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KALS 大学院入試対策講座 受講生の皆様
１００％合格に向けて！チューターからメッセージ

2008 チュートリアル通信
【心理系大学院受験対策⑥】

河合塾ＫＡＬＳの大学院入試対策講座（心理系）では、チューター制度を導入しています。このチューターには、当校の合
格者 OB を中心に編成。授業での合格指導のみならず、受講生向け学習ガイダンス「サクセスチュートリアル」や個別相談な
どを通じて、受講生からの進路・志望先に関すること、自主学習に関することなど、合格に向けてきめ細かくアドバイスをし
ています。以下は、チューターから心理系受講生の皆さんへのメッセージです。今後の受験対策のご参考にしてください！

臨床心理士指定大学院
平成 21 年度入試日程＆入試説明会速報 第 2 弾
&合格者講演会レポート
入試日程＆入試説明会の第 2 弾です。志望校のＨＰは各自 毎日こまめにチェックしてください。なぜなら入試説明
会や授業見学などのイベントは、それほど時間的な余裕を持って掲載されるとは限らず、中にはＨＰ掲載後 1 週間程度
でイベント実施（！）というようなケースも散見するからです。情報収集も受験準備の一過程です。また今回は、去る 5 月
10 日ＫＡＬＳ新宿校で実施した「臨床心理士指定大学院合格者講演会」の講演レポートも合わせてお届けします。ご参
考にしてください。
＊

平成 21 年度秋入試日程＆説明会情報を順次お伝えしていきますが、出願にあたっては必ず各大学院の当該年度の募集要項で確認してください。

臨床心理士指定大学院
平成２１年度入試日程＆入試説明会速報 第 2 弾

＜入試日程速報＞
筑波大学大学院 人間総合科学研究科 ヒューマンケア科学専攻博士前期課程
出願期間 平成 20 年 7 月 22 日（火）～7 月 24 日（木）
学力審査 平成 20 年 8 月 19 日（火）
合格発表 平成 20 年 9 月 2 日（火）
http://www.tsukuba.ac.jp/admission/graduate/infomation.html#human
東京学芸大学大学院 教育学研究科 学校心理専攻修士課程
出願期間 平成 20 年 9 月 19 日（金）～9 月 25 日（木）
試験日 平成 20 年 10 月 25 日（土）
、26 日（日）
合格発表 平成 20 年 11 月 7 日（金）
http://www.u-gakugei.ac.jp/~nyushika/master/examination-m.html
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上越教育大学大学院 学校教育研究科
出願期間
前期募集 平成 20 年 7 月 14 日（月）～7 月 28 日（月）
中期募集 平成 20 年 10 月 17 日（金）～10 月 28 日（火）
後期募集 平成 21 年 2 月 2 日（月）～2 月 12 日（木）
選抜試験日
前期募集 平成 20 年 8 月 23 日（土）
中期募集 平成 20 年 11 月 22 日（土）
後期募集 平成 21 年 3 月 6 日（金）
http://www.juen.ac.jp/contents/gsoe/exam/index.html
鳴門教育大学大学院 学校教育研究科人間教育専攻臨床心理士養成コース修士課程
前期選抜試験
出願期間 平成 20 年 7 月 22 日（火）～7 月 31 日（木）
試験日 平成 20 年 8 月 21 日（木）
合格発表 平成 20 年 9 月 12 日（金）
http://www.naruto-u.ac.jp/07_nyuusi/0701_daigakuin-nyuusi/inbosyuuyoukou.html

＜入試説明会情報！ ＞
上越教育大学大学院個別相談会
日時：平成 20 年 5 月 25 日（日）13：00～18：00 臨床心理学コース
場所：上越教育大学大宮サテライト
さいたま市大宮区宮町 1 丁目松屋ビル６階
http://www.juen.ac.jp/contents/gsoe/exam/omiya/index.html
上越教育大学大学院説明会
日時：平成 20 年 5 月 31 日（土）13:00～16:00
場所 新潟県上越市山屋敷町１番地
http://www.juen.ac.jp/contents/gsoe/exam/explan/index.html
名古屋大学大学院 教育発達科学研究科 説明会
日時：平成 20 年７月 19 日（土）
詳細は後日大学ＨＰ
http://www.educa.nagoya-u.ac.jp/info/events.shtml
京都教育大学大学院 教育学研究科・連合教職実践研究科 合同説明会
日時：平成 20 年７月 5 日（土）13:00～16:30
場所：京都教育大学共通講義棟（Ｆ棟）
http://nyu.kyokyo-u.ac.jp/21i-setumeikai.html
兵庫教育大学大学院説明会
日時:平成 20 年 5 月 24 日（土）13:30～15:00
場所：神戸市総合教育センター6 階
http://www.hyogo-u.ac.jp/office/pro/koho/doc/m_guidance21_kobe5.24.html
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臨床心理士指定大学院 合格者講演会レポート
早稲田大学大学院 人間科学研究科 臨床心理専攻

2008 年 5 月 10 日＠KALS 新宿校

合格者 Ａさん

皆さんこんにちは。私は現在、早稲田大学大学院 人間科学研究科の修士１年に在籍しています。昨年の４月
から半年間、KALS の大学院入試対策講座を受講していました。元受講生として、去年のちょうど今頃、自分は
どんなことを知りたかったかなと思い返しながら、今日は、１．志望校選択、２．学習法、３．入試 この３点
についてお話しさせていただきたいと思います。今日は思ったよりたくさんの方がいらしているので、ちょっと
緊張しておりますが、皆さんの合格に向けて、少しでも私の経験がご参考になればと思いお話しさせていただき
ますので、リラックスしながら聞いてくださいね。
志望校の選び方
まず、志望校の選択についてですが、臨床心理士指定大学院には１種と２種があることを、皆さんご存知だと
は思いますが、私は、１種、２種に関係なく選んでいただきたいと思っています。ご承知のとおり、心理の大学
院入試は、学部入試の偏差値や学校のブランド力とは関係のない世界で、
「自分が何を研究したいか」で志望校を
選びます。皆さんそれぞれ、自分が研究したいテーマや、臨床心理士の資格取得後の分野について、ある程度イ
メージをお持ちだと思うんですね。自分が研究したいと思っているテーマに沿ったところを選ぶというのが基本
です。もちろん、実家に帰るから地方の大学に進学するとか、経済的理由で学費がここまでの大学、と決めてい
る方もいらっしゃるでしょうし、そういった条件も加味しながら、決めていっていただけたらなと思います。
私の場合は、自分の出身校の大学院と、それに加えて他の大学院も考えました。早稲田は自分の出身校ではな
くて、自分の出身校＋αで、と考えた大学でした。自分の研究テーマに近い分野の先生がいるところを探して絞
り込んでいきました。
KALS では、心理系大学院の入試ガイド的な冊子を配っていると思うんですが、これはお金を出しても買いた
いと思うような情報が満載です。臨床心理士の指定大学院は全国で１００校以上あって、本当に迷ってしまうと
思うんですが、この冊子には、大学の名前、入試の時期や試験内容、そして大学教員が研究している大まかな研
究分野が載っていますから、私はこれを見ながら、志望校をある程度絞り込んでいきました。大学教員の論文を
データベースで探して読んだりもしましたし、あとは大学のＨＰには教員の紹介ページがあるところもあります
から、そういったものを見たりもしました。
あとは KALS の掲示板ですね、KAL 新宿校の場合は８階に大学院講座の掲示板がありますが、ここには大学
院の入試情報や入試説明会の情報が掲示されていて、本当に役に立ちました。私が早稲田を受験するときも、去
年の夏ごろでしょうか、ここで説明会情報を手に入れて、申し込んで行ったんですね。
研究室訪問というのをいずれされる方もいらっしゃると思いますが、入試説明会は、研究室訪問より気軽にで
きて、学校や先生方の雰囲気がわかるとてもよい機会です。無料ですので、機会があったら是非行ってみてくだ
さい。
「なぜ大学院に進学したいんですか？」という質問に対して「臨床心理士になりたいから」と答える方がいま
すが、これは進学の動機としてはちょっと弱いんじゃないかと思います。臨床心理士になりたいというだけでは
なくて、大学院に２年いって臨床心理士の資格を取ったあとに、どういったところで何をしたいのか、というと
ころまで考えておけるといいのではないかと思います。大学院入試は偏差値ではないですよと先ほど申し上げま
したが、大学院修了後、
「どこの大学院を出たか」ではなく「何を研究した」と自信を持って言えるようにしたい
と思います。
大学４年生の方は、卒論で忙しい時期かと思いますが、卒論を書くというのは、大学院進学後の研究のテーマ
を見つける重要な時期でもあるんですね。卒論に取り組みながら、自分の将来の方向性も一緒に考えて行けると
いいなと思います。

科目別学習法について
では次に、学習法についてですが、心理系大学院の場合、英語と専門科目の筆記試験があると思います。これ
をやっておけば絶対大丈夫！この本を読んでおけば大丈夫！というものはないのが大学院入試です。コツコツと
毎日自分で勉強し、これでいいのかな？と不安になることも多いと思います。学習法というのはそれぞれにふさ
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わしいやり方があると思いますので、今からお話するのは私がやってみてよかったと思ったやり方ですので、ひ
とつの参考として聞いていただけたらと思います。
私の場合は学部も心理でしたから、大学で発達心理や社会心理などの講義も取っていましたが、大学時代はど
うしても自分の興味ある分野にかたよりがちなんですね。なので、これではいけないと、大学３年生の夏ごろ、
東大出版の、心理学の概論書をとりあえず１回読みました。大学４年の春に KALS に入ってからは、もう１冊別
の概論書を読みました。何をするにもいえることですが、目的を持ってやった方がいいのではと思います。私の
場合は、概論書を読んでいくとき、偏った知識の矯正という意識で取り組みました。
その次にやったことが過去問集めです。実は KALS に入る数ヶ月前に、自力で集めようとしてみたことがある
んですね。関東近辺の興味ある大学で行けるところに、バスや電車を使って行き、入試課や大学院事務室にいっ
て、
「募集要項と過去問を下さい」といって回りました。でも結局行けたのは１日でやっと２，３校。交通費もば
かにならないし、過去問などもお金のかかるところもありました。KALS に来て、過去問の閲覧ができることを
知り、すごく便利だなと思いました。過去問は、受験校以外にもいくつか、問題を見てみるだけでも違うと思い
ます。私は３校受験したんですが、科目は同じでも、出題傾向は３者３様でした。過去３年分くらいの過去問に
は全て目を通していましたが、KALS で過去問をチェックしておいて本当によかったと思いました。
さて、過去問を見るときのポイントがあります。志望校が決まっている人はもちろん志望校を中心にみていき
ますよね。そのとき、まず、問題の分量と時間がどれくらいか？というのをチェックし、だいたいの時間配分を
頭にいれます。過去問にはたいてい表に「○○分」と時間が書いてありますが、ない場合は大学のＨＰや、先ほ
ど言った KALS の入試ガイドを見て調べるといいと思います。その次に内容ですね。出題分野と出題形式です。
過去３年分くらいみてみると、
「この大学は分析系が多いな」とか「この大学は発達心理が多いな」とか、だいた
いの傾向が見えてきます。
筆記試験は英語と専門科目と言いましたが、英語について少しお話ししますと、
「辞書持込可」という大学もあ
りますが、
「本番で辞書が使えるなら別に勉強しなくていいや」なんて思ったら大間違いなんですね。私が受験し
た大学院では、６０分の試験時間でひじょうに分量が多かったので、私は辞書なしでも意味がだいたい把握でき
るようにしていました。KALS では藤巻先生の『ミドルグレード英語』を受講して、辞書なしでも意味がわかる
ように訓練しました。ヒルガードもやりました。大学の図書館でヒルガードの訳せそうな章をコピーして、友達
と、
「ここはこういうことが書いてあるんだよね」と確認しあいながら勉強しました。KALS の『心理系英語』
でもヒルガードを引用していますよね。とても役に立つと思います。
入試前になったら、本番と同じ時間で、時間をはかって自分で解いてみるといいと思います。
「辞書可」の場合
なら辞書も机の上に置いてですね。
専門科目については、私は KALS の『心理学概論』がすごく役に立って、私の中では大ヒットの授業でした。
全部で１５章ぐらいだったと思いますが、毎回テーマが決まっていたので、
「次の回はこのテーマだから、今週中
に今回のテーマについてやっておこう」といった感じに、自分の勉強のペースメーカーになりました。先程もい
いましたが、学部の授業だけだとどうしても内容が偏ってしまうので、それを正す意味でもこの授業は有効だっ
たと思います。
専門科目の論述の対策ですが、私はまず「～について説明せよ」という形の問題に対処できるようにしようと
思いました。用語の定義、どんな場面で使われるのか、その長所と短所などを意識し、出てくる用語をチェック
して自分でメモをまとめました。そうすることで、やがて、
「ＡとＢの類似点と差異を述べよ」といった応用問題
にも、
「あのメモのどこどこにこう書いたな…」と思い出し、対処することができるようになるんですね。
学習法というのは本当に人それぞれで、自分に合った方法を取るのが一番いいと思うので、皆さんも自分なり
の方法を見つけ出してほしいと思います。
入試について
最後になりますが、入試についてです。出願のときに研究計画書を一緒に提出すると思うんですが、とても重
要なものなんですね。大学院の２年間で何をしたいかという意思表明のようなものなんです。これについては
KALS では先生方からの概要講義で詳しい説明があると思いますので割愛しますが、ポイントとしては、夢いっ
ぱいの計画ではなくて、具体的な研究の意義を追求するということを覚えておいてほしいと思います。
私は全部で３校受験しました。２校については、初日に英語と専門科目の試験があって、内１校はその日のう
ちに合格発表があって、１次合格者は次の朝また来てくださいという感じでした。筆記試験が終わってから、
「今
から採点しますから待っててください」と言われ、合格者の受験番号が張り出されるのを待ったんですが、これ
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は緊張しました。もう一校の場合は、後日掲示があって面接、という流れでした。受験勉強をしているときは、
どうしても筆記試験対策のみに目が行ってしまいがちですが、研究計画書と面接も合否をわける重要なポイント
なので、手抜きはできません。私の場合は、どこの大学院でも研究計画書については必ず聞かれました。
「この研
究の意義はなんですか」
「この研究は現実的だと思いますか」といった感じで。場合によっては統計学の知識を問
われる場面もありました。計画書については、自分で書いて終わりにするんではなくて、必ず第３者に見てもら
ったほうがいいと思います。友達とか先生に見てもらって、そのときに「これってどういう意味？」と聞かれた
ところはまず間違いなく大学院入試の面接でも聞かれるんですね。先にも言いましたが、
「なんとなく臨床心理士
の資格をとりたい」ではダメで、
「自分の研究したいテーマは何？」という点を掘り下げていくことが大事です。
「これについてはこういう学説がありますが、あなたはどう思いますか？」などと自分の意見を求められること
もあります。
以上、だいぶ時間も経ってしまいましたので、この辺りで終わりにしたいと思います。私の経験が少しでも皆
さんのお役に経てば幸いです。来年は皆さんが大学院の門をくぐられることをお祈りしまして、これで終わりと
させていただきたいと思います。ありがとうございました。
（KALS HＰ http://www.kals-net.jp/repo/shinri_2.html より）

ＫＡＬＳではチューター・スタッフが個別相談も行います。各校舎までお問い合わせください。

http://www.kals.jp/
河合塾KALS新宿校
河合塾KALS横浜校
河合塾KALS名駅校
河合塾KALS大阪校
河合塾KALS京都校

0120-19-5949 火-土 10:00～20:00 / 日 10:00～18:00(月曜休)
0120-39-5949 火-金 10:00～20:00 / 土・日 10:00～18:00(月曜休)
0120-16-8949 火-金 10:00～20:00 / 土・日 10:00～17:30(月祝休)
0120-27-2949 火-土 10:00～20:00 / 日・祝 10:00～18:00(月曜休)
0120-59-4149 火-土 10:00～20:00 / 日・祝 10:00～18:00(月曜休)
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