
※年度は合格年度を表しています（20年度＝2020年試験向け）。

＜心理系対策講座＞ ＜福祉系対策講座＞ ＜家庭裁判所調査官対策講座＞

収録年度 収録年度 収録年度

心理学概論 ※1 新規 社会学 ※3 新規 心理学系　※1 ※5

臨床心理学 ※1 17年度 一般心理学 20年度 社会学 ※3 新規

社会心理学 ※1 18年度 社会福祉学 ※3 20年度 社会福祉学 ※3 20年度

教育心理学 19年度 教育学 ※3 20年度 教育学 ※3 20年度

認知心理学 20年度 社会心理学（福祉職） 18年度 刑法 ※6 19年度

心理測定・調査 08年度 社会調査 08年度 民法 ※7 新規

産業心理学 新規 教育学（矯正心理） ※4 新規

心理学概論 新規 社会福祉学（矯正心理） 18年度

社会心理学 18年度 福祉教育時事 新規 収録年度

臨床心理学 17年度 新規 政策論文対策 16年度

教育心理学 19年度 一般心理学 20年度 社会病理学 12年度

認知心理学 20年度 社会福祉学 20年度 社会福祉援助技術 19年度

心理測定・調査 09年度 教育学 20年度 児童福祉論 19年度

産業心理学 新規 社会心理学（福祉職） 18年度 教育方法学 11年度

社会調査 09年度 教育社会学 12年度

教育学（矯正心理） 19年度 家族社会学 12年度

収録年度 社会福祉学（矯正心理） 18年度 高齢者福祉論 16年度

心理学概論 19年度 民法 20年度

臨床心理学 17年度 刑法 15年度

社会心理学 18年度 収録年度 臨床心理学 17年度

科目

講
義
編

法律学系

講
義
編

演
習
編

社会学演
習
編

福祉系科目記述対策講座 （KB21481）

講
義
編

家裁調査官専門科目対策講座 （KB21488)

科目

心理系科目記述対策講座 （KB21480）

科目

家裁調査官２次記述対策講座 （KB21451）

科目

心理系科目対策講座 （KB21437） 福祉系科目対策講座 （KB21301）

科目 科目

2021年合格目標 心理・福祉系講座 教材作成年度一覧

社会福祉学 ※2 18年度 社会心理学 18年度 社会心理学 18年度

心理検査･測定 11年度 社会学 19年度 発達心理学 19年度

教育・発達心理学 19年度 社会福祉学 ※2 18年度 教育心理学 19年度

教育学 19年度 政策論文対策 16年度

児童心理学 19年度 社会病理学 12年度

ケースワーク 19年度 社会福祉援助技術 19年度

児童福祉論 19年度

＜教養科目対策講座＞ 教育方法学 12年度

教育社会学 12年度

収録年度 家族社会学 12年度

人文科学 新規 高齢者福祉論 16年度

自然科学 20年度 民法 20年度

社会科学 20年度 刑法 15年度

文章理解 新規 臨床心理学 17年度

社会心理学 18年度

発達心理学 19年度

教育心理学 19年度

答
練
編

科目

教養スペシャル（KB21476）

※1 「家裁調査官専門科目対策講座 心理学系」は、「心理系科目対策講座 講義編」の「心理学概論」

「臨床心理学」「社会心理学」と同内容になります。

※2  「心理系科目記述対策講座」の「社会福祉学」は、「福祉系科目記述対策講座」の「社会福祉学」と同内容になります。

※3 「福祉系科目対策講座 講義編」の「社会学」・「社会福祉学」・「教育学」は、「家裁調査官専門科目対策講座」の

「社会学」・「社会福祉学」・「教育学」と同内容になります。

※4 「福祉系科目対策講座 講義編 教育学（矯正心理）」は、「21地上 専門セレクト 教育学」（KB21266）と同内容となります。

※5 「心理学概論」は新規収録、「社会心理学」は18年度収録、「臨床心理学」は17年度収録となります。

※6 「家裁調査官専門科目対策講座 法律学系 刑法」は、「19総合職法律区分実力完成講座 刑法」（KB19433）と同内容となります。

※7 「家裁調査官専門科目対策講座 法律学系 民法」は、「21地上 専門マスター 民法」（KB21265）と同内容となります。

※「公務員試験の基礎の基礎」「教養マスター」「教養セ

レクト」「数的処理プラクティス」「過去問解きまくり解説講

座」「時事白書ダイジェスト」「論文マスター」「面接マス

ター」「必修数的処理」「範囲指定答案練習会」「人事院

面接・官庁訪問対策講座」は新規収録となります。

2021年合格目標 心理・福祉系講座 教材作成年度一覧

※1 「家裁調査官専門科目対策講座 心理学系」は、「心理系科目対策講座 講義編」の「心理学概論」

「臨床心理学」「社会心理学」と同内容になります。

※2  「心理系科目記述対策講座」の「社会福祉学」は、「福祉系科目記述対策講座」の「社会福祉学」と同内容になります。

※3 「福祉系科目対策講座 講義編」の「社会学」・「社会福祉学」・「教育学」は、「家裁調査官専門科目対策講座」の

「社会学」・「社会福祉学」・「教育学」と同内容になります。

※4 「福祉系科目対策講座 講義編 教育学（矯正心理）」は、「21地上 専門セレクト 教育学」（KB21266）と同内容となります。

※5 「心理学概論」は新規収録、「社会心理学」は18年度収録、「臨床心理学」は17年度収録となります。

※6 「家裁調査官専門科目対策講座 法律学系 刑法」は、「19総合職法律区分実力完成講座 刑法」（KB19433）と同内容となります。

※7 「家裁調査官専門科目対策講座 法律学系 民法」は、「21地上 専門マスター 民法」（KB21265）と同内容となります。

※「公務員試験の基礎の基礎」「教養マスター」「教養セ

レクト」「数的処理プラクティス」「過去問解きまくり解説講

座」「時事白書ダイジェスト」「論文マスター」「面接マス

ター」「必修数的処理」「範囲指定答案練習会」「人事院

面接・官庁訪問対策講座」は新規収録となります。

2021年合格目標 心理・福祉系講座 教材作成年度一覧


