
大学院入試対策講座　講義スケジュール詳細
2021年秋期 （2021年9月～2022年2月）

● 受講形態がWEB通信（eラーニング）科目の日程はWEB上の講義動画配信日を、通学講座DVDの科目の日程は、校舎内でのDVD視聴開始日を指します。

● ※印の科目はB群科目です（無印はA群科目）。B群科目のみの単科受講の場合、研究計画書指導は対象外となります。

● 以下に記載がない研究計画書概要講義やサクセスチュートリアルなどは、日程・内容等が決まり次第、随時ご案内します。

● 科目によっては、担当講師が各校舎・クラスにより異なるものがあります。なお、講義日時（視聴開始日）・講師・回数・授業形式などは、都合により変更する場合があります。ご了承ください。

（（（ 最終ページの 【各種注意事項について】 【研究計画書について】 【受講期間について】 も、必ずご確認願います ）））

 ■ 公認心理師・臨床心理士 大学院

第１講 第２講 第３講 第４講 第５講 第６講 第７講 第１３講 第１４講 第１５講 第１講 第２講 第３講 第４講

全20回 土 13:30 9/25 9/26(日) 10/2 10/9 10/16 10/17（日） 10/30 12/11 12/18 12/25 1/8 1/15 1/22 1/29

全20回 水 18:30 9/22 9/29 10/6 10/13 10/20 10/27 11/3 12/15 12/22 1/5 1/12 1/19 1/26 2/2

全20回 日 10:30 9/19 9/26 10/3 10/10 10/17 10/24 10/31 12/12 12/19 12/26 1/9 1/16 1/23 1/30

全20回 火 18:30 9/21 9/28 10/5 10/12 10/19 10/26 11/2 ★12/17(金) ★12/24(金) ★1/7(金) 1/11 1/18 1/25 2/1

全20回 木 15:30 9/23 9/30 10/7 10/14 10/21 10/28 11/4 12/16 12/23 1/6 1/13 1/20 1/27 2/3

全20回 木 18:30 9/23 9/30 10/7 10/14 10/21 10/28 11/4 12/16 12/23 1/6 1/13 1/20 1/27 2/3

回数 曜日 開始時刻 第１講 第２講 第３講 第４講 第５講 第６講 第７講

全10回 金 18:30 9/24 10/1 10/8 10/15 10/22 10/29 11/5

全7回 日 13:30 11/7 11/14 11/21 11/28 12/5 12/12 12/19

　［参考］「心理学」の対応領域 ～講義日の下に記載されている丸数字は、下表の対応領域表に対応しています。

第１講 第２講 第３講 第４講 第５講 第６講 第７講 第８講 第１４講 第１５講 第１講 第２講 第３講 第４講 第５講

9/19 9/26 10/3 10/10 10/17 10/24 10/31 11/7 12/19 12/26 1/9 1/16 1/23 1/30 2/6
① ② ① ② ① ② ① ① ③ ③ ① ① ② ② ③

9/21 9/28 10/5 10/12 10/19 10/26 11/2 11/9 ★12/24(金) ★1/7(金) 1/11 1/18 1/25 2/1 2/11(金)
② ① ① ① ① ① ① ① ③ ③ ① ① ② ② ③

①  パーソナリティ・知能　／　発達心理学　／　臨床心理学　／　精神医学論 ★ ｢心理学」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。

②  社会心理学　／　研究法 なお、クラス間の振替受講はできません。ご了承ください。

③  情動・生理　／　感覚・知覚　／　言語・思考

第１講 第２講 第３講 第４講 第５講 第６講 第７講 第１３講 第１４講 第１５講 第１講 第２講 第３講 第４講

全20回

全20回

全20回

回数 曜日 開始時刻 第１講 第２講 第３講 第４講 第５講 第６講 第７講

全10回

全7回

★：19:00～21:00

第１０講

12/9

心理統計学 ※ ｅラーニング 9/18より or お手続き完了後5日以内に全回視聴可

臨床心理学論述演習 ※ ｅラーニング 9/18より or お手続き完了後5日以内に全回視聴可

心理系英語 ｅラーニング 9/18より or お手続き完了後5日以内に全回視聴可

ＷＥＢ通信講座 第８講 第９講

心理学概論 ｅラーニング 9/18より or お手続き完了後5日以内に全回視聴可

心理学 ｅラーニング 9/18より or お手続き完了後5日以内に全回視聴可

【対応領域表】

ＷＥＢ通信講座 回数 曜日
開始
時刻

基　本　講　習

第８講 第９講 第１０講 第１１講

心理学 (火曜夜クラス） 火
11/16 11/23 11/30 ★12/10(金)

② ② ② ③

心理学 (日曜クラス） 日
11/2811/14 11/21 12/5

① ① ② ③

心理統計学 ※ 11/12 11/19 11/26

臨床心理学論述演習 ※

科目名 曜日
基　本　講　習

第９講 第１０講

通学講座ＬＩＶＥ 第８講 第９講 第１０講

心理学概論 (木曜夜クラス） 11/11 11/18 11/25

心理学 (火曜夜クラス） 11/9 11/16 11/23 11/30

2/10心理学概論 (木曜昼クラス） 11/11 12/2 12/9

心理学 (日曜クラス） 11/7 11/14 11/21 11/28 12/5

12/4

心理系英語 （水曜夜クラス） 11/10 11/17 11/24 12/1 12/8

第１０講 第１１講

心理系英語 (土曜クラス） 11/6 11/13 11/20 11/27

2/6

2/10

通学講座ＬＩＶＥ 回数 曜日
開始
時刻

基　本　講　習 直　前　講　習

第８講 第９講

第５講

③

★12/17(金)

③

第１１講 第１２講 第１３講

ＷＥＢ
通信講座

1回＝120分（2時間）　

第１２講 第５講

2/5

2/9

新 宿
通学講座

★12/10(金)

11/18 11/25

12/2

12/12

2/11(金)

直　前　講　習

直　前　講　習

第１２講

いつの時点からでも学習スタート！

講座開講後の途中入講も可能
（終了講義はＤＶＤ補講で完全フォロー）



回数 曜日 開始時刻 第１講 第２講 第３講 第４講 第５講 第６講 第７講 第１３講 第１４講 第１５講

全15回 土 13:30 9/18 9/25 10/2 10/9 10/16 10/23 10/30 12/11 12/18 12/25

回数 曜日 開始時刻 第１講 第２講 第３講 第４講 第５講 第６講 第７講

全10回 土 16:00 10/23 10/30 11/6 11/13 11/20 11/27 12/4

回数 曜日 開始時刻 第１講 第２講 第３講 第４講 第５講 第６講 第７講 第１３講 第１４講 第１５講

全15回

回数 曜日 開始時刻 第１講 第２講 第３講 第４講 第５講 第６講 第７講

全10回

回数 曜日 開始時刻 第１講 第２講 第３講 第４講 第５講 第６講 第７講 開始時刻 第１講 第２講 第３講 第４講 第５講 第６講

全7回 ― ―

全7回 ― ―

全7回 ― ―

全7回 ― ―

全7回 ― ―

全7回 ― ―

全7回 ― ―

全7回 ― ―

全7回 ― ―

 ■ 共通科目

第１講 第２講 第３講 第４講 第５講 第６講 第７講 第１３講 第１４講 第１５講 第１講 第２講 第３講 第４講

全20回 土 16:00 9/18 9/25 10/2 10/9 10/16 10/23 10/30 12/11 12/18 12/25 1/8 1/15 1/22 1/29

全20回 日 13:30 9/19 9/26 10/3 10/10 10/17 10/24 10/31 12/12 12/19 12/26 1/9 1/16 1/23 1/30

全20回 ― ―

回数 曜日 開始時刻 第１講 第２講 第３講 第４講
復習テスト

①
第５講 第６講 第１１講 第１２講 第１３講

復習テスト
③

全13回 土 10:30 9/18 9/25 10/2 10/9 10/16 10/23 10/30 12/11 12/18 12/25 1/8

回数 曜日 開始時刻 第１講 第２講 第３講 第４講 第５講 第６講 第７講 第１３講

全13回

9/18より or お手続き完了後5日以内に全回視聴可

9/18より or お手続き完了後5日以内に全回視聴可

9/18より or お手続き完了後5日以内に全回視聴可

9/18より or お手続き完了後5日以内に全回視聴可

9/18より or お手続き完了後5日以内に全回視聴可

9/18より or お手続き完了後5日以内に全回視聴可

社会科学系論述 ※

マクロ経済学 ※

9/18より or お手続き完了後5日以内に全回視聴可

9/18より or お手続き完了後5日以内に全回視聴可

第１２講

9/18より全回視聴可

1回＝120分（2時間）　

第５講

★ 「英文法」の復習テスト
は、各回ともに60分間です。

第１１講

基　本　講　習

第１１講 第１２講

11/27 12/4

第７講

9/18より or お手続き完了後5日以内に全回視聴可

2/5

9/18より or お手続き完了後5日以内に全回視聴可

11/6

第９講 第１０講

11/13 11/20

第９講 第１０講

英語長文読解[上級編]

開始
時刻

11/6

9/18より全回視聴可

12/411/13論述トレーニング

11/14

第９講

経営学Ⅰ ※

11/27

12/5

第８講

第８講
復習テスト

②通学講座ＬＩＶＥ

英文法 ※ ｅラーニング

ＷＥＢ通信講座

英文法 ※

ｅラーニング

税法 ※

税法事例研究 ※

第１１講第１０講

第１０講 第１１講 第１２講第８講 第９講

通学講座ＬＩＶＥ

11/6 11/13 11/20 11/27

 ■ 税理士「税法」科目免除大学院    ■ 政治政策系／経済学系大学院 （公共政策、国際協力、国際開発、国際関係、文理融合） 1回＝120分（2時間）　

第８講 第９講 第１２講

9/18より or お手続き完了後5日以内に全回視聴可

ＷＥＢ通信講座

税法事例研究 ※

税法 ※ ｅラーニング

9/18より全回視聴可

通学講座ＤＶＤ

ｅラーニング

ＷＥＢ通信講座

ミクロ経済学 ※

マクロ経済学 ※

全7回

社会・公共政策論 ※

9/18より全回視聴可

ｅラーニング

9/18より全回視聴可

全7回

国際協力・国際開発論 ※

国際関係論 ※

9/18より全回視聴可

9/18より全回視聴可

ｅラーニング

9/18より全回視聴可

社会科学系論述 ※

政治政策 ※

11/7

曜日通学講座ＬＩＶＥ 回数
第８講

経営学Ⅱ ※

英語長文読解[標準編]

12/4

9/18より全回視聴可 ★「英語長文読解[上級編]」は通学講座DVD科目となります。

11/21

11/20

曜日

ミクロ経済学 ※

全7回

直　前　講　習

2/611/28

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]……各科目・全20回　：　9/18より or お手続き完了後5日以内に全回視聴可

回数

第１０講

第７講

通学講座ＬＩＶＥ

ｅラーニング

第９講 第１０講

第８講 第９講 第１０講

12/11 12/18 12/25

全7回

9/18より or お手続き完了後5日以内に全回視聴可

政治政策 ※ 全7回 ｅラーニング

ＷＥＢ通信講座

社会・公共政策論 ※ 全7回 ｅラーニング

第８講

国際協力・国際開発論 ※

経営学Ⅱ ※ 全7回 ｅラーニング

国際関係論 ※ 全7回 ｅラーニング

9/18より全回視聴可 経営学Ⅰ ※ 全7回 ｅラーニング



 ■ 国内ＭＢＡ・ＭＯＴ

8月生  （通学＋eラーニング講座）【通学クラスは9月より開始】

回数 曜日 開始時刻 第１講 第２講 第３講 第４講 第５講 第６講 第７講 開始時刻 第１講 第２講 第３講 第４講 第５講 第６講

講義

解説/
ｸﾞﾙｰﾌﾟﾜｰｸ 土 13:30 9/18 9/25 10/2 10/9 10/16 10/23 10/30 13:30 9/18 9/25 10/2 10/9 10/16 10/23

講義

解説/
ｸﾞﾙｰﾌﾟﾜｰｸ 土 13:30 11/13 11/20 11/27 12/18 13:30 11/13 11/20 11/27 12/18

講義

解説/
ｸﾞﾙｰﾌﾟﾜｰｸ 土 13:30 12/4 12/25 1/15

10:30
13:30 12/4 12/25 1/15

10:30

講義 全3回

講義

ｸﾞﾙｰﾌﾟ
ﾜｰｸ 土 13:30 12/11 1/15 13:30 12/11 1/15

１０月生 （通学＋eラーニング講座）

回数 曜日 開始時刻 第１講 第2講 第3講 第4講 第5講 第6講 第7講 開始時刻 第１講 第２講 第３講 第４講 第５講 第６講

講義

解説/
ｸﾞﾙｰﾌﾟﾜｰｸ 土 16:00 10/16 10/23 10/30 11/6 11/13 11/20 11/27

講義

解説/
ｸﾞﾙｰﾌﾟﾜｰｸ 土 16:00 12/4 12/11 12/18 12/25

講義

解説/
ｸﾞﾙｰﾌﾟﾜｰｸ 土 13:30 12/4 12/25 1/15

10:30

講義 全3回

講義

ｸﾞﾙｰﾌﾟ
ﾜｰｸ 土 13:30 12/11 1/15

【通学LIVE欠席時の補講について】

　国内MBA・MOT対策のLIVE講義は、グループワーク中心です。そのため、「MBA論述ファンダメンタル」「MBA論述アドバンス」

　「MBA早慶特講」の授業欠席時（および途中入講時）の補講はWEB上の解説講義動画（各講30分）をご視聴いただきます。

  なお、授業欠席時（および途中入講時）の課題等については、WEB通信講座と同様、
  ご提出いただければ添削指導をいたします。

10/1より全回視聴可

解説/
ｸﾞﾙｰﾌﾟﾜｰｸ 土

全3回

講義

10/1より全回視聴可

土

ｅラーニング

ｅラーニング

MBA早慶特講MBA早慶特講

10/1より全回視聴可

全7回

MBA論述
アドバンス

全4回

MBA面接対策 全2回

ｅラーニング

MBA国公立特講

ｅラーニング

MBA国公立特講 ｅラーニング

通学ＬＩＶＥ＋ｅ

MBA論述
ファンダメンタル

ｅラーニング

MBA早慶特講 全3回

ｅラーニング

ｅラーニング

9/1より全回視聴可

ｸﾞﾙｰﾌﾟ
ﾜｰｸ 土

8/1より全回視聴可

MBA面接対策

講義

ｅラーニング 8/1より全回視聴可 MBA国公立特講 講義

8/1より全回視聴可

解説/
ｸﾞﾙｰﾌﾟﾜｰｸ

ｅラーニング 9/1より全回視聴可

9/1より全回視聴可

解説/
ｸﾞﾙｰﾌﾟﾜｰｸ 土 10/30

全3回

ｅラーニング

9/1より全回視聴可

全3回

ｅラーニング 8/1より全回視聴可

MBA論述
アドバンス

通学ＬＩＶＥ＋ｅ

全4回

9/1より全回視聴可

全4回

ｅラーニング

回数 曜日 第７講

MBA論述
ファンダメンタル

全7回

ｅラーニング 8/1より全回視聴可
MBA論述
ファンダメンタル

通学ＬＩＶＥ＋ｅ

曜日

全7回

第７講

MBA論述
ファンダメンタル

講義

ＷＥＢ通信講座 回数

ｅラーニング

ｅラーニング

全2回

講義

全3回
解説

授業時間は、科目や受講形態によって異なります（次頁表参照）　

講義

MBA論述
アドバンス

講義

ｅラーニング

ｅラーニング

講義

９月生 （通学＋eラーニング講座）

全3回 ｅラーニング   4/3より全回視聴可

MBA面接対策 全2回

MBA早慶特講

MBA国公立特講 講義10/1より全回視聴可

  4/3より全回視聴可

  4/3より全回視聴可

  4/3より全回視聴可

  4/3より全回視聴可

  4/3より全回視聴可

ｅラーニング   4/3より全回視聴可

解説

ｅラーニング 4/3より全回視聴可

ＷＥＢ

MBA面接対策 全2回

10/1より全回視聴可

ｅラーニング

全4回

ｅラーニング

解説

全7回

★ 「MBA国公立特講」はｅラーニング科目です。 グ
ループワーク等の通学ＬＩＶＥ講義はありません。

★ 「MBA国公立特講」はｅラーニング科目です。 グ
ループワーク等の通学ＬＩＶＥ講義はありません。

★ 「MBA国公立特講」はｅラーニング科目です。 グ
ループワーク等の通学ＬＩＶＥ講義はありません。

MBA論述
アドバンス

講義

科目 受講形態 授業時間

[ eﾗｰﾆﾝｸﾞ ] 講義 90分

[ 通学LIVE ] 解説・グループワーク 120分

[ eﾗｰﾆﾝｸﾞ ] 講義 90分

[ eﾗｰﾆﾝｸﾞ ] 解説 30分

●MBA国公立特講 eﾗｰﾆﾝｸﾞ／ WEB通信 [ eﾗｰﾆﾝｸﾞ ] 講義 120分

[ eﾗｰﾆﾝｸﾞ ] 講義 90分

[ 通学LIVE ] グループワーク 120分

WEB通信 [ eﾗｰﾆﾝｸﾞ ] 講義 90分

●MBA面接対策
通学＋eﾗｰﾆﾝｸﾞ

■1講あたりの授業時間

講義の種類

●MBA論述ファンダメンタル
●MBA論述アドバンス
●MBA早慶特講

通学＋eﾗｰﾆﾝｸﾞ

WEB通信



 ■ 公認心理師・臨床心理士／ 税理士「税法」科目免除 ／ 政治政策系 ・ 経済学系 （公共政策、国際協力、国際開発、国際関係、文理融合）

【各種注意事項について】 【研究計画書指導について】

● ○　授業はすべて1回120分（2時間）です。 ● ○　コース受講生、A群科目受講生は、科目名・科目数に関わらず、研究計画書の指導が含まれます。

● ○　A群科目（研究計画書指導対象科目）は、いずれも20回講義です。全15講の基本講習と全5講の直前講習で構成されています。 ● ○　校舎や講師の専門領域によって、研究計画書指導の流れ・内容・方法などが異なる場合もあります。

● ○　eラーニングにて配信する講義は、一部、過年度（2021年度以前）に収録された講義があります。 ● ○　研究計画書の指導は、いずれも各科目の専門講師が行います。

● ○　開講後の途中入講も随時可能です。 　　　　 指導可能領域については、各校舎（事務局）までにお問い合わせください。

● ○　「心理系英語」以外の科目（A群、B群）は、春期・秋期ともに同一内容のテキストとなります。 ● ○　講師の専門外の領域では、内容・テーマに踏み込んだ指導はできませんが、文章構成・計画書フォームなどの基本

● ○　eラーニングの受講にあたり、あらかじめ推奨環境をご確認ください。 　　  　 チェックは対応いたします。

● －　同一科目のクラス間の振替受講はできませんので、あらかじめご了承ください。 ● －　通学講座の研究計画書指導は、春期・秋期とも教室で行う集合形式の

● －　同一科目名で複数日時が設定されている科目（「心理系英語」「心理学」「心理学概論」）については、 　　　 　学系別「概要講義」（60～90分程度／春期5月・秋期10月に実施予定／必須受講）が1回、残り2回が「個別指導」です。

　　　　 お申込の際、クラス（曜日・時間帯）をご選択ください。 　　　 　※「概要講義」はeラーニングでもご視聴可能です。

● －　通学講座受講生に付与されるeラーニング映像は、WEB通信講座用の映像と同じものになります。 － ○　WEB通信講座の研究計画書指導は、1回目がWEB上でご覧いただく「概要講義」（60～90分程度／必須受講）、

　　　 　各校舎でのLIVE講義とは、講師・講義進度が異なる場合がございます。予めご了承下さい。 　　 　　春期・秋期それぞれ2回の「個別指導」となります。個別指導は、対面指導・添削指導から選択してください。

【受講期間】

 ■ 国内ＭＢＡ・ＭＯＴ

【各種注意事項について】 【研究計画書指導について】

● －　開講後の途中入講も随時可能です（終了回分は、通学LIVE欠席時の補講対応と同様フォローになります）。 ● ○　研究計画書の指導は、専門講師が行います。指導可能領域は国内MBA・MOTです。

● －　MBA論述ファンダメンタル、MBA論述アドバンス、MBA早慶特講では、講義動画内で課題が出されます。 　 　　　なお、講師の専門領域によって、研究計画書指導の流れ・内容・方法等が異なる場合もあります。 

　　　　 校舎での解説講義・グループワーク内でご提出ください。 ● ○　研究計画書指導は、1回目が学系別「概要講義」（60～90分程度／必須受講）、2回目・3回目が「個別指導」となります。

● －　MBA国公立特講はeラーニング科目です。校舎での解説講義・グループワークはありません。 － ○　WEB通信講座の研究計画書個別指導は、対面指導・添削指導から選択してください。

－ ○　WEB通信講座のMBA論述ファンダメンタル、MBA論述アドバンス、MBA早慶特講の解説講義は、講義内で

          出題される課題についての内容です。課題は郵送にてご提出ください。 【受講期間】
★各コースとも、受講期間（ＤＶＤ視聴、質問書提出、自習室、個別カウンセリングなど各種サービスの利用期間）があります。

★受講期間は通学・通信問わず同一です。★各コース・科目ともに、受講期間（ＤＶＤ視聴、質問書提出、自習室、個別カウンセリングなど各種サービスの利用期間）があります。

● 通学 ○ WEB通信

● 通学＋eラーニング ○ WEB通信（eラーニング）

受講期限 （途中入講の場合も同一）

通学＋eラーニング
● －

2021年8月生／9月生／10月生　各コース
初回講義日（途中入講の場合は申込日）から
2022年3月31日まで

WEB通信
　　－ ○

各コース お申込完了日から2022年3月31日まで

受講形態

21G002

春期 秋期

【1年】各学系パーフェクトコース<※１><※２> 初回講義日(途中入講の場合は申込日)から2022年10月30日まで 3回 2回

【半年】
各学系速習コース
各学系スタンダードコース
心理学ベーシックコース

初回講義日(途中入講の場合は申込日)から2022年3月31日まで 3回 －

A群 初回講義日(途中入講の場合は申込日)から2022年3月31日まで 3回 －

B群のみ

初回講義日(途中入講の場合は申込日)から講義回数が7～10回の科目は3ヶ月 <※３>
☆「臨床心理学論述演習」「税法事例研究」は、各科目初回LIVE講義日から校舎サポートサービス<※4>の利用が可能と
なります。
★「税法」は初回講義日(途中入講の場合は申込日)から2022年3月31日まで
★「英文法」は初回講義日(途中入講の場合は申込日)から2022年3月31日まで

コース・科目種別
受 講 期 間

(途中入講の場合も同一)

研究計画書指導の有無

<※１>各学系別パーフェクトコース（1年）を受講の方でも、通学講座科目の
2021年秋期授業のDVD視聴、質問書や課題の提出に関しては、2022年3月31
日をもって終了となります。

<※２>各学系別パーフェクトコース（1年）を受講の方でも、2021年秋期におい
て、研究計画書指導を受けなかった場合、その回数分を2022年春期に繰り越
すことはできません。

<※３>期限内であっても、2022年3月31日が最終期限となります。
111111111111111111111111111

<※４>資料閲覧（過去問題・研究計画書集・受験アンケート）、チュ―ターカウン
セリング、自習室利用、チュートリアル参加、参考図書の閲覧等

2
0
2
1
年
秋
期

含まれていません


