
（筑 波 大 学） 

 

 

大学院入学試験答案用紙 

 

 心理学学位プログラム（心理基礎科学・心理臨床学）サブプログラム 受験番号        番  

 

令和 4 年度（8 月期）筑波大学大学院 人間総合科学学術院 人間総合科学研究群 博士前期課程  

心理学学位プログラム 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。もし解答欄が足りない場合には，解答用紙の裏に記入しなさい。 
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出典：Eggen, T. J. H. M. (2010). Three-category adaptive classification testing. In van der Linden, W. J., & Glas, C. 

A. W. (Eds.). (2010). Elements of adaptive testing. New York, NY: Springer, p. 373. 一部改変 
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（２） 次の英文を和訳しなさい。もし解答欄が足りない場合には，解答用紙の裏に記入しなさい。 

 

I  

a  

j  

w  

T  

p  

c  

i  

f  

i  

d  

出典：Shoemaker, C., Detrick, S., Buchman, B., Rogers, J., &, Hatcher, S. L. (2020). Permission granted, 

permission denied: Informed consent and recordings. In Hatcher, S. L., & Jacquin, K. M. (Eds.). (2020). Psychology 

Ethics in Everyday Life. Santa Barbara, CA: Fielding University Press, p.31. 一部改変 
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（３） 次の英文を和訳しなさい。もし解答欄が足りない場合には，解答用紙の裏に記入しなさい。 
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出典：Francis, P. C., & Horn, A. S. (2017). Mental health issues and counseling services in US higher education: An 

overview of recent research and recommended practices. Higher Education Policy, 30, pp. 263–264. 一部改変 
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 心理学学位プログラム（心理基礎科学・心理臨床学）サブプログラム 受験番号        番  

 

令和 4 年度（8 月期）筑波大学大学院 人間総合科学学術院 人間総合科学研究群 博士前期課程  
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（４） 次の和文を英訳しなさい。 

 

複数のタスクを同時に行うと、同じタスクを単独で行った場合に比べて成績が低下することがよく知ら

れている。しかしこれまで、実証研究においてあまり注目されてきていないのが、自分の課題達成を監視・

評価する能力は、マルチタスクによって影響を受けるかどうかという点である。二重課題はメタ認知にど

のような影響を与え、課題達成とどのように関係しているのだろうか？我々はこの問題を、視覚的二重課

題のパラダイムに確信度判断を用いて検討した。 

 

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                



（筑 波 大 学） 

 

 

  

 

令和 4 年度（8 月期）筑波大学大学院 人間総合科学学術院 

人間総合科学研究群 博士前期課程 心理学学位プログラム 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、サブプログラム名（心理基礎科学、心理臨床学）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。 

心理臨床学サブプログラム受験者は、a.～c.の 3 問すべてに解答すること。 

心理基礎科学サブプログラム受験者は、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。 

心理基礎科学サブプログラム受験者は、d.～f.の 3 問すべてに解答すること。 

心理臨床学サブプログラム受験者は、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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大学院入学試験答案用紙 

 

心理学学位プログラム（ 心理基礎科学  ・ 心理臨床学 ）サブプログラム  受験番号          番 

 

令和 4 年度（8 月期）筑波大学大学院 人間総合科学学術院 人間総合科学研究群 博士前期課程 

心理学学位プログラム 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) 意味的プライミング（semantic priming）について説明しなさい。 

 

 

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

 

 

 

 

 

 

 

(2) ラッセルの円環モデル（Russell's circumplex model）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 

 

心理学学位プログラム（ 心理基礎科学  ・ 心理臨床学 ）サブプログラム  受験番号          番 
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心理学学位プログラム 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) ローレンツ（Lorenz, K.）によって指摘された、刻印づけ（刷込み; imprinting）について説明しなさ

い。 

 

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

 

 

 

 

 

 

 

(4) プレマックの原理（Premack principle）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) DOHaD（Developmental Origins of Health and Disease）について説明しなさい。 

 

 

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

 

 

 

 

 

 

 

(6) 心の理論(theory of mind)について説明しなさい。 
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心理学学位プログラム（ 心理基礎科学  ・ 心理臨床学 ）サブプログラム  受験番号          番 
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以下の共通問題に解答しなさい。 

 

(7) プロスペクト理論（prospect theory）について説明しなさい。 

 

 

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

 

 

 

 

 

 

 

(8) 潜在連合テスト（IAT; Implicit Association Test）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。 

 心理臨床学サブプログラム受験者は、a.～c.の 3 問すべてに解答すること、心理基礎科学サブプログラム

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. 複雑性 PTSD（complex post-traumatic stress disorder）について説明しなさい。 
 

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

 

b. ミニメンタルステート検査（MMSE; Mini Mental State Examination）について説明しなさい。 
 

                                               

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

 

c. 動機づけ面接（motivational interviewing）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。 

 心理基礎科学サブプログラム受験者は、d.～f.の 3 問すべてに解答すること、心理臨床学サブプログラム

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. ロジスティック回帰分析（logistic regression analysis）について説明しなさい。 
 

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

 

e. 仮説検定（hypothesis testing）における過誤（error）について説明しなさい。 
 

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

 

f. 自然災害におけるサイコロジカル・ファースト・エイド（psychological first aid）の役割について説明しなさい。 
 

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                


