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（１） 次の英文を和訳しなさい。 
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出典：Schunk, D. H., & Usher, E. L. (2012). Social cognitive theory and motivation. In R. M. Ryan (Ed.), The Oxford handbook of 

human motivation. New York, NY: Oxford University Press. p.13. 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：Kret, M. E., & Tomonaga, M. (2016). Getting to the bottom of face processing: Species-specific inversion effects for faces 

and behinds in humans and chimpanzees (Pan Troglodytes). PLOS ONE, 11(11), e0165357. Abstract 一部改変 
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（３） 次の英文を和訳しなさい。 
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註：ERA: English and Romanian Adoption，BEIP: Bucharest Early Intervention Project 

出典：Esposito, E. A., & Gunnar, M. R. (2015). Early deprivation and developmental psychopathology. In M. Lewis, & K. D. 

Rudolph (Eds.), Handbook of Developmental Psychopathology, 3rd ed. New York, NY: Springer, p.376. 一部改変 
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（４） 次の和文を英訳しなさい。 

 

情動制御は、パーソナリティの特定の側面に結びついている可能性がある。柔軟かつ効果的な方法で情

動制御方略を特定し、アクセスし、採用する能力には、かなりの個人差がある。情動制御におけるこれら

の個人差は、ビッグファイブモデルのさまざまなパーソナリティ次元、神経症傾向、外向性、誠実性、協

調性に関連することが見いだされてきた。例えば神経症は情動制御不全と関連していることが、外向性は

情動経験の理解と制御に関連していることが見いだされている。 
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○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) プレグナンツの法則（principles of pregnancy）について説明しなさい。 

 

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

 

 

 

 

 

 

 

(2) ウェーバーの法則（Weber's law）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) 共感性（empathy）について説明しなさい。 

 

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

 

 

 

 

 

 

 

(4) 自己効力感（self-efficacy）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 

 

平成 29 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３枚目 

以下の共通問題に解答しなさい。 

 

(5) ストレンジ・シチュエーション法（strange situation procedure）について説明しなさい。 

 

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

 

 

 

 

 

 

 

(6) フリーターとニート（NEET）について青年心理学の立場から説明しなさい。 
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(7) 心理的リアクタンス（psychological reactance）について説明しなさい。 

 

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

 

 

 

 

 

 

 

(8) ソシオメーター理論（sociometer theory）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. 双極Ⅰ型障害（Bipolar I Disorder）について説明しなさい。 
 

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

 

b. 持続エクスポージャー法（prolonged exposure）について説明しなさい。 
 

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

 

c. WAIS-Ⅲ（Wechsler Adult Intelligence Scale － Third edition）における群指数（index score）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 

 

平成 29 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 
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 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. 効果量（effect size）について説明しなさい。 
 

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

 

e. 信頼性（reliability）と妥当性（validity）、およびそれらの関係について説明しなさい。 
 

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

 

f. 心理学における個人差（individual differences）研究の展開について説明しなさい。 
 

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                


