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（１） 次の英文を和訳しなさい。 

 

John Watson (1878-1958), was an important early American psychologist whose theories were 

influential in the field of developmental psychology. Watson wrote an article published in 

Psychological Review called “Psychology as the Behaviorist Views It” that criticized the field of 

psychology as being too focused on mentalistic concepts. Watson believed in the importance of 

environmental influences in child development and he accepted Locke’s view of the tabula rasa. 

Watson(1925) once wrote, “Give me a dozen healthy infants, well-formed, and my own special world 

to bring them up in and I’ll guarantee to take any one at random and train him to become any type of 

specialist I might select―doctor, lawyer, artist, merchant-chief, and yes, even beggarman and 

thief―regardless of his talents, penchants, tendencies, abilities, and vocation and race of his 

ancestors.” Watson’s theory placed a great deal of responsibility on parents for raising competent 

children. Parents were charged with providing the right learning experiences, and to do so while 

avoiding overt, “sentimental” affection. Watson’s view was extreme; he believed that emotions, as well 

as thought, were acquired through learning. 

出典：The staff of Kaplan test prep and admissions (2008). GRE exam subject test : Psychology (4th 

ed.). New York : Kaplan Publishing, p.56. 
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（２） 次の英文を和訳しなさい。 

 

People who avoid affect avoid feelings and emotions. This means that they avoid experiencing 

feelings and expressing feelings, and they may also avoid provoking the experience and the 

expression of feelings in others. As is common in people who experience strong anxiety, avoidance is 

provoked by fear. Feelings in all their manifestations have become a source of threat, and the 

possibility of experiencing them, showing them, talking about them, or eliciting them in others 

induces a sense of vulnerability. People who avoid affect attempt to reduce perceived risks and use 

safety behaviours which dampen feelings down internally. Common safety behaviours include 

distraction, joking, intellectualizing, changing the topic, and disengaging. More dysfunctional, 

emotionally numbing safety behaviours include dissociating, binge eating, drinking, drug taking, and 

deliberate self-harm. 

出典：Butler, G., & Surawy, C. (2004). Avoidance of affect. In J. Bennett-Levy, G. Butler, M. Fennell, A. Hackmann, 

M. Mueller, & D. Westbrook (eds.). Oxford guide to behavioural experiments in cognitive therapy. New York :  

Oxford University Press, p. 351. 
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（３） 次の英文を和訳しなさい。 

 

Neuroimaging studies show that hypnosis affects neuron activity in brain areas previously 

implicated in conscious awareness, suggesting to some theorists that the procedure does indeed 

produce altered consciousness, as suggested by Hilgard’s theory.  When people are hypnotized, they 

are usually first guided into a state of mental relaxation. Studies have found that during this state, 

neural activity in key areas of the cerebral cortex and thalamus―brain regions that, as we noted 

earlier, are implicated in conscious awareness―slows down significantly. Hypnotized individuals are 

next guided into a state of mental absorption, during which they focus carefully on the hypnotist’s 

voice and instructions and actively block out other sources of stimulation, both internal and 

environmental. In fact, mental absorption has often been described as a state of total focus. During 

this state, cerebral blood flow and neural activity actually pick back up in key areas of the cerebral 

cortex, thalamus, and other parts of the brain’s attention and conscious awareness systems. 

出典：Comer, R., & Gould, E. (2011). Psychology around us.  Hoboken : John Wiley & Sons, p.175. 

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                



（筑 波 大 学） 

大学院入学試験答案用紙 

 

 人間総合科学研究科  心理専攻         コース  受験番号          番 

 

平成 24 年度（8 月期）筑波大学大学院博士課程人間総合科学研究科(博士前期課程) 

心理専攻 入試問題 外国語 【答案用紙は４枚ある】４枚中の４枚目 

 

（４） 次の和文を英訳しなさい。 

 

文脈とは，事象が発生する状況あるいは環境である。この用語は，外的な環境のみならず，内的状態

にも用いられる（たとえばある事象が，特定の薬物を投与した後で／幸福な気分の中で，体験される，な

ど）。文脈として，環境内のある特定の特性のみが関与している場合には，手がかりという言葉が用いら

れる。たとえば，ある事象の発生が，特定の音や光と対連合されるような場合である。 
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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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以下の共通問題に解答しなさい。 

 

(1) 知覚における恒常性（constancy）について説明しなさい。 

 

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

 

 

 

 

 

 

(2) 学習におけるシェイピング（shaping；反応形成ともいう）について説明しなさい。 
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以下の共通問題に解答しなさい。 

 

(3) 記憶の二重貯蔵モデル（two-store memory model）について説明しなさい。 

 

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

 

 

 

 

 

 

 (4) 動因低減説（drive reduction theory）について説明しなさい。 
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 (5) 人はなぜ遊ぶのかについて，遊び（play）に関する理論をいくつか挙げて説明しなさい。 

 

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

 

 

 

 

 

 

(6) 中年期の危機（middle age crisis）について説明しなさい。 
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以下の共通問題に解答しなさい。 

 

(7) 自己評価維持モデル（self-evaluation maintenance model）について説明しなさい。 

 

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

 

 

 

 

 

 

(8) 内集団バイアス（in-group bias）について説明しなさい。 
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以下の選択問題に解答しなさい。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。 

a. 境界性人格障害（borderline personality disorder）について説明しなさい。 

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

 

b. 心理検査における質問紙法（questionnaire）と投影法（projective test）の違いについて説明しなさい。 

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

 

c. 臨床心理面接における関与しながらの観察（participant observation）について説明しなさい。 
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 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。 

d. 1981 年にノーベル賞を受賞したスペリー（Sperry, R.W.）の心理学への功績について説明しなさい。 

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

 

e. 質問紙調査において注意すべき倫理的な配慮について説明しなさい。 

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

 

f. ノンパラメトリック検定（nonparametric test）について説明しなさい。 

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                


