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（１） 次の英文を和訳しなさい。 

 

Associations as the Basis for Concept Learning 

 One of the earliest studies of concept formation was conducted by Hull (1920). Hull 

hypothesized that the formation of a concept begins with the association of certain stimulus features 

with a particular response. This response was assumed to generalize to a number of objects 

containing these stimulus features. That is, Hull assumed that a subject would form the concept of 

“bird” by first associating some critical feature such as wings or feathers with the verbal response 

“bird”. Hull believed that once such an association had been formed, the same response would 

generalize to other objects containing these features. Thus, the tendency to group objects together 

into a concept was presumed to result from a stimulus-response association that generalizes to other 

similar stimuli. 

 To test this notion, Hull presented his subjects with a series of paired associates lists, each 

containing 12 stimulus-response pairs. In all these lists, the stimulus terms were Chinese language 

characters and the response terms were nonsense syllables. 

出典：Gordon, W. C. (1989). Learning and memory. Pacific Grove, CA: Brooks/Cole, p.186. 
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（２） 次の英文を和訳しなさい。 

 

 When children play imaginatively, in whatever context, they create a fictional world, which can 

be a way of making sense of their real world. Vandenberg (1986) states that to be human and live in a 

meaningful way within a culture requires that we live in and through a very sophisticated abstract 

system that is largely imaginary. Our social relationships and understanding of our world and our 

culture depend on our understanding of these systems of communication both verbal and non-verbal. 

Jokes, irony, skills of persuasion, figures of speech, are all part of this system as well as non-verbal 

signals and signs like eye contact, smiling. 

出典：Cattanach, A. (2003). Introduction to play therapy.  New York , NY: Brunner-Routledge, p.25. 
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（３） 次の英文を和訳しなさい。 

 

 Generating a treatment plan or a set of treatment recommendations is a complex task; it 

incorporates all of the qualities and characteristics that the patient brings to the treatment 

environment, as well as the resources of the therapist and the therapist's own personal and 

interpersonal environment. In developing a treatment plan, the therapist must initially attend to 

such concerns as treatment setting, format, mode, frequency, duration, and immediate goals. The 

therapist then proceeds to outline recommended interventions, using the dimensions of motivational 

distress, problem complexity, reactance level, and coping style to construct a strategy for 

psychotherapy. By gathering sufficient information before the initiation of treatment, the clinician 

can develop a plan to match the patient on his/her characteristics of interest.  

出典：Beutler, L.E. & Berren, M.R. (Eds.). (1995). Integrative assessment of adult personality. New York, NY: The 

Guilford Press, p.309. 
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（４） 次の和文を英訳しなさい。 

 

 個人が感情的な出来事について書くかもしくは話すと，重要な生物学的変化が起こる。例えば，実

験室での告白中に，トラウマについて話すことは，そうした開示の間もしくは直後に，血圧，筋緊張，皮

膚コンダクタンスの著しい低下をもたらす。こうした生物学的な効果は，感情について表出した参加者に

おいて最もよく見られる。 
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受験生は、共通問題８問、選択問題４問、計１２問について解答すること。 

1 問のみ選択して解答する選択問題については、複数の問に解答した場合、最初の問に対する解答のみを

採点の対象とし，それ以外については採点しません。選択しない問題は解答を書く欄に大きく×印をつけ

ること。 

 

 

共通問題について 

答案用紙１～４枚目の共通問題： 

すべての受験生は、共通問題(1)～(8)すべてに解答すること。 

 

選択問題について 

答案用紙５枚目の選択問題： 

選択しない問題は解答を書く欄に大きく×印をつけること。 

心理臨床コース受験者は、a.～c.の 3問すべてに解答すること。 

心理基礎コース受験者は、a.～c.のうちから 1問のみ選択して解答すること。 

 

答案用紙６枚目の選択問題： 

選択しない問題は解答を書く欄に大きく×印をつけること。 

心理基礎コース受験者は、d.～f.の 3問すべてに解答すること。 

心理臨床コース受験者は、d.～f.のうちから 1問のみ選択して解答すること。 
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(1) 網膜像（retinal image）は実像の逆転像であるが，なぜ正立して見えるのかについて説明しなさい。 

 

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

 

 

 

 

 

 

(2) サッチャー錯視（Thatcher illusion）から言えることを述べなさい。 
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(3) 問題解決（problem solving）の領域固有性（domain specificity）について説明しなさい。 

 

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

 

 

 

 

 

 

 (4) 自伝的記憶（autobiographical memory）とは何か，エピソード記憶（episodic memory）との関

係を含めて説明しなさい。 
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 (5) アイデンティティ拡散（identity diffusion）について説明しなさい。 

 

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

 

 

 

 

 

 

(6) ソシオメトリー（sociometry）について説明しなさい。 
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(7) ジェンダー・ステレオタイプ（gender stereotype）について説明しなさい。 

 

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

 

 

 

 

 

 

(8) 外見的魅力（physical attraction）に関する心理学的研究について説明しなさい。 
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 心理臨床コース受験者は、a.～c.の 3 問すべてに解答すること、心理基礎コース受験者は a.～c.のう

ちから 1問のみ選択して解答すること。 

a. ウェクスラー知能検査（The Wechsler Intelligence Scales）について説明しなさい。 

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

 

b. アパシー（apathy）について説明しなさい。 

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

 

c. 欲求不満-攻撃仮説（frustration-aggression hypothesis）について説明しなさい。 
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d. 学習研究におけるピアジェの構成主義（Piaget’s constructionism）の意味について説明しなさい。 

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

 

e. 大数の法則（law of large numbers）について説明しなさい。 

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

 

f. タイプⅠエラー（type Ⅰ error）とタイプⅡエラー（type Ⅱ error）について説明しなさい。 

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

 


