
（筑 波 大 学） 

大学院入学試験答案用紙 
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平成 28 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：Ungar, M. (2015). Resilience and culture: The diversity of protective processes and positive adaptation. In Theron, L. C., 

Liebenberg, L., & Ungar, M. (Eds.). (2015). Youth resilience and culture: Commonalities and complexities. London, UK: Springer, 

p.38. 一部改変 
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（２） 次の英文を和訳しなさい。 
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出典：Jodoin, E. C., & Robertson, J. (2013). The public health approach to campus suicide prevention. New Directions for Student 

Services, 141, p.18-20. 一部改変 
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（３） 次の英文を和訳しなさい。 
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出典：Fiske, S. T., & Taylor, S. E. (2013). Social cognition: From brains to culture (2nd ed.). London, UK: Sage, p.19. 一部改変 
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（４） 次の和文を英訳しなさい。 

 

子どもの社会的規範の理解やその変化については様々な考えがある。例えば，Piaget は，幼児期の子

どもにおける社会的規範は，権威者である大人によって定められた絶対的な決まりとして捉えられるとし

ている。そして，その後は自律的な段階へと移行し，他者との社会的相互作用を通して自ら社会的規範を

構築するようになると考える。 

 

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                



（筑 波 大 学） 

 

 

  

 

平成 28 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) Shepard & Metzler（1971）が報告した心的回転（mental rotation）について説明しなさい。 

 

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

 

 

 

 

 

 

(2) 連続聴効果（auditory continuity 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２枚目 

以下の共通問題に解答しなさい。 

 

(3) アトキンソン（Atkinson, J. W.）の期待‐価値理論（expectancy-value theory）について説明しな

さい。 

 

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

 

 

 

 

 

 

(4) 自己参照効果（self-reference effect）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) 視点取得（perspective-taking）について説明しなさい。 

 

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

 

 

 

 

 

 

(6) 発達加速現象（developmental acceleration）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) ドア・イン・ザ・フェイス（door-in-the-face）技法について説明しなさい。 

 

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

 

 

 

 

 

 

(8) 正常性バイアス（normalcy bias）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. 分離不安症/分離不安障害（Separation Anxiety Disorder）について説明しなさい。 

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

 

b. 文章完成法テスト（SCT；sentence completion test）について説明しなさい。 

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

 

c. ペアレント・トレーニング（parent training）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. 尖度（kurtosis）と歪度（skewness）について説明しなさい。 

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

e. 剰余変数（extraneous variable）について説明しなさい。 

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

 

f. 認知神経科学（cognitive neuroscience）について説明しなさい。 

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                


