
（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（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 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：Kiyonaga, A., & Egner, T. (2013). Working memory as internal attention: Toward an integrative account of internal 

and external selection processes. Psychonomic Bulletin & Review, 20, p. 228. 
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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２枚目 

 

（２） 次の英文を和訳しなさい。 
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出典：Light, S., & Zahn-Waxler, C. (2012). Nature and forms of empathy in the first years of life. In J. Decety (Ed.), Empathy: 

From bench to bedside. Cambridge, MA: MIT Press, p. 110. 
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（３） 次の英文を和訳しなさい。 
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出典：Morrison, J. (2008). The first interview (3rd ed.). New York, NY: Guilford Press, p. 16. 
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（４） 次の和文を英訳しなさい。 

 

虚偽研究とは、実験の目的や実験手続に関して真ではなく偽の情報を与える研究である。例えば、不安

が課題成績に及ぼす影響を調べるとき、まず不安が喚起される状況を設定し、そのときの課題成績を測定

する。もしこの実験の対象者が大学生であるならば、不安を喚起させる方法の一つとして、制限時間内で

は最後までは終わらない知能検査を受けさせ、その際に「大学生であれば、この検査は難なくやり遂げら

れる」と教示する方法が考えられる。 

 

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                



（筑 波 大 学） 

 

 

  

 

平成 27 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) アフォーダンス（affordance）について説明しなさい。 

 

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

 

 

 

 

 

 

(2) 仮現運動（apparent movement）について説明しなさい。 
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以下の共通問題に解答しなさい。 

 

(3) 自己調整学習（self-regulated learning）について説明しなさい。 

 

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

 

 

 

 

 

 

(4) 学級集団内の子どもたちの人間関係を測定する方法を２つ取り上げて、それぞれについて説明しなさ

い。 
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以下の共通問題に解答しなさい。 

 

(5) エリクソン（Erikson, E.H.）の役割実験（role experimentation）について説明しなさい。 

 

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

 

 

 

 

 

 

(6) 選好注視法（preferential looking method）について説明しなさい。 
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以下の共通問題に解答しなさい。 

 

(7) 傍観者効果（bystander effect）について説明しなさい。 

 

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

 

 

 

 

 

 

(8) 社会的アイデンティティ（social identity）について説明しなさい。 
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平成 27 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】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. 心的外傷後ストレス障害（PTSD; posttraumatic stress disorder）について説明しなさい。 

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

 

b. 遊戯療法（play therapy）におけるアクスライン（Axline, V.M.）の８原則について説明しなさい。 

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

 

c. ハーディネス（hardiness）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. マン = ホイットニーの U 検定（Mann-Whitney U test）について説明しなさい。 

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

 

e. パーソナリティ検査（personality test）の歴史的展開について説明しなさい。 

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

 

f. 決定係数（coefficient of determination）について説明しなさい。 

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

 


