
（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 （ 心理基礎 ・ 心理臨床 ）コース  受験番号         番 

 

平成 27 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 外国語 【答案用紙は４枚ある】４枚中の１枚目 

 

（１） 次の英文を和訳しなさい。 
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出典：Stirling, E. (2010). Valuing older people: Positive psychological practice. West Sussex, UK: Wiley-Blackwell, p. 27. 

 

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                



（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 （ 心理基礎 ・ 心理臨床 ）コース  受験番号         番 

 

平成 27 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 外国語 【答案用紙は４枚ある】４枚中の２枚目 

 

（２） 次の英文を和訳しなさい。 
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出典：Aderka, I. M., Haker, A., Marom, S., Hermesh, H., & Gilboa-Schechtman, E. (2013). Information-seeking bias in social 

anxiety disorder. Journal of Abnormal Psychology, 122, pp. 7-8. 一部改変 
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心理専攻 入試問題 外国語 【答案用紙は４枚ある】４枚中の３枚目 

 

（３） 次の英文を和訳しなさい。 
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出典：Lobman, C., & Lundquist, M. (2007). Unscripted learning: Using improv activities across the K-8 curriculum. 

New York, NY: Teachers College Press, p. 1. 一部改変 
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大学院入学試験答案用紙 
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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。 

 

人間は、ほかの成員がいるときのほうが素早く反応する。この社会的促進は、ほかの人たちが同じ課題

を行っている場合か、ただ単に見守っている場合に起こる。他者の存在は人々の注意を狭めるようである。

このことが、単純な反応に対する正しい遂行を促進し、複雑な反応に対する遂行を妨げる。人間の場合、

評価への関心のような認知的要因も役割を演ずる。 

 

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                



（筑 波 大 学） 

 

 

  

 

平成 27 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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平成 27 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】６枚中の１枚目 

以下の共通問題に解答しなさい。 

 

(1) 視覚的断崖（visual cliff）を用いた実験例を挙げ、それからわかることを記しなさい。 

 

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

 

 

 

 

 

 

(2) 体性感覚におけるホムンクルス（homunculus）について説明しなさい。 
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大学院入学試験答案用紙 
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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】６枚中の２枚目 

以下の共通問題に解答しなさい。 

 

(3) 三項強化随伴性（three-term contingencies of reinforcement）について説明しなさい。 

 

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

 

 

 

 

 

 

(4) ピグマリオン効果（Pygmalion effect）について説明しなさい。 
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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】６枚中の３枚目 

以下の共通問題に解答しなさい。 

 

(5) 心の理論（theory of mind）における誤信念課題（false-belief task）について説明しなさい。 

 

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

 

 

 

 

 

 

(6) 知能（intelligence）の発達的変化について説明しなさい。 

 

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                



（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（ 心理基礎  ・ 心理臨床 ）コース  受験番号         番 
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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】６枚中の４枚目 

以下の共通問題に解答しなさい。 

 

(7) 根本的な帰属の誤り（fundamental attribution error）について説明しなさい。 

 

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

 

 

 

 

 

 

(8) 確証バイアス（confirmation bias）について説明しなさい。 
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人間総合科学研究科  心理専攻（ 心理基礎  ・ 心理臨床 ）コース  受験番号         番 

 

平成 27 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】６枚中の５枚目 

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. 自閉症スペクトラム障害（Autistic Spectrum Disorder）について説明しなさい。 

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

 

b. MMPI（Minnesota Multiphasic Personality Inventory）について説明しなさい。 

 

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

 

c. EMDR（eye movement desensitization and reprocessing）について説明しなさい。 
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平成 27 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】６枚中の６枚目 

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. 人間性心理学（humanistic psychology）が心理学に与えた影響について論じなさい。 

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

 

e. 最尤推定法（maximum likelihood estimation）について説明しなさい。 

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

 

f. クラスター分析（cluster analysis）の心理学における利用について論じなさい。 

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                


