受講申込書の記入など）につきましては、原則として校舎にご来校いただ
いての手続処理となります。 ※お申し込み時に顔写真1枚（35mm×30mm）をお持ちください。

●指定の大学生協でお支払いの場合

●指定の書店でお支払の場合

●振込（銀行）によるお支払の場合

受講確認書　および

スタディガイド申込書（スクール提出用）

受講申込書（スクール提出用）

振込明細書

※名称・仕様は地区・店舗により異なります。

受講申込手続完了
通学講座では、受講方法の説明などはオリエンテーションで行います（一部校舎・講座を除く）。

教材は、ご登録のご住所への送付となります。なお、オンライン講座（通学講座のeラーニングを含む）の受講の流れは下記をご参照ください。

ID・パスワード発行
教材発送★

学習開始 受講終了

オンライン講座（通学講座のeラーニングを含む） 受講の流れ

研究計画書・添削物・
質問書返却

KALSよりKALSより
講義映像視聴／研究計画書・
添削物・質問書提出

受講期間（研究計画書、添削物、質問書を提出できる期間）
お手続き完了を当校にて確認した日より5日以
内に発送いたします。
★科目により発送時期が異なる場合があります。
★校舎窓口でのお手続であっても教材は送付と
なります。

受講期限を過ぎてか
らの質問書・添削物の
提出はできません。

◎校舎での各種資料の閲覧、カウンセリング利用も可能です。

講義映像、テキストで学習を進めてください。「質問書システム（メールde質問書）」で疑問点を解消。

オンライン講座新宿本校 でご受講の場合
三菱ＵＦＪ銀行　名古屋営業部　普通預金
口座番号：０３２９０６０
口座名義：株式会社 KEI アドバンス
 カ）ケーイーアイアドバンス

名駅校 でご受講の場合
三菱ＵＦＪ銀行　中之島支店　普通預金
口座番号：００４４４５８
口座名義：株式会社 KEI アドバンス
 カ）ケーイーアイアドバンス

新大阪校

◎河合塾KALSは、河合塾グループ法人の一つである「株式会社KEIアドバンス」が運営しております。

＊夏期・年末年始の長期休館日前後での申込み受付・教材発送、テスト等の返却日程は異なります。ご注意ください。 

＊送付物はすべて河合塾KALSロゴ入り資材での発送となります。ロゴ無しでの発送は一切いたしかねますので、予めご了承ください。 

＊送付物はすべて河合塾KALSロゴ入り資材での発送となります。ロゴ無しでの発送は一切いたしかねますので、予めご了承ください。 

［個人情報の保護に関する事項］について

オンライン
講座のみ

●河合塾KALSでご受講いただく際の各種規定は、お申込手続き完了
者を対象としたオリエンテーション（実施方法は各校舎によって異
なる）、お申込手続き後にお渡しする「受講の手引き」等によります。
●交通機関の規定により、当校受講生は通学定期券の購入対象には
なりません。
●教室定員に達した時など、予告なく募集を締め切る場合があります。
また、受講者数が最少開講人数に満たない時、その他やむを得ない
事情にて講座を中止あるいは受講形態を変更する場合があります。
●やむなく受講の取消をする場合、受講開始前であればいただいた
学費（入学金・受講料等）は返還いたします。受講開始後は、当校規
定に基づく退学時期に応じた受講料を返金いたします。
※お申出・解約時期等により返金額が異なります。また、解約時期によっ
ては返金できない場合もあります。いずれも当校規定の返金手数料
が必要です（通学講座は原則、返金額の8%／オンライン講座の詳細
は、当校WEBサイト（https://www.kals.jp/procedure/law/）の
「特定商取引法に基づく表示」にてご確認ください）。
※各パーフェクトコース（1年）は、各速習コース（半年）の提供科目を
全て受講し、その後、継続ならびに新規で学習すべき科目を選択受
講することを想定しています。したがって、通学講座・オンライン講
座に関わらず、速習コースの受講期限終了後に退学する場合は、速
習コースの提供科目は全て受講済みとみなした上で、当校規定に
沿って返金額を計算いたします。
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心理学検定
院試準備講座

一歩、先へ。

いつでも場所を選ばず講義を受講することができます。日々の 間時間
を学習に充てることも可能です。

講義内で扱う問題は、実際の心理学検定で出題された問題の類似問題も
含まれています。本番を想定した実践的な練習をすることができます。

正解の選択肢だけでなく、不正解の選択肢についても解説します。各領域
に関する幅広い知識を得られます。

解説講義の後は、講義の復習・知識の定着を図るために確認テストを活用
しましょう。

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

全領域セット（A領域＋B領域）

A領域セット

B領域セット

¥49,500
¥29,700
¥29,700

※受講料は、KALS受講生・一般生ともに同一料金です。各種割引制度は適用となりません。なお、入会金は不要です。
※当講座のみご受講の場合、サポートシステムはご利用いただけません。
※受講料お支払後の受講キャンセルおよびセット変更はできませんので、ご注意ください。

【注】専用ID・パスワードのご案内メールにつきましては、河合塾KALSから配信されます。受講開始後の各種ご案内等は、当講座開発・運営の提携先となる「株式会社
ネットラーニング」社から配信されます。迷惑メール対策としてドメイン設定をされている方は“...@kawai-juku.jp”および“…＠netlearning.co.jp”を受信でき
るよう設定してください。

河合塾KALS
ホームページか
らお申込み

講義はすべてオンライン講義

全144問（AおよびB領域 各72問）の問題演習

各回90分の解説講義

各回30問（全300問）の確認テスト

〇クレジットカード（一括）
〇銀行振込（Pay-easy）
〇コンビニエンスストアでの
お支払い

受講料納入を確認後、5営業日以内
に、メールにて専用ID・パスワード
等のご案内【注】

受講期限内であれば
何度でもご視聴可能

カリキュラム
A領域 第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

講義＋確認テスト

講義＋確認テスト

講義＋確認テスト

講義＋確認テスト

講義＋確認テスト

講義＋確認テスト

講義＋確認テスト

講義＋確認テスト

講義＋確認テスト

講義＋確認テスト

B領域

心理学検定とは
出題科目

資格認定

試験概要

A領域 【原理・研究法・歴史】【学習・認知・知覚】【発達・教育】【社会・感情・性格】【臨床・障害】
B領域 【神経・生理】【統計・測定・評価】【産業・組織】【健康・福祉】【犯罪・非行】

特1級 A領域5科目・B領域5科目　全10科目の合格者
１級 A領域4科目を含む合計6科目以上の合格者
２級 A領域2科目を含む合計3科目以上の合格者

検定は年に一度、毎年8月頃に実施されていましたが、2023年より、春期試験を加え、年2回の検定
試験が実施されます。
問題はすべて4肢選択問題で、各科目から20問が出題されます。
試験時間はA領域・B領域ともに100分です。
各科目の合否判定の基準は、約6割の正答率が目安です。

一般社団法人日本心理学諸学会連合 https://jupaken.jp/

申込み 受講料納入 ID・パスワード発行 受講スタート！

Web申込のみ

オンライン
講座

1年生
▼

（例）大学生の場合

2年生
▼

4年生春
▼

4年生秋
▼

院
試
験

大学院入試
受験勉強期間

3年生秋
▼

受講料（税込）

申込手順

豊富な問題演習と解説で「確実に実力UP！」

原理・研究法・歴史

学習・認知・知覚

発達・教育

社会・感情・性格

臨床・障害

神経・生理

統計・測定・評価

産業・組織

健康・福祉

犯罪・非行

多くの場合大学院入試は大学4年生の秋に行われ、この入
試に向け3年生秋から1年間で準備します。しかし、公認心
理師の登場により、心理系大学院への進学希望者は増加し
ており、大学院入試の倍率は上昇傾向にあります。
また、大学卒業後に就職を考えている人がインターンシップ
で企業研究・自己分析を始める様子を見て、進学を考えてい
る自分は何もしなくても良いのかと、大学1年生～3年生の
進学相談が増えているのが現状です。
そこで河合塾KALSは、大学院入試受験勉強の準備として、
心理学検定の合格を目指す講座をご用意いたしました。
大学院入試までまだ1年以上ある方は、まず心理学検定の
合格を目標に学習をスタートしてみてはいかがでしょうか。

23春夏心理ハ ンフレットA3版.indd   27-28 2023/02/03   12:33


