
（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 30 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：Barnhart, W. R., & Buelow, M. T. (2017). Assessing impulsivity: Relationships between behavioral and self-report measures 

in individuals with and without self-reported ADHD. Personality and Individual Differences, 106, pp. 41-42. 

 

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                



（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 30 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：Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2014). Autonomy and need satisfaction in close relationships: Relationships motivation theory. 

In N. Weinstein (Ed.), Human motivation and interpersonal relationships: Theory, research, and applications. Dordrecht, 

Netherlands: Springer, p. 65. 

 

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                



（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 30 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３枚目 

 

（３） 次の英文を和訳しなさい。 
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出典：Wainer, H., Bradlow, E. T., & Wang, X. (2007). Testlet response theory and its applications. New York, NY: Cambridge 

University Press, p. 50. 

 

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                



（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 30 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４枚目 

 

（４） 次の和文を英訳しなさい。 

 

実際的な精神的健康の基準とは、精神疾患を持たないことである。実際的な意味で行為が病的なのか正

常なのか異常なのかの評価は、しばしば、受容されている社会的な慣習に依存している。正常さが精神的

健康の基準として用いられた場合、正常さとは普通、統計的な頻度か、ある人が振る舞うべき方法として

の正常さから、定義される。 

 

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                



（筑 波 大 学） 

 

平成 30 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。 

 



（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 30 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) サイモン効果（Simon effect）について説明しなさい。 

 

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

 

 

 

 

 

 

 

(2) 図地分化（figure-ground segregation）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 30 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２枚目 

以下の共通問題に解答しなさい。 

 

(3) ウェイソン（Wason, P.C.）が用いた「４枚カード課題（four-card problem）」について説明しなさ

い。 

 

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

 

 

 

 

 

 

 

(4) 知能の CHC 理論（Cattell-Horn-Carroll theory）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 30 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) 原始反射（primitive reflex）について説明しなさい。 

 

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

 

 

 

 

 

 

 

(6) アイデンティティ・ステイタス（identity status）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 30 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４枚目 

以下の共通問題に解答しなさい。 

 

(7) 責任の拡散（diffusion of responsibility）について説明しなさい。 

 

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

 

 

 

 

 

 

 

(8) 自己知覚理論（self-perception theory）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 30 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. 反抗挑発症/反抗挑戦性障害（Oppositional Defiant Disorder）について説明しなさい。 

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

 

b. 弁証法的行動療法（Dialectical Behavior Therapy）について説明しなさい。 

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

 

c. 事例研究法（case study）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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平成 30 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. φ係数（phi coefficient）について説明しなさい。 

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

 

e. web パネル調査（web モニター調査）のサンプリングにおけるバイアス（bias）について説明しなさい。 

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

 

f. フロイト, S.（Freud, S.）が心理学の発展に与えた影響について述べなさい。 

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                


