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（１） 次の英文を和訳しなさい。 
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出典：Elkins, R. (2015). Communication: Golden nugget methods to communicate effectively - Interpersonal, 

influence, social skills and listening.  Createspace Independent Publishing Platform, p.9. 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：Schaefer, C. E., & Drewes, A. A. (2011). The therapeutic powers of play and play therapy. In C. E. Schaefer 

(Ed.), Foundations of play therapy, 2nd ed. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, p.17. 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：Cheavens, J. S., & Ritschel, L. A. (2014). Hope theory. In M. M. Tugade, M. N. Shiota, & L. D. Kirby (Eds.), 

Handbook of positive emotions. New York, NY: Guilford Press, p.396. 一部改変 
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（４） 次の和文を英訳しなさい。 

 

エピソード記憶は時間が経つにつれて消退し、その後の経験や知識による再構成の対象となる。感情の

記憶も時間とともに消退する。その結果、人々は過去に感じたはずの情報を再構成するために、他の情報

にますます頼ることになる。過去の感情を思い出すよう尋ねられたとき、人々はその一瞬の気持ちを取り

戻すことはできないだろう。その代わりに、部分的または全体的に、出来事（エピソード記憶）に関連す

る詳細や、その状況で感じた可能性のあるものに関する信念（意味記憶）に基づいて、再構成された過去

の気持ちを取り出すだろう。この再構成プロセスは、過去の感情や気分の強さについて偏った報告をもた

らす可能性がある。 
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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) Stratton, G. M. (1896) が逆転めがね（inverting spectacles）を用いて行った実験から示されたこと

について説明しなさい。 

 

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

 

 

 

 

 

 

(2) 「認知的葛藤（cognitive conflict）」を用いてストループ効果（Stroop effect）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) エフォートフル・コントロール（effortful control）について説明しなさい。 

 

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

 

 

 

 

 

 

 

(4) アクティブ・ラーニング（active learning）について、動機づけ（motivation）の観点から説明しな

さい。 
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(5) 成人形成期（emerging adulthood）について説明しなさい。 

 

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

 

 

 

 

 

 

 

(6) 馴化－脱馴化法（habituation-dishabituation method）について説明しなさい。 
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(7) フレーミング効果（framing effect）について説明しなさい。 

 

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

 

 

 

 

 

 

 

(8) 透明性の錯覚（illusion of transparency）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. 解決志向短期療法（solution-focused brief therapy）について説明しなさい。 
 

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

 

b. 心理アセスメント（psychological assessment）の方法について説明しなさい。 
 

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

 

c. 転移（transference）と逆転移（counter-transference）について説明しなさい。 
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ちから 1問のみ選択して解答すること。 

d. 順位相関（rank correlation）について説明しなさい。 
 

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

 

e. ベトナム戦争がアメリカの心理学に与えた影響について、論じなさい。 
 

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

 

f. 探索的因子分析（exploratory factor analysis）における因子数の決定について、説明しなさい。 
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