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第 5 回公認心理師国家試験講評と解答 

（2022 年 9 月 19 日版講評） 

LEC 公認心理師講座作成担当（文責 神戸威行） 

本講評と解答速報について 

2022年 7月 17日に第 5回公認心理師国家試験が実施された。本講評では(1)第 5回試験の注目点、(2) 

第 5回試験対策で実施した予想を振り返って、(3) 今後に向けた予測と準備、(4) 第 6回試験に向けた

学習上の留意点として次年度（第 6回本試験）に向けた LECからの講座・模擬試験予定について説明

する。 

(注）なお各項目や評価は試験講評の責任者となる神戸独自の判断によるものである。参考程度に留めて頂

けたら幸いです。 

1. 第 5 回試験の注目点

① 第１回～第５回までの平均合格率は累積合格者数を加味した上で総合的に判断している。

回数 試験日 受験者数 合格者数 合格率 総得点 合格点 

第１回 2018 年 9 月 9 日 35020 27876 79.6 

230 

138 
第１回北 2018 年 12 月 16 日 1083 698 64.5 

第２回 2019 年 8 月 4 日 16949 7864 46.4 

第３回 2020 年 12 月 20 日 13629 7282 53.4 

第４回 2021 年 9 月 19 日 21055 12329 58.6 143 

第５回 2022 年 7 月 17 日 33296 16084 48.3 135 

121032 72133 59.6% 

・前回の講評（第 4回試験講評）においても「現任者試験が行われる第 5回までの間は、4割台から 5

割台の合格率で推移するレベルでの出題可能性も「まだある」点は覚悟しておいた方が良いだろう」

と説明させて頂いていた。第 5 回の試験においても累積合格者数を加味した上で総合的に判断され

た結果であったと推察している。 

・上記を踏まえて第 5 回試験向けの講評（第 4 回試験講評）では「G ルートにとって有利となる現場

の対応に近い事例は引き続き出題されるだろうし、現任者であることを確かめるような設題は続く

ものと推察される。D・Eルートにとっても実習での検討・振り返りなど、丁寧に深めていくことが

大切になってくるだろう。今後も、臨床実践の中で根拠のある心理的支援、関わりが理解できている

か、問われ続ける可能性は視野に入れておきたい」と予想を行って、講座を展開させて頂いた。第 6

回試験においても、実習教育の重要性を踏まえた出題になるものと想定され、その意味でも上述の傾

向は一部踏襲されるものと想定している。 
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・第 5回試験が終了し、累計で約 7 万 2 千人超の合格者数となった。これは第 1回試験の開始前から

想定されていた約 5 万人の合格者数を上回る結果となった。前回の講評では、『「公認心理師の活動

状況等に関する調査」にも記載されているように、調査時で多くの心理師が誕生していたにも関わら

ず、「心理支援へのアクセシビリティ」が充足されていない領域や地域も未だ多く、合格者数を減少

させる方向性とは考えづらい』と説明させて頂いた。さらに「第 6 回以降の試験（第 1 回～第 5 回

の現任者ルートの平均合格率と第 6 回以降の養成ルートの平均合格率の差を極力小さくする）を踏

まえると、現在も全体調整の意味合いが残っていることは否めない。過去の国家試験と同様に現任者

試験が行われる第 5回までその調整は続くものと考えられる」と補足させて頂いた。結果としては、

本仮説を支持するに足りうる結果となった。この方向性が持続されるとすれば、第 6 回以降の試験

においても、試験委員の調整を踏まえつつ、今後において期待される心理師の活動領域を視野に入れ

た出題がなされるものと思われる。今後も最新の動向を注視しながら皆様に発信できればと考えて

いる。 

 

②「障害者総合福祉推進事業」に関わる調査資料は以後の試験においても重要な資料となる。 

 ・前回試験の講評（第 4回試験後の講評）では「令和２年度障害者総合福祉推進事業」に基づく、公認

心理師協会発表の「公認心理師の活動状況等に関する調査」について触れ、第 4 回試験の予想にお

いても活用してきた点を説明させて頂いた（記載内容：「第 4 回試験対策では「公認心理師の活動状

況等に関する調査」が示唆する内容を加味し、BPの吟味・試験委員の分析、過去問題の統計的解析、

各種試験の出題動向、時事的な課題等の精査を通して、「予想模試」の構成に当たった」）。第 5 回試

験においても、「令和３年度障害者総合福祉推進事業」に基づく、公認心理師協会発表の「医療機関

における公認心理師が行う心理支援の実態調査」と、日本公認心理師養成機関連盟発表の「公認心理

師の養成に向けた各分野の実習に関する調査」を中心に、令和２年度「公認心理師の活動状況等に関

する調査」と他事業の報告書なども活用しながら講座を展開した。本事業に関わる資料（報告書）は、

公認心理師試験が心理師全体の現状と潮流、そして今後期待される公認心理師の方向性を反映して

いるものであり、今後の第 6 回試験においても重要性は変わらないものと考えている。以下に令和

３年度分のみリンクを記載しておく。是非一度目通しを頂けたら幸いである。 

  令和３年度障害者総合福祉推進事業 実施事業一覧（No.37と No.38 が上述した資料である） 

  https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000194160_00015.html 

 ・最新の報告書や論文、書籍の分析を通すことで LECに期待された「的確に出題キーワードや領域を

当てていく」という役割を果たすべく努めてきた。私個人でも各試験対策講座・模擬試験をはじめ、

YouTubeや twitterなどの SNSなども活用して、直前まで予想や傾向を伝えてきた。なお、第 5回

試験における直前の出題予想と傾向については、私個人のサイトではあるが、YouTube 上に残して

いる。是非一度ご視聴頂けたらと思う。今回の LECにおける各講座や模擬試験の的中率の高さを感

じて頂けるのではないかと感じている。本講評の中でも第 6 回試験対策として、第 5 回で発出した

予想と傾向について折に触れさせて頂く。第 6回もご期待頂けたら幸いである。 

   第 5回試験予想ライブ（YouTube上の動画 2本） 

   ７月３日版 （大項目予想） https://youtu.be/SH9DRgugE1s 

   7月 10日版（小項目予想） https://youtu.be/6bg-C9scHTU 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000194160_00015.html
https://youtu.be/SH9DRgugE1s
https://youtu.be/6bg-C9scHTU
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・以下に「医療機関における公認心理師が行う心理支援の実態調査」より本試験対策で活用した資料の一

部を掲載する。第 5回試験の出題内容と照らし合わせてご吟味頂けたら幸いです。 

 

 
引用：「医療機関における公認心理師が行う心理支援の実態調査」（一般社団法人公認心理師協会）pp.354 
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引用：「公認心理師の活動状況等に関する調査」（一般社団法人公認心理師協会）pp.75 

（赤四角は第 4回試験対策時に、緑四角は第 5回試験対策時に追加した予想項目である） 
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引用：「公認心理師の活動状況等に関する調査」（一般社団法人公認心理師協会）pp.200 

 

 

引用：「公認心理師の活動状況等に関する調査」（一般社団法人公認心理師協会）pp.334 

 

 



6 
LEC 東京リーガルマインド                             無断転載・頒布を禁じます 

 

 

 

引用：「公認心理師の活動状況等に関する調査」（一般社団法人公認心理師協会）pp.335－336 

 

 

 

 



7 
LEC 東京リーガルマインド                             無断転載・頒布を禁じます 

 

 

 
引用：「公認心理師の活動状況等に関する調査」（一般社団法人公認心理師協会）pp.337－338 
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引用：「公認心理師の活動状況等に関する調査」（一般社団法人公認心理師協会）pp.339－340 
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https://www.jacpp.or.jp/document/pdf/20220706_pdf/medicalfees_cpp.pdf 

 

 

引用：「公認心理師の活動状況等に関する調査」（一般社団法人公認心理師協会）pp.257 

https://www.jacpp.or.jp/document/pdf/20220706_pdf/medicalfees_cpp.pdf
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引用：「公認心理師の活動状況等に関する調査」（一般社団法人公認心理師協会）pp.252 
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2. 第 5 回試験対策で実施した予想を振り返って 

・第 6 回試験では、第 1 回～第 5 回の出題内容・データ等を活用しながら、養成課程における教育を踏

まえた出題となることが推察される。第 6 回の方向性を語る前に、第 1 回から第 4 回の総括がなされ

た出題である第 5回にて実施した予想について振り返りつつ本試験を吟味したい。 

 

③ 第５回試験対策における予想内容 

・LEC 公認心理師試験対策講座では「①２０２２予想模試＋②２０２２～２０１９基礎力チェックテス

ト＋③YouTube 補足演習」の３種の予想を軸に展開していった。また①～③の予想を展開する上で背

景となる講座を「④完成講座＋⑤５領域・テーマ・関係行政論講座＋⑥直前生講座」として設定した。 

・また直前対策を踏まえ、YouTube 上にて全体の方向性を予想した⑦「大項目」予想（７月３日）を実

施し、さらに詳細のキーワードを解説した⑧「小項目」予想（７月１０日）を実施した。以下にＡ「大

項目」予想、Ｂ「小項目」予想、Ｃ「YouTubeで取り扱った補足演習」（ライブ上で演習をしながら予

想演習の補足を行った）、D「基礎力チェック模試」、E「予想模試」、F「第５回本試験内容項目・正解・

LEC各講座での取扱項目（適合確認）」を記載する。 

・LEC 各講座と予想で説明した項目を照らし合わせると、154 問中 149 問で取扱いがあったことが確認

できた。第 5回試験における各講座のカバー率は 96.7％となった。以下の転載資料では講座内容以外の

適合が確認できる。大項目と小項目の予想、そして時事内容をカバーした YouTube での取り扱い演習

項目を踏まえると、ほぼ全体的にカバーでき、手ごたえを感じている。なお予想は先述の「第 5回試験

の注目点」で取り扱った各資料・報告書、試験委員の検討等を踏まえたものである。第 6回以降も大項

目や小項目で取り扱った予想や傾向は続くものと考えている。第 6回を受験される方も是非ご確認頂けた

らと思う。 

 

Ａ） 直前予想（大項目） … ７月３日予想ライブのスライドより 
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Ｂ） 直前予想（小項目） … 第 5回公認心理師試験対策（最終確認で意識しておきたい 10項目） 

①権利擁護に関わる出題 

・セルフアドボカシー、被害者支援、子どもの権利、ハーグ条約、社会的養護、ACP、共同意思決定

支援、両立支援、合理的配慮、自立活動（6 区分 27項目）、成人年齢引き下げ（少年法適用・児

童福祉法による保護規定の継続） 

 

②公衆衛生の出題傾向は続く 

・診療報酬に収載されている公認心理師が関与する業務 

   がん緩和、摂食障害、両立支援、アルコール依存、薬物依存、精神救急、周産期など 

   →公認心理師協会「診療報酬制度に関する情報」も要チェック（20220706） 

    先行する他国家試験との出題バッティングなどもあるので注意 

   

③連携・リエゾンに関わる出題 

・家族支援・支援者支援（含アウトリーチ） 

・心理社会的支援、地域包括ケアシステム 

・両立支援や意思決定支援に関わる連携・リエゾン 

・女性・母子保健に関わる連携・リエゾン（周産期、女性の心理的問題と支援、健やか親子） 

・腎不全・透析、認知症・フレイル、高次脳機能障害、心疾患 

・個人情報保護と情報管理（含診療録等） 

   →厚生労働省令和 3年度障害者総合福祉推進事業、「医療機関における公認心理師が行う心理支援

の実態調査」報告書を確実にチェックしておこう。少なくとも第 4章の考察と提言は確認を！ 

  

④心身症・心身医学 

・健康・医療心理学領域は確実に押さえておきたい。 

・インフォームドコンセント、疾病予防（予防医学の３態・健康日本 21）、アドヒアランス、クリニ

カルパス（クリティカルパス） 

・計画的行動理論、社会的認知理論、自己効力感、ストレスマネジメント、トランスセオリティカル

モデル（認知行動 AP・動機づけ・行動変容）、リラクセーション、エクスポージャー、ACT 

・各疾患に対する病態生理（過去問） 

・ホルモン（内分泌）などの知識、甲状腺機能関連症状、睡眠障害、起立性調節障害、摂食障害、過

敏性腸症候群、潰瘍性大腸炎等の復習もお忘れなく。 

 

⑤アセスメントの説明・倫理・フィードバック 

・包括的な心理アセスメントの視点を改めて意識したい 

   →厚生労働省令和 3年度障害者総合福祉推進事業、「医療機関における公認心理師が行う心理支援

の実態調査」報告書 

・初回面接に関わる出題（MSE的視点を含む） 
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⑥発達と発達障害（自閉スペクトラム症を含む） 

・発達に関わる各種心理検査についても確認頂けたら幸いです（スクリーニング・個別検査） 

・発達理論（認知・知能・言語とコミュニケーション・リテラシー・認知的情報処理と記憶の発達・

対人関係・情動・パーソナリティ・自己の発達） 

 

⑦注意・記憶・遂行機能と各疾病・障害 

・遂行機能、注意、記憶の相互依存性 

・注意障害と各種アセスメント 

・記憶の分類と障害・各種スクリーニング（スクリーニング・総合検査・個別検査） 

・遂行機能障害（アセスメント・介入と支援・メタ認知方略） 

 

⑧「ライフサイクルと医療における公認心理師の支援」と「取り組むべき課題と専門性」 

・厚生労働省令和 3 年度障害者総合福祉推進事業「医療機関における公認心理師が行う心理支援の

実態調査」報告書では改変が加えられている点に注意。 

・「取り組むべき課題と専門性」は全体版の P252と P256に図表記載。 

・前年の報告書からの領域確認もお忘れなく。 

 

⑨前週のキーワードチェックリスト、試験委員リストなどの確認もお忘れなく 

・深堀りしすぎず、過去問や模試と照らし合わせながら最終確認。最終確認を通して折り合いをつけ

るようにしておきましょう。 

・学校領域や精神科領域に見られる鉄板問題の復習もお忘れなく。 

 

⑩前年度取り上げた 7項目は引き続き意識しておいてください 

・公衆衛生に関わる法令と統計（含医療法・精神保健福祉法） 

・周産期に伴う精神症状と支援 

・サイコオンコロジーと終末期ケア 

・認知症に伴う心身の変化とケア  

・精神薬理と副作用（アドヒアランス・薬物動態・PMDA） 

・摂食障害（含 DSM-5） 

・せん妄（含各種精神症状） 

→前年お伝えした、厚生労働省令和 2 年度障害者総合福祉推進事業「公認心理師の活動状況等に

関する調査」報告書も確認してみてください。 
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Ｃ） YouTubeで取り扱った補足演習 （過去に実施済の模試から問題をセレクション） 

①4月 3日実施 

・問１ （２０１９－問４０） 心理検査法 

・問２ （２０１９－問３８） 活動記録表・事例 

②4月 10日実施 

・問３ （２０１９－問１）  大脳辺縁系 

・問４ （２０１９－問５）  精神症状・状態像 

・問５ （２０１９－問４１） エンパワメント 

・問６ （２０１９－問４２） 禁煙外来における動機づけ支援 

・問７ （２０１９－問４４） 初回面接・事例 

・問８ （２０１９－問６５） ポジティブ心理学 

・問９ （２０１９－問１１０）気分障害 

③4月 17日実施 

・問１０（２０１９－問４３） 動機づけ面接・事例 

・問１１（２０１９－問６４） 自己効力感 

・問１２（２０１９－問６０） 内観療法 

・問１３（２０１９－問１０６）描画法・芸術療法 

・問１４（２０１９－問１００）自己判断による服薬中断・事例 

・問１５（２０１９－問１１２）心理検査・事例 

④4月 24日実施 

・問１６（２０１９－問５０） 学生相談・事例 

・問１７（２０１９－問８０） 臨床神経心理学における知識 

・問１８（２０２０－問３３） 抗精神病薬の作用・副作用 

・問１９（２０２０－問４７） バウムテスト 

・問２０（２０２０－問２５） 精神科リハビリ 

⑤5月 1日実施 

・問２１（２０１９－問１２４）無料電話相談・事例 

・問２２（２０２０－問５２） 査定面接 

・問２３（２０２０－問８２） 自律訓練法 

・問２４（２０２０－問８６） サイコオンコロジー 

・問２５（２０２０－問６４） 心因性発熱 

⑥5月 4日実施 

・問２６（２０２０－問１２９）自傷行為 

・問２７（２０１９－問１３０）生活習慣病関連 

・問２８（２０１９－問７１） てんかん発作 

・問２９（２０２０－問２３） マタニティブルー 

・問３０（２０２１－問１２４）神経心理学的検査① 

・問３１（２０２０－問７４） 進路指導 
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⑦5月 7日実施 

・問３２（２０２０－問１２８）学生相談 

・問３３（２０２０－問５４） ＰＴＳＤにおけるストレス反応 

・問３４（２０１９－問５７） ストレスチェック調査票の必須項目 

・問３５（２０１９－問７９） ジェンダー・セクシャリティ 

・問３６（２０２１－問１）  双極性障害のアセスメント 

・問３７（２０２１－問２８） アセスメント結果のフィードバック 

⑧5月 15日実施 

・問３８（２０２０－問３９） 治療構造 

・問３９（２０１９－問１０２）フォーカシング 

・問４０（２０２１－問３１） 刑事施設 

・問４１（２０２０－問１７） ＳＳＴ 

・問４２（２０２０－問５５） 不育症 

・問４３（２０２１－問５６） 神経心理学的検査② 

⑨5月 22日実施 

・問４４（２０２１－問３６） 心身症・事例 

・問４５（２０２１－問１５４）成年後見制度 

・問４６（２０２０－問５６） リラプス 

・問４７（２０２０－問７０） 潜在記憶 

・問４８（２０２０－問３０） 地域包括支援センター① 

・問４９（２０２０－問７８） 高齢者・病態の特徴 

⑩5月 29日実施 

・問５０（２０２１－問１０） ストレスと生理・心理的反応 

・問５１（２０２１－問４１） 生活困窮者自立支援法 

・問５２（２０２１－問５１） ギャンブル依存 

・問５３（２０２１－問５３） プライミング 

・問５４（２０２１－問４０） 地域包括支援センター② 

・問５５（２０２１－問６）  認知症患者の家族支援 

⑪6月 5日実施 

・問５６（２０２１－問６７） 関係性と適応 

・問５７（２０２０－問１２７）Ｐ－Ｆスタディ 

・問５８（２０２１－問１２７）吃音 

⑫6月 12日実施 

・問５９（２０２１－問２０） せん妄の対応 

・問６０（２０２１－問７７） 描画法 

・問６１（２０２１－問６０） 指定難病・難病法 

 

 



16 
LEC 東京リーガルマインド                             無断転載・頒布を禁じます 

⑬6月 19日実施 

・問６２（２０２１－問８）   がん患者家族のケア 

・問６３（２０２１－問３）   大学生の自殺リスク 

・問６４（２０２１－問１６）  限局性恐怖症 

・問６５（２０２１－問９５）  実行機能 

⑭6月 25日実施 

・問６６（２０２１－問２２）   合理的配慮 

・問６７（２０２１－問１２３） 会話の公準と認知 

・問６８（２０２１－問１２６） 起立性調節障害 

・問６９（２０２１－問２３）  認知症のアセスメントツール 
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Ｄ１） 基礎力チェック模試２０２２ 
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Ｄ２） 基礎力チェック模試２０２１ 
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Ｄ３） 基礎力チェック模試２０２０ 
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Ｄ４） 基礎力チェック模試２０１９ 
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Ｅ） 予想模試２０２２ 
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Ｆ） 第５回本試験内容項目・正解・LEC各講座での取扱項目（適合確認） 
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3. 今後に向けた予測と準備 

④第 6回試験においても第１回～第 5 回の実施を踏まえた難易度の調整は続いていくものと推測。 

・第 5回では「午前は約 15150字」（第 4回約 15500 字・第 3 回約 16600 字）「午後は約 14550 字」

（第 4回 14350字・第 3回 15900字）であった。第 4回からの読み込ませる総量は大きく変化はな

いものの、一部の事例問題では読み込ませる量を増やし、難易度の調整を図っていた。 

・第 3 回は読み込む量を増加させ、知識問題の理解のレベルを前年より難化させ、事例をやや易化さ

せたことで、全体の文字数と時間との調整がなされていた。第 4 回はその逆とまではいかないが、

知識はシンプルに名称や内容を聞く出題を増やして易化させ（第 1回に近似）、事例では判断の迷い

そうな出題も織り交ぜながら前年よりも難易度を上げたものと考えられる。特に事例ではリード文

の部分カットを含め情報量を調整したことで、読み込む量は減少したものの、かえって判断が難しく

なった問題が散見された。今回の第 5 回試験では、養成課程ルートにおける実習指導を踏まえた設

問として、①事例の情報量を増加させる中でアセスメントに必要な情報を的確に抽出できる力を試すような

設問が散見された。また第 4回試験と同様に、第 5回試験では問 78の出題を代表に、②リード文の中

から判断材料となる情報を一部カットすることで、難易度が調整されていた。この出題傾向は第 6 回試験以

降も続くものと考えられる。総じて第 5回試験では、上述の①と②の出題パターンを組み合わせつつ、心

理師として必要な判断能力や主訴理解を試す複合的な設問が出題されていた。その意味でも難易度は総

合的に上昇していると考えてよい。言い換えると、正答を抽出するまでの判断プロセスを増やすことで難

易度を調節し、一見読み解きやすそうに感じられても、実際は判断に迷ったり、判断要素不足によるエラーを

しやすくなるように設定したものと考察している。 

 ・前回の講評では「第 5回試験はやや難化するものと考えている。その意味でも、今まで採られてきた

手法は引き続き視野に入っているものと思われる。5割程度想定するならば、第 3回と同じ程度の調

整は行われる可能性もあるため用心はしておきたい」と記載した。第 6回でも同様に難化は続くもの

と捉えて頂きたい。加えて、試験の構成そのもの（出題数・事例数・択二を含め）も変化する可能性がある

点に留意が必要である。もちろん第 1 回～第 5 回までの総括を踏まえた上で、データ等も活用しな

がら第 6 回は実施されるだろう。しかし、今後は養成課程ルートが受験者の中心となるため、その

点を踏まえた出題構成になると思われる。LECでも受験生の皆様に第 6回試験に向けて的確な情報

を提供できるよう引き続き準備を進めていきたい。 

・時間管理の件については、継続して講評においても記載しているが、第 3 回では受験生にとって解

きやすい設題は午後に設定し、迷わせる設題を前半から中盤に設定していた。そのためは受験生によ

っては、前半から中盤に時間を多く使ってしまい、平易な後半の設問に時間を十分に使えなかった人

も多かった。第 4 回では出題方式と文字量の調整により、時間切迫による課題は少なくなったもの

の、前半から中盤の設題に悩ませる設題が配置されていた点は変わらなかった。第 5 回では、正答

に導くための判断プロセスが増えているため（難易度を高めすぎず、選択肢を切るための判断材料が

複数必要となる設問）、判断をする上で想定以上に時間がかかるような設問が多かった。選択肢に迷

って判断がつかずに時間切迫になってしまう受験生も散見された。この傾向は今後も続くものと思

われる。第 6 回も難易度を物理的な調整によって上げてくるとすれば、設題の配置調整に加えて時

間切迫が加わることで、追い込まれる受験生も引き続き多くなるのではないかと感じられる。準備不

足とならないよう心掛けたいものである。 
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 ・択二については過去の講評の中で、①第 1 回試験～第 2 回試験までは、難易度・制限時間の調整役

（スタビライザー）として機能していた点、②第 3 回では事例を中心に択二の正答率の高さが際立

っていた点、第 4 回では③過去の出題から判断できる選択肢が多く（少なくとも一択は過去の出題

から判断が可能である）、もう一つの選択肢が実質的に問われている点を説明した。第 5回では上述

した③を中心に①と②の要素も出題され、全ての要素が出題されるような総合的な択二の出題とな

った。前回の講評では「今後もこの傾向は続くものと推察される」と記載させて頂いたが、第 6回も

この傾向は続くと予想している。 

・やはり、国家試験において、知識や事例など「内容レベル」での難易度の調整することは限界がある

のだ。その意味でも試験委員が着目しているのは物理的なレベル（時間や設問設定）での難易度の調

整である点は改めてお伝えしておきたい。 

 

⑤（前年度同様）実務的な問いや臨床像の理解に関する問いも多く見られた 

・第 5 回試験においても医療系を中心に十分な臨床経験を積んでいれば確実に解けた問題が多く出題さ

れていた。今後も試験向けの知識だけでは簡単に解答できないように作問されるものと思われる。先述

してきた直前予想の大項目や小項目、そして模擬試験等においても、この点については繰り返しお伝え

してきた。また講座においてもそれらを踏まえた上で展開を行ってきた。例えば大項目の「セルフアドボ

カシー、リエゾン・連携、個人情報の取り扱い、コンプライアンス・インフォームドコンセント、心理師の気づきと危

機管理対処」の全ての項目において出題がなされていた。同様に小項目の予測として取り上げた「①権利

擁護、②公衆衛生、③連携・リエゾン、④心身症・心身医学、⑤アセスメントの説明・倫理・フィードバック、⑥発

達と発達障害（自閉スペクトラム症を含む）、⑦注意・記憶・遂行機能と各疾病・障害、⑧ライフサイクルと医療

における公認心理師の支援・取り組むべき課題と専門性、⑨キーワードチェックリスト・試験委員リスト、⑩前年

度 7項目」においても多く出題がなされていた。なお、詳細は先述した資料に加えて、予測説明をした

YouTube 上の動画も当時の日付のまま残しているので、ご確認を頂きたい（ズバリそのままというの

も多かったと思われる）。 

・これらの予測の根源として、心理支援に求められる喫緊の課題であったり、公認心理師に求められる専

門性について問われ続けている点を講座や SNS等を通じて折に指摘してきた。これは「心理職の現任

者」として十分な臨床経験を積んでいれば確実に解けた問題は多かったと言っても過言ではない。や

や、厳しい表現とはなるが、本試験はあくまで「心理職の現任者」としての G ルートであった点に留

意をして頂きたい。また養成課程ルートであっても受験時はまだ十分な実習や経験を積んできている

時期ではないため、不安を感じるような出題が多かったと思われる。ただし、合格後は経験年数に関係

なく、皆同列の国家資格である「公認心理師」として取り扱われるため、一定程度の現場レベル（十分

な実習経験を含む）の力量が試される可能性を視野に準備をしていくのが良いと感じる。 

・特にこれから心理職を目指そうとしている（本気系の）受験生は、前年の講評と同様の激励にはなるが、

目の前の試験にとらわれすぎず、取得後のことも踏まえた準備をおススメしたい。現時点では、心理と

しての現場を持っていなくても構わないので、機会の折に現場の心理職とも情報交換を行ったり、系統

立てて学ぶことも大切なので、講座の受講をするなど、残り 8 ヵ月の受験まで心理の学習に没入する

機会を多く持たれることが大切だと思われる。 
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・私見だが、公認心理師はただ取得するのではなく、どう取得していくかによって取得後の未来が結構変

わってくるものだと感じている。しっかり学んで 7割・8割を確実に取れるように準備するにこしたこ

とはない。ここから残りの 8 カ月悔いのないように頑張って欲しい。 

・加えて、今までの講評と同様に現場で説明する際にも必要と思われる病態生理の知識、薬理、脳機能に

対する問い、臨床像への理解を問う、やや突っ込んだ理解を試す設問は変わらず出題されていた。前回

の講評の中でも、「不安」「抑うつ」に関わる 2軸について深めておく重要性を述べてきた。また第 5回で

はもう 1つ軸が加わる（心理支援や療法と連動する形式も含まれる）ものと想定していた。実際は想定通り、

上述 2 軸を踏まえて療法や事例を連動した出題であったり、健康・医療心理学領域を加味した出題が多く視

察された。また脳機能に関しても小項目での予想通り、遂行機能や注意に関わる出題が視察された。第 6

回でも同様に病態生理の知識、薬理、脳機能に対する問い、臨床像への理解を問う、やや突っ込んだ理

解を試す設問は出題されるだろう。丁寧な準備を心掛けたいところだ。詳細は講座や各種発信の中で説

明をしく予定である。 

 

⑥LEC 講義・模試・各種予測発信のカバー率に関して 

・全体として 154問中 149問がカバー（適合率 96.7％）できていた。 

・今年も引き続き高カバー率の結果となり、個人的には出来すぎに思うが、第 6回対策も 85％を超える

ように謙虚に取り組みたい。 

・本年も取得後に差のつく魅力的な講座となるように設定していきたい。LEC の講座は初めて本格的に

心理を学ぼうとする方から、読み解きづらい専門対策書の読み解きや、確実な合格に向けて取り組みた

い方まで、ある意味網羅的な講座となっている点が特長と言える。困った際はご遠慮なくコールセンタ

ーに相談を頂くか（0570-064-464）、HPのフォームから相談のメールを頂けたら幸いである。 

https://www.lec-jp.com/system/soudan/ 
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4. 第 6 回試験に向けた学習上の留意点  

⑦合格に向けて意識を高くもつこと（非効率学習のススメ）再掲載 

・第 5 回試験を見て理解できたように、十分な臨床経験のない方や、他領域の方には厳しい内容の試験

であったと思われる。やはり、基礎からしっかり時間をかけて勉強して頂きたい。試験に合格するだけ

の知識や理解であるならば、あまた存在する公認心理師の中で生き残ることは難しい。現場を含めて研

鑽し、地道に学んだ分だけ力になるのが心理の良さとも言える。 

・国家資格は「受かるか、諦めてやめるか」の 2 択しかない。たとえ他領域であっても、その資格を取っ

てどう活かすかは自分次第であり、周りの言葉は気にする必要はない。ただし、取得後は公認心理師と

して資質向上を続ける必要性と、職責への自覚を持ち続けることが不可欠であり、その覚悟がないなら

やめておいた方が良い試験でもある。また領域に関わらず積極的に先達の心理師と繋がり、教わった

り、一緒に学ぶ機会を多く持つように意識して頂けたらと願っている（取得後も）。 

・公認心理師として学び続けることに価値を見出したとすれば、まず心理師資格の取得までモチベーシ

ョンを保ち続けて欲しい。他社を含めていろいろな教材や講座があり、学ぶ環境は他国家資格と比べて

も充実している。上手に組み合わせつつ、試験対策を進めていって欲しい。 

 

＜補足＞ 

・YouTube・Twitter・アメブロに関しては最新の試験傾向や心理学習に役立つ情報を発信しています。

試験に関する情報も引き続き発信していく予定です。引き続きのご視聴を宜しくお願い致します。 

 https://www.youtube.com/channel/UCx2pYl6conFMXfiTnqn6QFQ 

 https://twitter.com/eimei_psy 

 https://ameblo.jp/gohdontake/ 

 

★LEC 講座・模試を活用して第６回公認心理師国家試験の合格をつかみ取りましょう★ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－第 5 回公認心理師国家試験講評と解答速報は以上です－ 

https://www.youtube.com/channel/UCx2pYl6conFMXfiTnqn6QFQ
https://twitter.com/eimei_psy
https://ameblo.jp/gohdontake/

