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（１） 次の英文を和訳しなさい。 

 

Empiricism 

A philosophy of science that accepts experience as the sole source of knowledge. As a result, 

sensory processes constitute the critical link between the environment and subjective knowledge, and 

observation through the senses becomes the standard criterion for the validity of empirical science. 

Scientific empiricism and psychology developed together in post-Renaissance Western thought. 

Empirical psychology received its initial comprehensive expression within the British philosophical 

tradition, and subsequently, in the latter part of the nineteenth century in Germany, two empirical 

models competed for the definitive framework of psychology. Twentieth-century psychological 

systems have differed primarily in their commitment to empiricism. 

出典：Brennan, J. F. (1982). History and systems of psychology. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, p. 355. 
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（２） 次の英文を和訳しなさい。 

 

In the assessment of elders whose mental competence may be questionable, it is common to obtain 

information from other informants, such as a spouse or grown child. In the assessment of younger 

adults, by contrast, data are typically obtained solely from the adults who are being assessed, mainly 

via interviews, tests, and questionnaires. Yet, meta-analyses of cross-informant correlations for 

assessment of adult psychopathology have revealed only modest agreement between self-reports and 

reports by others. A major challenge for improving assessment, taxonomy, and diagnosis of adult 

psychopathology is therefore to apply to adults the principles and methods for integrating 

multi-informant data that have been developed for children and adolescents. Other lessons learned 

from the developmental study of child and adolescent psychopathology can also be applied 

throughout adulthood. 

出典：Achenbach, T. M., & Rescorla, L. A. (2006). Developmental issues in assessment, taxonomy, and diagnosis of 

psychopathology: Life span and multicultural perspectives. In D. Cicchetti, & D. Cohen (Eds.), Developmental 

psychopathology (2nd ed.). Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, p. 140. 
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（３） 次の英文を和訳しなさい。 

 

The focused cognitive therapy approach to crisis intervention has five stages: The first stage is the 

development of a relationship with the patient and a building of rapport. If the therapist expects to 

aid the individual in crisis, he/she must earn some basic trust of this individual. The patient must 

feel comfortable enough to allow a free flow of information about the crisis in which he/she is 

currently involved. The therapist’s behavior is instrumental in developing this rapport. The therapist 

has to be able to convey a nonjudgmental attitude to the patient and a feeling of interest and concern 

in the patient’s problem. In a more serious crisis, levels of trust tend to develop more easily, thus the 

patient may have already assumed a certain level of trust in meeting with the therapist. Therefore, to 

some degree the rapport will not be as difficult to develop. However, in a less serious crisis, rapport is 

an especially important aspect of the counseling relationship because it may be more difficult to 

develop. 

出典：Dattilio, F. M., & Freeman, A. (Eds.) (2000). Cognitive-behavioral strategies in crisis intervention (2nd ed.).  

New York, NY: Guilford Press, p. 12. 
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（４） 次の和文を英訳しなさい。 

 

今まで大半の感情制御研究は，意図的で意識的な制御の形態に焦点を当ててきた。しかしながら，最

近では，非意識的な自己制御の形態に関する研究がかなり発展していて，そこでは，意識的な統制とは独

立に作用するいくつかの自己制御のメカニズムを明らかにしている。例えば，自動的な評価の過程が即座

に非意図的に作用して，ポジティブあるいはネガティブといった価値の観点でほぼすべての入力刺激を符

号化している。 
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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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(1) 感覚モダリティ（sensory modality）間の相互作用の例を１つ取り上げて説明しなさい。 

 

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

 

 

 

 

 

 

(2) 特徴統合理論（feature integration theory）における結合錯誤（illusory conjunction）について説明

しなさい。 
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(3) 記憶想起における二重処理理論（dual process theory）について説明しなさい。 

 

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

 

 

 

 

 

 

 (4) 正統的周辺参加（legitimate peripheral participation）について説明しなさい。 
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 (5) 思春期（puberty）について説明しなさい。 

 

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

 

 

 

 

 

 

(6) ごっこ遊び（make-believe play）について説明しなさい。 
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(7) 社会的比較（social comparison）における下方比較（downward comparison）について説明しなさ

い。 

 

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

 

 

 

 

 

 

(8) 説得における返報性（reciprocity）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. 行動化（acting out）について説明しなさい。 

 

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

 

b. 摂食障害（eating disorders）について説明しなさい。 

 

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

 

c. テスト・バッテリー（test battery）について説明しなさい。 
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d. 知能（intelligence）のとらえ方の歴史的変遷について説明しなさい。 

 

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

 

e. 疑似相関（spurious correlation）について，具体例を１つ取り上げて説明しなさい。 

 

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

 

f. 回帰効果（regression effect）について説明しなさい。 
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