
 　 　　　　　　大学院入試対策講座 講義スケジュール
  　　　　　　　　　　2022年秋期（2022年9月～2023年3月）

● 講義時間はすべて1回120分（2時間）です。

● 開講後の途中入講も随時可能です。（終了した新大阪校LIVE講義は、新大阪校講義動画配信サイトでの視聴となります）

● WEB通信講座（eラーニング）の配信日程は裏面をご確認ください。

● 新大阪校LIVE講義科目担当講師は、WEB講義科目担当講師とは異なります。また、講義日時（視聴開始日）・回数・講師は変更となる場合があります。 2022/7/6更新

各20回

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9講 第10講 第11講 第12講 第13講 第14講 第15講

土 9/17 9/24 10/1 10/8 10/15 10/22 10/29 11/5 11/12 11/19 11/26 12/3 12/10 12/17 12/24
土 9/17 9/24 10/1 10/8 10/15 10/22 10/29 11/5 11/12 11/19 11/26 12/3 12/10 12/17 12/24
土 9/17 9/24 10/1 10/8 10/15 10/22 10/29 11/5 11/12 11/19 11/26 12/3 12/10 12/17 12/24

木 9/22 9/29 10/6 10/13 10/20 10/27 11/3
10:00

11/10 11/17 11/24 12/1 12/8 12/15 12/22 1/5

日 9/18 9/25 10/2 10/9 10/16 10/23 10/30 11/6 11/13 11/20 11/27 12/4 12/11 12/18 12/25

第1講 第2講 第3講 第4講 第5講

土 1/7 1/14 1/21 1/28 2/4
土 1/7 1/14 1/21 1/28 2/4
土 1/7 1/14 1/21 1/28 2/4
木 1/12 1/19 1/26 2/2 2/9
日 1/8 1/15 1/22 1/29 2/5

各7～13回
講義回数 曜日 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9講 第10講 第11講 第12講 第13講

全13回 火 9/20 9/27 10/4 10/11 10/18 10/25 11/1 11/8 11/15 11/22 11/29 12/6 12/13
全13回 日 9/18 9/25 10/2 10/9 10/16 10/23 10/30 11/6 11/13 11/20 11/27 12/4 12/11
全7回 木 11/24 12/1 12/8 12/15 12/22 1/5 1/12

講義回数 曜日 第1講 第2講 第3講 第4講 第5講 第6講 第7講

日 9/11 9/18 9/25 9/25
13:00

10/9 10/16 10/23

日 10/30 11/6 11/13 11/20
全3回

全3回

全3回 日 10/9 10/16 10/23

日 11/27 12/4

 新大阪校通学講座 受講期間
■公認心理師・ 臨床心理士 ／ 共通科目

 　 　　　　　　大学院入試対策講座 講義スケジュール
  　　　　　　　　　　2022年秋期（2022年9月～2023年3月）

● 講義時間はすべて1回120分（2時間）です。

※英文法は復習テスト（全３回）を実施します。（詳細は後日お知らせいたします）　※「臨床心理学論述演習」単科受講生の各種サポート利用は当科目の初回LIVE講義日より可能です。

※各コース通信生の方で新大阪校通学講義A群科目を追加受講されている場合でも、「個別指導」は研究計画書2回／面接1回まで。

eラ ーニング 8/1より 全回視聴可

解説／グループワーク 120分 10:00

10:00
MBA面接対策

講義 90分
全2回

eラ ーニング 8/1より全回視聴可

グループワーク 120分

13:00

MBA早慶特講 講義 60～90分・解説 30分 eラ ーニング 8/1より全回視聴可

MBA国公立特講 講義 120分 eラ ーニング 8/1より全回視聴可

MBA神戸特講 講義 120分

各パーフ ェ ク ト コ ース
   秋期： 初回講義日（ 途中入講は申込日） ～2023年3月31日迄

    春期： 初回講義日（ 途中入講は申込日） ～2023年10月31日迄

■国内MBA・MOT

受講形態 受講期間

13:00

英語長文読解[標準編] 10:00

論述トレーニング 13:00

心理学概論 15:30

心理学 18:00

心理系英語 10:00

■ Ｂ群

臨床心理学論述演習 15:30

曜日
開始
時刻

基本講習

直前講習

心理学 18:00

心理系英語 10:00

科目名 曜日
開始
時刻

英語長文読解[標準編] 10:00

論述トレーニング 13:00

心理学概論 15:30

科目名 開始時刻

英文法 18:00

心理統計学・研究法

新大阪
LIVE講義

WEB通信

eラ ーニング

MBA論述アドバンス
講義 90分

全4回

開始時刻

10:00

■ 国内MBA・MOT講座 ［８月生］ 各2～7回
科目名

MBA論述ファンダメンタル

講義 90分

全7回
8/1より 全回視聴可

解説／グループワーク 120分

■ Ａ群 （研究計画書指導対象科目）

科目名

受講形態 受講期間 研究計画書指導 面接試験対策

【 通学】
コ ース

研究計画書指導

※新大阪校にて実施の「解説／グループワーク」の収録はありません。

MBA出願書類
面接試験対策

通学＋eラ ーニング［ 4月生・ 8月生］
初回講義日（ 途中入講は申込日）

～2023年3月31日迄
講義／グループワーク 2回+面接指導2回

概要講義+個別指導2回
（ 各期ごと ）

チュ ート リ アル
＋個別指導1回
（ 各期ごと ）

各速習コ ース
初回講義日（ 途中入講は申込日） ～2023年3月31日迄 概要講義+個別指導2回

チュ ート リ アル
＋個別指導1回
（ 各期ごと ）

【 通学】
単 科

A群科目

B群科目

英文法 初回講義日（ 途中入講は申込日）
～2023年3月31日迄

― チュ ート リ アル
( 個別指導は受けら れません)

心理統計学・ 研究法

臨床心理学論述演習
初回講義日～3ヶ 月

※途中入講の場合は申込日から 起算し ます。

（ 但し 、 最終期限は2023年3月31日迄）

概要講義+個別指導２ 回

新大阪校LIVE講義映像は、土・日曜日実施講義分は翌水曜日から、

火・木曜日実施分は土曜日からご視聴可能です。



● 視聴いただくeラーニング講義は、必ずしも受講されている同時期の講義とは限りません。 （以前に収録した同科目をご覧いただく場合があります）

● 視聴開始日・回数・講師は変更となる場合があります。

各20回
講義回数

全20回

全20回

全20回

全20回

全20回

全20回

講義回数 講義回数

全13回 全7回

全7回

全7回

全7回 全7回

全15回

全10回

全7回 全7回

全7回 全7回

 WEB通信講座 受講期間

■公認心理師・ 臨床心理士 ／ 税理士「 税法」 科目免除 ／ 文系 ／ 共通科目

※MBA通信生の面接指導につきましては、通信講座事務局（TEL：0120-39-5949）までお問い合わせください。  また通信生は新大阪校担当講師による研究計画書指導を受けることはできません。

9/17より全回視聴可

社会・公共政策論

■ Ｂ群                                                                                                    各7～13回
視聴開始日

国際協力・国際開発論

視聴開始日 科目名

経営学Ⅱ

経営学Ⅰ英文法

臨床心理学論述演習

政治政策

マクロ経済学

研究計画書指導

概要講義+個別指導2回（ 各期ごと ）
※文系専門コ ースは個別指導3回

概要講義+個別指導2回
※文系専門コ ースは個別指導3回

―

受講期間

■国内MBA・MOT

受講形態 研究計画書指導

概要講義+個別指導2回

【 WEB通信】
コ ース

【 WEB通信】
単 科

講義回数7～10回
初回講義日～3ヶ 月

※途中入講の場合は申込日から 起算し ます。

（ 但し 、 最終期限は2023年3月31日迄）

B群科目

税法

受講期間

初回講義日（ 途中入講は申込日） ～
2023年3月31日迄

WEB通信

各パーフ ェ ク ト コ ース
   秋期： 初回講義日（ 途中入講は申込日） ～2023年3月31日迄

    春期： 初回講義日（ 途中入講は申込日） ～2023年10月31日迄

英文法

A群科目

心理統計学・ 研究法

初回講義日（ 途中入講は申込日）
～2023年3月31日迄

その他コ ース
初回講義日（ 途中入講は申込日） ～2023年3月31日迄

受講形態

社会科学系論述

税法

科目名

税法事例研究

■ Ａ群 （研究計画書指導対象科目）

国際関係論 全7回

心理統計学・研究法 全13回

科目名

英語長文読解[上級編]

英語長文読解[標準編]

論述トレーニング

心理学概論

心理学

視聴開始日

心理系英語

 9/17より 全回視聴可 9/17より全回視聴可

※WEB通信講座のみのご受講の方は、新大阪校にて実施の各チュートリアルや面接個別指導へのご参加・ご利用はできません。

ミクロ経済学
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