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（１） 次の英文を和訳しなさい。 
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出典：Wheeler, A. M., & Bertram, B. (2015). The counselor and the law: A guide to legal and ethical practice (7th ed.). Alexandria, 

VA: American Counseling Association, p.23. 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：Lopez, S. J., Pedrotti, J. T., & Snyder, C. R. (2015). Positive psychology: The scientific and practical explorations of human 

strengths (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, p.9. 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：Kabat-Zinn, J. (1990). Full catastrophe living: Using the wisdom of your body and mind to face stress, pain, and illness. 

New York: Delta, p.25. 

 

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                                                               



（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（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４枚目 

 

（４） 次の和文を英訳しなさい。 

 

メタ認知能力は，自身の認知的活動を対象化して捉え，また学習や問題解決場面でどのような方略を用

いることが適切かを判断する上で必要である。メタ認知能力には個人差があることが知られているが，ま

た同時に加齢との関係も徐々に明らかになってきている。例えば，高齢者は自分の記憶力には自信がある

としばしば報告するが，実際の記憶成績は低い傾向にあることが認知心理学の研究で明らかになっている。 

 

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                



（筑 波 大 学） 

 

平成 29 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) Craik & Lockhart（1972）が提唱した処理水準（levels of processing）説について説明しなさい。 

 

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

 

 

 

 

 

 

 

(2) 人間の精神活動にかかる時間を反応時間計測によって試みたドンダース（Donders, F.C.）の減算法

（subtraction method）についてその原理を説明しなさい。 
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以下の共通問題に解答しなさい。 

 

(3) ポートフォリオ評価（portfolio assessment）について説明しなさい。 

 

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

 

 

 

 

 

 

 

(4) ドゥエック（Dweck, C.S.）の暗黙の知能観（implicit theories of intelligence）について説明しなさ

い。 
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(5) 感情知能（emotional intelligence）について説明しなさい。 

 

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

 

 

 

 

 

 

 

(6) 反抗期（negativistic age）について説明しなさい。 
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(7) ソーシャルサポートの緩衝モデル（stress buffering model of social support）について説明しなさ

い。 

 

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

 

 

 

 

 

 

 

(8) 偏見と差別（prejudice and discrimination）について説明しなさい。 
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 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. 自殺促進要因（suicide risk factor）について説明しなさい。 
 

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

 

b. 統合失調症（schizophrenia）について説明しなさい。 
 

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

 

c. 注意欠如・多動症/注意欠如・多動性障害（Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder）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. ポジティブ心理学（positive psychology）について、これが提唱された歴史的背景に触れながら説明

しなさい。 

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

 

e. セマンティック・ディファレンシャル法（semantic differential method）について説明しなさい。 

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

 

f. 偏相関係数（partial correlation coefficient）の意味について具体例を出しながら説明しなさい。 

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                


