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（１） 次の英文を和訳しなさい。 
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出典：Damashek, A. L., & Chaffin, M. J. (2012). Child abuse and neglect. In P. Sturmey, & M. Hersen (Eds.), 

Handbook of evidence-based practice in clinical psychology, Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, p. 647. 
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（２） 次の英文を和訳しなさい。 
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出典：Taylor, C. T., & Amir, N. (2010). Attention and emotion regulation. In A. M. Kring, & D. M. Sloan (Eds.), 

Emotion regulation and psychopathology: A transdiagnostic approach to etiology and treatment, New York, NY: 

The Guilford Press, p. 383. 
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（３） 次の英文を和訳しなさい。 
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出典：Smetana, J. G. (2011). Adolescents, families, and social development: How teens construct their worlds. 

Chichester, UK: Wiley-Blackwell, p.13. 
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（４） 次の和文を英訳しなさい。 

 

認知神経科学は、認知過程に焦点を当て神経科学の知見に依拠する学問である。基本的に、認知神経科

学は、人の精神活動が脳内でどのように実行されているかを明らかにしようとする。認知神経科学では、

健常な実験参加者がある認知課題を遂行するときの脳を研究するという研究方法を採用している。脳のイ

メージ化の技術によって、特定の課題を実行するとき、脳のどの部位が活性化するのかを明らかにする。 

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                



（筑 波 大 学） 

 

 

  

 

平成 26 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 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) 注意の復帰抑制（IOR; inhibition of return）とはどのような現象か。またこの現象が内発的注意に

よるものであることを、実験的根拠と共に説明しなさい。 

 

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

 

 

 

 

 

 

(2) バドリー（Baddeley, 2000）の作動記憶（working memory）のモデルについて、中央実行系（central 

executive）以外の３つの構成要素を挙げ、それぞれの特徴を説明しなさい。 
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以下の共通問題に解答しなさい。 

 

(3) 記憶実験において、無意味綴り（nonsense syllable）を使用する場合があるが、その意義を説明し

なさい。 

 

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

 

 

 

 

 

 

(4) 協調的問題解決（cooperative problem solving）について具体的な方法を挙げながら、その長所と短

所を説明しなさい。 
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(5) レッパーら（Lepper et al., 1973；Greene & Lepper, 1974）が行った実験を紹介したうえで、 

アンダーマイニング現象（undermining phenomenon）について説明しなさい。 

 

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

 

 

 

 

 

 

(6) 内的作業モデル（internal working model）について説明しなさい。 
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(7) 社会的浸透理論（social penetration theory）について説明しなさい。 

 

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

 

 

 

 

 

 

(8) スリーパー効果（sleeper effect）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. マインドフルネス認知療法（mindfulness-based cognitive therapy）について説明しなさい。 

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

 

b. 移行対象（transitional object）について説明しなさい。 

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

 

c. 絵画欲求不満テスト（P-F スタディ；Picture-Frustration Study）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. フランクル（Frankl, V. E.）の心理学における貢献について述べなさい。 

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

 

e. Fisher の直接確率計算法（Fisher’s exact test）について説明しなさい。 

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

 

f. 重回帰分析（multiple regression analysis）における多重共線性（multicollinearity）について説明

しなさい。 

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                


