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（１） 次の英文を和訳しなさい。 

 

Psychologists have debated for decades the extent to which children’s behavior is due to genetic 

and innate characteristics or to their subsequent environmental experiences. A large and growing 

body of evidence now indicates that a substantial part of children’s hyperaggressiveness is due to 

internal biological and psychological processes which, if not innate, emerge within the first few years 

of life. In particular, a number of studies have shown a positive relationship between difficult and 

uninhibited temperaments in infancy and early childhood and subsequent aggression, delinquency 

and violence in childhood, adolescence, and adulthood. Furthermore, other characteristics of the child 

such as minor physical anomalies, unique brain waves, and early neurological impairment are also 

related to later aggression. Moreover, this relationship appears to be stronger for more violent types 

of aggression than for less violent types. 

出典：Moeller, T. G. (2001). Youth aggression and violence: A psychological approach. Mahwah, NJ: Lawrence 

Erlbaum Associates, p. 96. 
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（２） 次の英文を和訳しなさい。 

 

Despite never directly perceiving others' thoughts and feelings, humans can use an important 

source of understanding the internal experience of others: their own minds. This ability—called 

simulation—involves using one’s own thoughts, feelings, and intentions as a guide to what others are 

thinking, feeling, or intending. Although considerable research has demonstrated that people use 

themselves to understand others' mental states, theoretical discussions have tended to conflate two 

distinct types of simulation: mirroring and self-projection. Perceivers can understand others by 

mirroring their experience, vicariously experiencing another person’s mental states. At the same time, 

perceivers can also project themselves into another person’s situation, consider the thoughts and 

feelings engendered by that situation, and then infer that the other would think and feel similarly. 

出典：Waytz, A., & Mitchell, J. P. (2011). Two mechanisms for simulating other minds: Dissociations between 

mirroring and self-projection. Current Directions in Psychological Science, 20, p. 197. 
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（３） 次の英文を和訳しなさい。 

 

Though stereotypes may be completely inaccurate, they can powerfully influence people’s 

behaviors, interactions, and perceptions of others and themselves. In one study, researchers asked 

men and women to memorize a list of items. The researchers told some participants that the list 

included items they would find at a hardware store; others heard that the list included items at a 

grocery store. Though the list was the same in all cases, women performed better in the memorization 

if researchers told them they were memorizing a grocery list, and men did better if they heard they 

memorizing a list of items from a hardware store. Gender stereotypes informed the participants’ 

expectations for themselves and their ability to successfully memorize the list items. 

出典：Huntoon, A. (2009). Gender Stereotypes. In J. O'Brien (Ed.), Encyclopedia of gender and society. Thousand 

Oaks, CA: Sage Publications, p. 381. 
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（４） 次の和文を英訳しなさい。 

 

西洋の科学的心理学は、人はどのような文化に属しても、みな同じ心理的過程を有すると仮定してきた。

この仮定は、文化心理学者たちによって疑問視されることが多くなってきている。文化心理学とは、心理

学者、人類学者、社会学者をふくむ社会科学者による、学際的な運動である。個人が生活する文化が、人々

の心的表象と心理的過程にどのように影響するのかに関心を持つのが、文化心理学である。 
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○答案用紙１～６枚目のすべてに、コース名（心理基礎、心理臨床）のどちらかに〇をつけ、受験番号を

記入しなさい。 

 

○共通問題８問、選択問題４問、計１２問に解答しなさい。 

 

 

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。 

 

 

※ 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。 
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以下の共通問題に解答しなさい。 

 

(1) 感覚遮断（sensory deprivation） について説明しなさい。 

 

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

 

 

 

 

 

 

(2) オペラント条件づけ（operant conditioning）における消去（extinction）手続きとは何か、その結果

何が生じているのかを説明しなさい。 
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(3) ハーロー（Harlow, H.F.）の学習の構え（learning set）について、「転移（transfer）」という用語を

説明文に含めて記述しなさい。 

 

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

 

 

 

 

 

 

 (4) ローディガー（Roediger, H.L.）のテスト効果（testing effect）について説明しなさい。 
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 (5) 幼児期から児童期までの自己概念（self-concept）の発達について説明しなさい。 

 

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

 

 

 

 

 

 

(6) 双生児研究（twin study）について説明しなさい。 
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(7) 単純接触効果（mere exposure effect）について説明しなさい。 

 

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

 

 

 

 

 

 

(8) 最小条件集団パラダイム（minimal group paradigm）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. 催眠療法（hypnotherapy）について説明しなさい。 

 

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

 

b. 実験神経症（experimental neurosis）について説明しなさい。 

 

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

 

c. 急性ストレス障害（Acute Stress Disorder）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
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d. 第 1 四分位数（first quartile）と中央値（median）と第 3 四分位数（third quartile）について説明し

なさい。 

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

 

e. 質的変数（qualitative variable）を説明変数（独立変数ともいう）として用いる重回帰分析（multiple 

regression analysis）について説明しなさい。 

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

 

f. 進化論（evolution theory）が心理学に与えた影響について説明しなさい。 
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