
2022 年度 大学院入学試験問題（A 日程）（解答時間 60 分） 
修士課程 応用心理学専攻 

 

科目 専 門 受験番号  氏名  

 

 

問題１  次の問題のうち１つを選択し，その番号を記して，解答しなさい。  

１．少子化問題について，心理学的観点から論じなさい。  

２．インターネットやソーシャルメディアの普及に伴う心理学的課題について述べなさい。  

３．学習における生物学的制約の観点から味覚嫌悪学習について論じなさい。   

４．現在，授業のはじめに「めあて」を示す指導法が推奨されることが多いが，そのよいと思う点と，

悪いと思う点を１つずつ説明しなさい。   

５．小学校や中学校におけるソーシャルスキル教育について，よいと思う点と，悪いと思う点を１つ

ずつ説明しなさい。   

 

問題２  次の１．から 15．までの用語から６つを選択し，それらの番号を記して，それぞれ 100 文字

程度で，説明しなさい。  

１．月の錯視   ２．ＨＳＰ  ３．アバター  ４．テレワーク  ５．心的イメージ  ６．条件性情動  

７．プレマック (Premack)の原理  ８．マンドとタクト  ９．準実験法  10．構造方程式モデリング   

11．直観教授   12．到達度評価   13．隠れたカリキュラム  14．中１ギャップ  15.  準拠集団    

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                                                                                



2022 年度 大学院入学試験問題（A 日程）（解答時間 60 分） 
修士課程 応用心理学専攻 

 

科目 専 門 受験番号  氏名  
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２０２２年度 大学院入学試験問題（A日程）（解答時間 60分） 

修士課程 応用心理学専攻 
 

科目 英語 受験番号  氏名  

問題 次の英文を和訳しなさい。 

 

Over 4.3 billion books and magazines were produced in Japan in 1980, making it one of the world's most print-
saturated nations. But 27 percent of this total, or roughly 1.16 billion, were comics－manga－in magazine and book 

form. As some enterprising reporters have discovered, Japan now uses more paper for its comics than it does for its 
toilet paper. 

The most common form of Japanese comic today is the story-comic. It is first serialized in comic magazines and 
then compiled into books, and in its entirety may be thousands of pages long. The comic magazines－where most 

Japanese comics first appear－ are targeted separately at boys, girls, men, and women, but all are today 

characterized by an increasing crossover of readership. They bear little resemblance to American comic books. 
The most widely read comic magazines in Japan are what are loosely known as shōnen manga  ("boys' comics") 

and shōjo manga ("girls' comics"). They have squared, glued backs*, and are as thick as telephone books. The average 
boys' comic magazine, at less than a dollar**, is quite a bargain: it has 350 pages and contains as many as fifteen 
serialized and concluding stories－only 10 or 20 pages are devoted to ads or text. The cover and the first few pages 

are printed in eye-catching color on glossy paper, but unlike American comics the stories inside are in monochrome. 
As if to compensate, the first story may be printed in black ink with one color－such as red－overlaid. For variation, 

the rest of the stories may be printed on different shades of paper, usually rough and recycled. 
Few magazines of any kind anywhere in the world can match the circulations of the Japanese boys' comic 

magazines. In 1980 the top five, Shōnen Jump, Shōnen Champion, Shōnen Magazine, Shōnen Sunday, and Shōnen 
King－all weeklies－had combined sales of nearly 9 million. Shōnen Jump sometimes sells over 3 million copies a 

week. The popular American magazine Newsweek sells about the same number of copies as Shōnen Jump, but 
Japan's population is only half that of the United States. 

Japanese girls' comic magazines follow the same basic format as those for boys, but only two are weeklies. Far 
more girls' comic magazines take the form of biweeklies, monthlies, and special supplements. Again, circulations 
over 1 million are common－and so are single volumes with over 600 pages. 

 
* 背表紙 
** 本書が発行された 1983年のドル円レートは、1ドルおよそ 226円から 247円の間を上下していた。 
(出典：F. Schodt(1983), Manga! Manga! The World of Japanese Comics, Kodansha International, 12-13) 

 
 
                                                      

                                                      
                                                      
                                                      
                                                      
                                                      
                                                      

                                                      
                                                      
                                                      
                                                      
                                                      
                                                      

著作権上の都合により非公開
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２０２２年度 大学院入学試験問題（A日程）（解答時間 60分） 

修士課程 応用心理学専攻 
 

科目 英語 受験番号  氏名  

 
                                                      

                                                      
                                                      
                                                      
                                                      
                                                      
                                                      

                                                      
                                                      
                                                      
                                                      
                                                      
                                                      

                                                      
                                                      
                                                      
                                                      
                                                      
                                                      

                                                      
                                                      
                                                      
                                                      
                                                      
                                                      

                                                      
                                                      
                                                      
                                                      
                                                      
                                                      

                                                      
                                                      
                                                      
                                                      
                                                      
                                                      

                                                      
                                                      
                                                      
                                                      
                                                      



2022年度 大学院入学試験問題（Ａ日程）（解答時間 60分） 
 

修士課程 応用心理学専攻 
 

科目 小 論 文 受験番号  氏名  

 

 

問題  あなたの研究課題について、これを取り上げる理由を大学あるいは社会的経験とのかかわりで、できるだ

け具体的に論じなさい。  

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                                                                                



2022年度 大学院入学試験問題（Ａ日程）（解答時間 60分） 
 

修士課程 応用心理学専攻 
 

科目 小 論 文 受験番号  氏名  

 

 

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                                                                               

                                                                               

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                                                                               

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                                                                               

                                                                                

                                                                                

                                                                               



2022 年度 大学院入学試験問題（C 日程）（解答時間 60 分） 
修士課程 応用心理学専攻 

 

科目 専 門 受験番号  氏名  

 

 1 / 2 

 

問題１  次の問題のうち１つを選択し、その番号を記して、解答しなさい。  

１．条件づけにおける随伴性理論について述べ、その理論の限界について論じなさい。   

２．個人差研究の端緒と展開について、知るところを述べなさい。  

３．日本の高齢化社会の問題について、心理学的観点から論じなさい。  

４．小学校５、６年生に教科担任制を導入した場合、良いと思う点と、悪いと思う点を１つずつあげ

なさい。   

５． ICT 教育のメリットとデメリットについて説明しなさい。   

 

問題２  次の１．から 15．までの用語から６つを選択し、それらの番号を記して、それぞれ 100 文字

程度で、説明しなさい。  

１．刺激置換理論   ２．認知地図  ３．ガルシア効果  ４．遅延価値割引  ５．操作的定義   

６．マルチレベル分析  ７．テストバッテリー  ８．樹状突起と軸索  ９．ＧＳＲ  10．順向抑制  

11．普通教育   12．教育的瞬間   13．小１プロブレム  14．ソーシャルワーカー  

15.  キャリアパスポート    

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                                                                                



2022 年度 大学院入学試験問題（C 日程）（解答時間 60 分） 
修士課程 応用心理学専攻 

 

科目 専 門 受験番号  氏名  
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2022年度 大学院入学試験問題（C日程）（解答時間 60分） 

修士課程 応用心理学専攻 
 

科目 英語 受験番号  氏名  

 
次の英文を和訳しなさい。 

Osamu Tezuka＊ was born in 1928 and as a child was a fanatical fan of early Walt Disney 
animation. His cinematic-style stories in the immediate postwar years completely changed the entire 
concept of children’s comics. Today Tezuka remains on the front lines of the industry in creativity, 
productivity, and popularity. Among the people raised on his comics, he is akin to a national hero. 

One of Tezuka’s greatest strengths is that he is more than a comic artist. He has a parallel career 
in animation. In 1962 Tezuka formed Mushi Productions, where he animated some of his most popular 
stories, including Tetsuwan Atomu (“Mighty Atom,” known as  Astro Boy), Jungle Taitei (“Jungle 
Emperor” or Kimba, the White Lion), and Ribon no Kishi (“Princess Knight”), for television. As with 
comics, his work in animation has been pioneering; yet, as comics, Tezuka often confesses, comics, are 
his “wife” and animation is his “mistress” – a great deal of money being lavished on the latter. 
Unlike Walt Disney, Tezuka is more artist than administrator; in 1973 Mushi Productions went 
bankrupt. Tezuka still creates animation today with a new company, but investment is more 
restrained. 

Tezuka’s works are characterized by their humanism and respect for life ―as can be seen in his 
long-running series Buddha, and in Hi no Tori, or Phoenix. And as is the case with Black Jack, a saga 
of an outlaw doctor, his stories often have a scientific and medical bent. Why? Tezuka is a licensed 
physician with a medical degree from Osaka University’s College of Medicine. His research was done 
on the sperm of pond snails. 

Phoenix is Tezuka’s most intellectually challenging experiment. Man’s quest throughout the 
ages for the mythological phoenix, and for immortality, is used as a framework to analyze the meaning 
of life. The story converges on the present from both the future and the past, and jumps at random 
from ancient Japanese history to thousands of years in the future. Often the same characters appear 
in different reincarnations. Tezuka began drawing Phoenix in 1954 and despite several long lapses 
continues it today. It is what he calls his raifu wāku, or “life work.” 

Phoenix has been serialized in comic magazines for girls, boys, and young adults and now runs 
to over 3,000 pages, usually published as a nine-volume series of hardback or paperback books. 

 
［注］*手塚治虫：日本の漫画家・アニメーション作家。この文章は手塚治虫の生前に書かれたものである。 
［出典］Frederik, L. Shodt (1983). Manga! Manga! The World of Japanese Comics. Kodansha 

International., p.160. 原文を一部改変した。 
 
 

著作権上の都合により非公開
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2022年度 大学院入学試験問題（C日程）（解答時間 60分） 

修士課程 応用心理学専攻 
 

科目 英語 受験番号  氏名  
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2022年度 大学院入学試験問題（C日程）（解答時間 60分） 

修士課程 応用心理学専攻 

 

科目 小 論 文 受験番号  氏名  

  

問 題 あなたが関心を抱いている研究テーマあるいは領域について、客観的有効性を社会に向けて提示していく意義に関して、できるだ 

け具体的に論じなさい。 
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