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（１） 次の英文を和訳しなさい。 
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出典：Davis, T. E., & Osborn, C. J. (2000). The solution-focused school counselor: Shaping professional practice. 

Philadelphia, PA: Accelerated Development, p. 17. 
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（２） 次の英文を和訳しなさい。 
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出典：Phillips, W. J., Hine, D. W., & Thorsteinsson, E. B. (2010). Implicit cognition and depression: A meta-analysis. 

Clinical Psychology Review, 30, p. 692. 
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（３） 次の英文を和訳しなさい。 
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出典：Pintrich, P. R., & Schunk, D. H. (2002). Motivation in education: Theory, research, and applications (2nd ed.). 

Upper Saddle River, NJ: Merrill Prentice Hall, p. 258. 
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（４） 次の和文を英訳しなさい。 

 

心理学における多くの知見から、人は暗示にかかりやすいことが示されている。情報は、人の態度、気

分や感情を変容させ、さらには以前には経験していない出来事を経験したと信じさせてしまうまでの影響

を人に与えることができることが明らかにされている。このことは、実験を行う前のインフォームド・コ

ンセントによって与えられる情報が、実験参加者に想定外の影響を及ぼす可能性を示唆している。 
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平成 26 年度（2 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 専門科目 【表紙１枚の他に、答案用紙は６枚ある】 

 

 

○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) 反転図形（reversible figure）について説明しなさい。 

 

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

 

 

 

 

 

 

(2) ボトムアップ処理（bottom-up processing）とトップダウン処理（top-down processing）について、

それぞれ、文字の認識過程を例に説明しなさい。 
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以下の共通問題に解答しなさい。 

 

(3) 改訂学習性無力感理論（reformulated learned helplessness theory）について説明しなさい。 

 

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

 

 

 

 

 

 

(4) 社会的スキル（social skills）について説明しなさい。 
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(5) 共同注意（joint attention）について説明しなさい。 

 

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

 

 

 

 

 

 

(6) 自尊感情（self-esteem）について説明しなさい。 
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(7) 関係性攻撃（relational aggression）について説明しなさい。 

 

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

 

 

 

 

 

 

(8) 没個性化（脱個人化，deindividuation）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. アクセプタンス・コミットメント・セラピー（ACT; acceptance and commitment therapy）について説明

しなさい。 

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

 

b. ランダム化比較試験（RCT; randomized controlled trial）について説明しなさい。 

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

 

c. 行為障害（conduct disorder）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、d.～f.のうちから 1問のみ選択して解答すること。 

d. 行動主義（behaviorism）について説明しなさい。 

 

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

 

e. コールバーグ（Kohlberg, L.）の道徳性発達理論をめぐる論争について説明しなさい。 

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

 

f. Z 得点（Z-score）について説明しなさい。 

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                


