
 （心理学（矯正心理専門職必須）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【正答 ３】 



【No. 8】 乳幼児期の発達に関する記述として最も妥当なのはどれか。

1.ボウルビィ(Bowlby,J.)は 特定の対象に対する特別な情緒的結び付きを愛着(attachment)

と名付け 乳児期に 愛着対象とその他を区別した行動が見られない段階から 愛着行動が極め

て活発になる段階を経るとした。そして 成長とともに特定の対象に対する愛着は消失するとし，

これがいつまでも残存すると その後の自立や社会性の伸長を阻害するとした。

2.エインズワース(Ainsworth,M.D.S.)らは 乳児期の母子間の情緒的結び付きの質を観察し

その測定法としてストレンジ・シチュエーション法を開発し 乳児の反応に基づき 三つの類型

に分類した。このうち 母親との分離場面では激しく泣き 再会場面では身体的接触を求めると

同時に母親を叩くなど 分離に伴う怒りの感情を素直に示せるタイプを 安定型」とした。

3.マーラー(Mahler,M.S.)は 新生児は母親との共生状態にあるとし そこから自己像と他者

像が分化していくと考えた。自他の区別が始まり やがて安定した他者像を内在化させる過程は

分離－個体化過程と呼ばれ ４段階に分けられる。そのうちの 再接近期」では 子どもは分離に

ついて両価的な状況であり この時期に母親の応答が不適切な場合 再接近期危機と呼ばれる不

安定な状態に陥るとした。

4.エリクソン(Erikson,E.H.)は人の発達を８段階に分け 各段階特有の課題を対概念で示した。

それによれば 乳児期の発達課題は 基本的信頼」対 基本的不信」であり 心の深いところで自己

肯定し 世界への基本的信頼を培っていくことであるとした。一方 不信の感覚は否定的な自己

像につながるため経験すべきではないとし 養育者は徹底的に乳児の行動を受容することが重要

だとした。

5.ファンツ(Fantz,R.L.)らは 乳児の興味や視覚的能力を観察するための手法として選好注視

法を開発し 実験的研究を行った。それによれば 眼の前に複雑さの異なる二つの図形を並べて

呈示されると 生後１年頃まではどちらの図形も同程度の長さで注視するが 生後１年を過ぎる

と より複雑な刺激や人間の顔が描かれたものを長く注視するとした。

（心理学（矯正心理専門職必須））

【正答　３】



【No. 20】 次は 異なる教授法と教材が学力に及ぼす影響について検討した研究の記述である。Ａ，

Ｂに当てはまる語句の組合せとして最も妥当なのはどれか。

なお 統計処理に当たり 実験計画上の問題はないものとする。また の箇所は 設

問の都合により伏せてある。

＜研究概要＞

高等学校において 二つの教授法(教授法１と教授法２)と二つの教材(教材１と教材２)が生徒の

学力に及ぼす効果を調べることを意図した研究が行われた。

研究に参加した生徒は 事前テストにより学力の等質な４群(１群60名 計240名)に群分けさ

れた。第１群の生徒は 教授法１と教材１」 第２群の生徒は 教授法１と教材２」 第３群の生徒は

教授法２と教材１」 第４群の生徒は 教授法２と教材２」を利用した一連の授業に参加した。計画

された授業スケジュールが終了した後に 生徒は 評価対象である学力を調べるための事後テスト

を受験した。

＜分散分析の結果＞

表１は 各群の事後テストの成績(100点を満点とする)を要約したもの 表２及び表３は 事後

テストの成績の分散分析の結果を要約したものである。

教材１を用いた場合 事後テストの成績に対する二つの教授法の Ａ 。教材２を用いた場

合 教授法２は教授法１よりも有意に事後テストの成績を向上させた。また 教授法１においては，

事後テストの成績に対する二つの教材の Ａ 。教授法２においては 。したがっ

て 本研究においては Ｂ が 評価対象とする学力の向上に対して効果的であったといえ

る。

要因Ａ 要因Ｂ サンプル数 平均点 標準偏差

教授法１ 教材１ 60 60.54 7.11

教授法１ 教材２ 60 62.15 8.97

教授法２ 教材１ 60 63.08 9.18

教授法２ 教材２ 60 74.74 9.20

表１ 事後テストの成績の要約

（心理学（矯正心理専門職必須））



Ａ Ｂ

1.効果は統計学的に等しかった 教材の種類に関係なく 教授法２

2.効果は統計学的に等しかった 教材２と教授法２の併用

3.効果に傾向差が認められた 教材の種類に関係なく 教授法２

4.効果に有意差は認められなかった 教材２と教授法２の併用

5.効果に有意差は認められなかった 教材の種類に関係なく 教授法２

要因 自由度 平方和 平均平方 値

教授法 1 3434.37 3434.37 45.03＊＊

教材 1 2638.06 2638.06 34.59＊＊

教授法×教材 1 1513.89 1513.89 19.85＊＊

誤差 236 18000.00 76.27

全体 239 25586.33

表２ 分散分析表

＊＊： .01

要因 自由度 平方和 平均平方 値

教材１における教授法 1 193.94 193.94 2.54 ..

教材２における教授法 1 4754.32 4754.32 62.33＊＊

教授法１における教材 1 77.54 77.54 1.02 ..

教授法２における教材 1 4074.42 4074.42 53.42＊＊

誤差 236 18000.00 76.27

表３ 交互作用の分析表

＊＊： .01..：not significant

【正答　４】



【No. 23】 次のコントロールに関連する概念の記述のうち セリグマン(Seligman,M.E.P.)の唱え

た理論に関する記述として最も妥当なのはどれか。

1.自分が行動の主体であり 行動をコントロールし効果的に遂行できるという確信を自己効力感

(self-efficacy)と呼んだ。これが認知的側面 動機づけ的側面などから人間の行動の仕方をコン

トロールするとともに 自己効力感を低下させるような失敗を回避させるために強迫的に努力す

る傾向を生じさせると考えた。

2.自分の行動に対する結果が 自己内部の力でコントロールできるか それとも自分では及ばな

い外的な力によってコントロールされているかという認知様式が個人によって安定的に異なるこ

とから それを一つの人格特性としてローカス・オブ・コントロール(locus of control)と名付

け 内部要因として運や課題の困難さ 外部要因として能力や努力を挙げた。

3.回避できないコントロール不能な電撃を経験し続けたイヌが その後 回避できる状況になっ

ても回避行動を起こそうとしないことを発見した。これについて イヌが行動と結果の非随伴性

を経験・学習したことにより 解決への試みが放棄されあきらめが支配する結果を生んだと考え，

学習性無力感(learned helplessness)の仮説を提唱した。

4.人は実際にはコントロールできる出来事をコントロールできないと知覚する傾向があることを

指摘し これをコントロールの錯覚(illusion of control)と呼んだ。例えば 大学なんてどうせ

行けないと思って受験勉強をしないように コントロールできる事象に対してコントロールでき

る程度を過小評価しがちであると考えた。

5.人が自分の自己呈示や表出行動等をモニターしコントロールする程度を自己モニタリング

(self-monitoring)として定義した。これが高い人は 状況にかかわらず内的に一貫した行動を

とることを重視するのに対し これが低い人は 状況における自己呈示の仕方に敏感で 自己の

様子をモニターしながら行動するとした。

（心理学（法務教官・保護観察官必須、矯正心理専門職選択））

【正答　３】



【No. 25】 次は 母親から寄せられた育児相談の事例及び相談内容の解釈に関する記述であるが

Ａ Ｂ Ｃに当てはまるものの組合せとして最も妥当なのはどれか。

［母親からの育児相談］

１歳２か月の女の子ですが 保育園に預けるときに泣いて後追いするのも お迎えのときには

抱きつきながら私をたたいたりするのも気になります。家でもしつこくまとわりついたり 反抗的

だったりと困っています。このままでは 子どもが嫌いになってしまいそうです。」

［相談内容の解釈］

人間(動物)が特定の個体に対してもつ情愛的結び付きを Ａ という。 Ａ が良好で

あれば 子どもは情緒的に安定して物事に取り組むことができることから Ａ は子どもの

発達を支える重要な要因と考えられている。

エインズワース(Ainsworth,M.D.S.)によると １歳児頃の Ａ にはいくつかの類型が

ある。母親と別れるときに苦痛を示さない群は Ｂ で 母親が拒否的・強制的であるために

再会時にも身体的接触を求めようとしないとされる。母親との分離に苦痛を示す群のうち 母親と

スムーズな再会ができる群を安定型 できない群は Ｃ とされており 相談事例の場合はこ

の Ｃ と考えられる。

安定型では 母親が日常生活において子どもの発する信号に応答的であるため 呼べば母親がす

ぐに来てくれるという期待が子どもの方にできており 情緒的に安定している。これに対して

Ｃ では 母親は Ｂ ほど拒否的ではないが 安定型ほど応答的でもない。子どもが

母親に期待しても 母親の応答性が乏しかったり タイミングが悪かったりして失望してしまうの

でフラストレーションが蓄積する結果 相談事例のような行動が出現すると考えられる。

Ａ Ｂ Ｃ

1.インボルブメント アンビバレント型 無秩序型

2.インボルブメント 回避型 アンビバレント型

3.アタッチメント アンビバレント型 無秩序型

4.アタッチメント 無秩序型 回避型

5.アタッチメント 回避型 アンビバレント型

（心理学（法務教官・保護観察官必須、矯正心理専門職選択））

【正答　５】



【No. 　  】 我が国における特に配慮が必要な子供・若者の現状や支援に関する記述として最も妥当

なのはどれか。

1．文部科学省の通知「性同一性障害に係る児童生徒に対するきめ細かな対応の実施等について」に

よると，学校における性同一性障害に係る児童生徒の支援について，当該児童生徒が自身の性同

一性を秘匿しておきたい場合があること等に留意し，最初に相談を受けた者は，口外することな

く，単独で対応することが望ましいとされている。

2．日本国籍を有しない者には就学義務が課されていないが，その保護する子を公立の義務教育諸

学校に就学させることを希望する場合には，国際人権規約や児童の権利に関する条約を踏まえ，

これらの者を無償で受け入れることとされており，教科書の無償給与及び就学援助を含め，日本

国籍を有する者と同一の教育を受ける機会を保障することとされている。

3．文部科学省の「日本語指導が必要な児童生徒の受入状況等に関する調査（平成 30年度）」による

と，日本語指導が必要な外国籍の児童生徒数は，平成 20年度から一貫して減少し続けている。

また，平成 30年度におけるそれらの児童生徒数を，在籍する学校種別にみると，高等学校が最

も多く，次いで中学校，小学校の順となっている。

4．文部科学省の通知「令和元年 6月 6日 児童生徒の自殺予防に係る取組について」によると，近

年，自殺した児童生徒数は減少傾向にあるものの，児童生徒の自殺は深刻な問題であり，学校の

長期休業の直前に増加する傾向があるため，児童生徒の変化に最も気付きやすい保護者を主体と

して，悩みを抱える児童生徒を早期に発見しなければならないとされている。

5．厚生労働省の「人口動態統計」によると，平成 30年における 20歳代の若者の死因の約 8割が

自殺となっている。また，厚生労働省・警察庁の「平成 30年中における自殺の状況」では，平成

30年における 20歳代の自殺者数を原因・動機別にみると，「男女問題」が最も多く，次いで「経

済・生活問題」，「健康問題」の順となっている。

J0991436
テキスト ボックス
（教育学（法務教官・保護観察官必須，矯正心理専門職選択））

J0991436
テキスト ボックス
【正答　2】



（教育学（法務教官・保護観察官必須 、矯正心理専門職選択））
【No. 3 1】 教育思想家についての記述Ａ～Ｄとその人名の組合せとして最も妥当なのはどれか。

Ａ.著書『エミール』の中で わたしたちは いわば 二回この世に生まれる。一回目は存在す

るために 二回目は生きるために。」と述べ 青年期を 第二の誕生」と呼んで 子ども時代とは

全く異なる教育を行うことを求めた。

Ｂ.著書『人間の教育』の中で 人間の本性を神性(完全)なものとして捉え 人間の発達をこの本

性の連続的な展開とみなし 教育はこの展開を助成することであると主張した。また 幼稚園

の創始者としても知られている。

Ｃ.著書『大教授学』は 人類共通の知識体系の確立 万人に共通の教育の主張とそのための教育

改革を提唱し 教育史上最初の体系的な教育学の著作とされる。また 世界最初の絵入り教科

書『世界図絵』の著者としても知られている。

Ｄ.著書『隠者の夕暮れ』の中で 玉座の高きにあっても 木の葉の屋根の陰に住まっても同じ

人間」と述べ 孤児院を経営し 貧民の子弟の教育に熱心に取り組んだ。また 人間の知・

徳・体の諸能力の調和的発展の基本は 家庭及び万人就学の小学校での基礎陶冶にあると主張

した。

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

1.J.ロック A.S.ニイル A.S.マカレンコ J.F.ヘルバルト

2.J.ロック A.S.ニイル J.A.コメニウス J.H.ペスタロッチ

3.J.J.ルソー F.フレーベル A.S.マカレンコ J.F.ヘルバルト

4.J.J.ルソー A.S.ニイル A.S.マカレンコ J.H.ペスタロッチ

5.J.J.ルソー F.フレーベル J.A.コメニウス J.H.ペスタロッチ

【正答　５】



【No. 42】 社会保障等に関する記述として最も妥当なのはどれか。

1唖社会保障の仕組みとして亜保険料を財源として給付を行う社会保険方式と亜租税を財源として

給付を行う税方式がある。我が国の社会保障において亜社会保険方式は第二次世界大戦後に初め

て導入された。

2唖生活保護法は亜日本国憲法第 13 条に規定する個人の尊重の理念に基づき亜国が生命亜自由及

び幸福を追求する全ての国民に対し亜その実現のために必要な保護を行い亜その自立と幸福を助

長することを目的とする。

3唖社会政策の基本的な制度的枠組の概念として｢選別主義｣と｢普遍主義｣がある。このうち｢普遍

主義｣は亜サービス受給に当たって亜受給資格を判別するための資力調査�ミーンズテスト�を要

件とするなど亜利用に当たっての基準を制度化しようとする考え方をいう。

4唖我が国において亜国民は公的医療保険に加入し亜保険料を納付する義務があり亜医療機関の窓

口で保険証を提示することで亜一定の自己負担で医療を受けることができる。自己負担は年齢や

治療の内容等にかかわらず亜一律の金額とされている。

5唖保健所は亜都道府県や政令指定都市などが設置しており亜地域保健に関する各種業務を行って

いる。例として亜妊産婦茜乳幼児に対する健康診査や保健指導亜結核などの感染症対策亜精神保

健福祉に関することが挙げられる。

【正答　５】

（福祉（法務教官・保護観察官必須、矯正心理専門職選択））



【No. 47】 ひとり親家庭の現状及び支援施策に関する記述として最も妥当なのはどれか。

1.厚生労働省の調査 によれば ひとり親世帯になった理由別の構成割合は 母子世帯 父子

世帯 ともに 生別(離婚など)よりも死別の方が多い。

2.厚生労働省の調査 によれば 就業している母子世帯 の母及び父子世帯 の父について 従

業上の地位を見ると パート・アルバイト等」と 正規の職員・従業員」では 母子世帯の母は前

者の方が割合が高く 父子世帯の父では後者の方が割合が高い。

3.厚生労働省の調査 によれば 母子世帯 の平均年間収入よりも父子世帯 の平均年間収入の

方が高い。また 世帯の年間収入の構成割合を見ると 年間収入300万円未満の世帯は母子世帯

で約３割 父子世帯で約１割である。

4.母子及び寡婦福祉法においては 母子家庭等の児童の健全育成を目的として 経済的困窮を防

止するため 児童を監護しない親に対して養育費の支払いを義務付ける規定が設けられている。

5.母子自立支援員は 母子家庭の母や寡婦の相談に応じ その自立に必要な情報提供及び指導等

を行っており 厚生労働大臣により委嘱され 児童委員が兼務することとされている。

(注)＊1 平成23年度全国母子世帯等調査

＊2 父のいない児童(満20歳未満の子どもであって 未婚のもの)がその母によって養育さ

れている世帯

＊3 母のいない児童(満20歳未満の子どもであって 未婚のもの)がその父によって養育さ

れている世帯

（福祉（法務教官・保護観察官必須、矯正心理専門職選択））

【正答　２】



【No. 57】 次は亜E. ゴフマンの相互行為に関する学説についての記述であるが亜Ａ亜Ｂ亜Ｃに当

てはまるものの組合せとして最も妥当なのはどれか。

ゴフマンは亜相互行為に含まれている演技という側面に注目し亜 Ａ というアプローチを

採用して相互行為を記述しようとした。 Ａ とは亜人間の日々の生活と行為を演劇と同じも

のと考え亜行為者を演技者もしくは Ｂ とみなして記述し分析する方法である。

ゴフマンは亜対面的相互行為においては亜行為者は相互行為を円滑にするために社会的状況を定

義し亜他者に了解可能な人間であることを示すために亜 Ｃ によって自己を呈示するとし

た。 Ｃ とは亜各場面に応じて亜その時々にふさわしい｢自分｣を演出してみせるとともに亜

ある一貫した自己をも同時にプロデュースしていることをいう。ゴフマンは亜他者が自分に抱くイ

メージを壊さないことが他者にとっても自分にとっても重要であることを指摘し亜対面的相互行為

と社会規範や社会秩序の関連を明らかにした。

Ａ Ｂ Ｃ

1唖ドラマトゥルギー 観 客 集合表象

2唖ドラマトゥルギー 観 客 印象操作

3唖ドラマトゥルギー 批評家 集合表象

4唖ロールモデル 観 客 集合表象

5唖ロールモデル 批評家 印象操作

【正答　２】

（社会学（法務教官・保護観察官必須、矯正心理専門職選択））



【No. 　  】 更生を支援する社会のネットワークに関する記述ア～エのうち，妥当なもののみを全て

挙げているのはどれか。

なお，データは『平成 29年版 犯罪白書』（法務省）による。

ア．「社会を明るくする運動」とは，文部科学省が主唱し，罪を犯した人たちに対する修学支援等

の教育的な支援を行う全国的な取組であり，平成 26年 12月に犯罪対策閣僚会議において決

定した「宣言：犯罪に戻らない・戻さない」に基づき，「更生保護の日」である 7月 1日から 1  

か月間を強調月間として，全国各地で広報活動等を実施している。

イ．刑事施設及び少年院において，高齢又は障害を有し，かつ，適当な帰住先がない等，福祉的

な支援を必要とする被収容者の増加に対応するため，平成 26年度から新たに福祉専門官（社

会福祉士又は精神保健福祉士の資格を有する常勤職員）を配置し，平成 27年度以降，増配置

を進めている。

ウ．更生保護女性会は，非行防止活動とともに，非行少年らの「ともだち」になることを通して，

その自立を支援する「ともだち活動」を実施している。また，更生保護女性会の会員数は，平成

20年から平成 29年までの 10年間，若干の増減はあるものの，7,000 人台を維持している。

エ．BBS（Big Brothers and Sisters movement）会とは，犯罪・非行の前歴等のために定職に就

くことが容易でない保護観察の対象者等を，その者の事情を理解した上で，雇用するなどし，

改善更生に協力する民間の事業者団体である。また，BBS 会の登録会員数は，平成 20年から

平成 29年までの間，一貫して増加している。

1．ア

2．イ

3．ア，ウ

4．イ，エ

5．ウ，エ

J0991436
テキスト ボックス
（社会学（法務教官・保護観察官必須，矯正心理専門職選択））

J0991436
テキスト ボックス
【正答　2】
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