
科目別キーワード集 利用の手引き 

 

・本キーワード集は、大学で心理学を学んだ成果を評価する基準という観点から設定されています。 

・心理学検定で認定された級が心理学系大学院の入学試験選考資料となることも想定して項目を選択しています。 

・このファイルには、科目ごとのキーワードを事項と人名を分けて記載しています。 

・心理学検定は各科目 20 問の出題なので、回ごとに見れば出題されない項目の方が圧倒的に多くなります。 

他方、各種の心理学辞典に比べると項目数をかなり絞っているので、本キーワード集にない項目に関わる問題

が出題される可能性もあります。 

・知らない項目については、心理学辞典やインターネットで調べるほか、『心理学検定 基本キーワード〔改訂

版〕』（実務教育出版）や教科書などで系統的に学んでください。 

 



【原理・研究法・歴史】
注：◎は「公認心理師試験出題基準・ブループリント」の小項目に対応するキーワード

● サ行
● アルファベット 再検査信頼性

MMPI 再現可能性
TAT 差異心理学

◎ 作業検査法
● ア行 参加者内要因／参加者間要因

アクション・リサーチ 三原色説
アルバート坊や（リトル・アルバート） サンプルサイズ
一般化可能性 参与観察
逸話法 ジェームズ・ランゲ説
因果推論 シカゴ学派

◎ 因子分析 自己実現
◎ インフォームド・コンセント ◎ 自然観察法

ウェーバーの法則 実験仮説
ウェブ調査 実験計画法
疑わしい研究実践（QRPs） 実験神経症
内田クレペリン精神作業検査 ◎ 実験法
ヴュルツブルク学派 質的研究法
エディプス・コンプレックス ◎ 質問紙法

◎ エビデンスベイスト・アプローチ ◎ 社会構成主義
横断的研究／縦断的研究 従属変数

出版バイアス
● カ行 条件反射

外向性／内向性 情動の中枢起源説／情動の末梢起源説
◎ 科学者 実践者モデル 事例研究（ケーススタディ）

仮現運動 進化論
仮説的構成概念 シングルケースデザイン
観察法 ◎ 新行動主義
機械論／生気論 信頼性／妥当性
基準関連妥当性 心理学的測定
機能心理学 スティーブンスの法則
帰無仮説／対立仮説 ◎ 精神物理学（心理物理学）
逆転項目 ◎ 精神分析／精神分析学

◎ 恐怖条件づけ 生態学的妥当性
グループダイナミックス 生得説／経験説
経験サンプリング 生物心理社会モデル
系統的観察 潜在変数
系統的誤差 相関研究
ゲシュタルト原則 操作主義

◎ ゲシュタルト心理学 操作的定義
研究倫理 双生児法

◎ 検査法
効果の法則 ● タ行
効果量 単一事例（シングル・ケース）実験
交互作用 ◎ 知能検査
構成概念妥当性 ◎ 知能指数（IQ）
構造化面接 ◎ 調査法
行動遺伝学 データのねつ造・変造・盗用（FFP）

◎ 行動主義 適性検査
行動療法 ◎ テストバッテリー

◎ 公認心理師 デブリーフィング
項目反応理論 伝記的方法

◎ 個人差 ◎ 投影法（投映法）
◎ 個人情報の保護 統計的検定

個人心理学／アドラー心理学 統制群法
個性記述的アプローチ／法則定立的アプローチ 特殊神経エネルギー説
混合研究法 独立変数／従属変数（説明変数／目的変数）

事項
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【原理・研究法・歴史】
注：◎は「公認心理師試験出題基準・ブループリント」の小項目に対応するキーワード

● ナ行 エンジェル（Angell, J. R.）
内的整合性 オズグッド（Osgood, C. E.）
内容的妥当性 オルポート（Allport, F. H.）

◎ ナラティブ・アプローチ オルポート（Allport, G. W.）
◎ 人間性心理学

認定心理士 ● カ行
クロンバック（Cronbach, L. J.）

● ハ行 ケーラー（Köhler, W.）
◎ パーソナリティ ゲゼル（Gesell, A. L.）

パーソナリティ・アセスメント ゴールトン（Galton, F.）
媒介効果／調整効果 コフカ（Koffka, K.）
媒介変数

◎ 半構造化面接 ● サ行
比較心理学 サーストン（Thurstone, L. L.）
非系統的誤差 ジェームズ（James, W.）

◎ 秘密保持義務 シャクター（Schachter, S.）
◎ 評定尺度法 シャルコー（Charcot, J. M.）

標本（サンプル）／標本抽出（サンプリング） スキナー（Skinner, B. F.）
フィールドワーク スティーヴンス（Stevens, S. S.）
フェヒナーの法則 スペンサー（Spencer, H.）
併存的妥当性／予測的妥当性 ソーンダイク（Thorndike, E. L.）
弁別閾
母集団／標本（サンプル） ● タ行

ダーウィン（Darwin, C. R.）
● マ行 ターマン（Terman, L. M.）

ミネソタ多面人格目録（MMPI） ティチナー（Titchener, E. B.）
民族心理学 デカルト（Descartes, R.）
無意識 トールマン（Tolman, E. C.）
無作為化（ランダム化）
無作為抽出（ランダム・サンプリング） ● ナ行

◎ メタ分析 ナイサー（Neisser, U.）
◎ 面接法 西周（にしあまね）

モーガンの公準
● ハ行

● ヤ行 バート（Burt, C. L. B.）
矢田部-ギルフォード性格検査（YG） バートレット（Bartlett, F. C.）
有意水準（有意確率） バデリー（Baddeley, A. D.）
要因計画／要因配置 パブロフ（Pavlov, I. P.）

◎ 要素主義 ハル（Hull, C. L.）
抑圧 ◎ ピアジェ（Piaget, J.）

ピアソン（Pearson, K.）
● ラ行 ビネー（Binet, A）

ラポール フィッシャー（Fisher, R. A.）
リビドー フェスティンガー（Festinger, L.）
臨床心理士 フェヒナー（Fechner, G. T.）

◎ 類型論／特性論 福来友吉（ふくらいともきち）
◎ レスポンデント条件づけ／オペラント条件づけ フロイト（Freud, A.）

ロールシャッハテスト フロイト（Freud, S.）

フロム（Fromm, E. S. P.）
ベイズ（Bayes, T.）

● ア行 ヘルムホルツ（Helmholz, H. L. F. von.）
アッシュ（Asch, S. E.） ホール（Hall, G. S.）

アドラー（Adler, A.）
ウェーバー（Weber, E. H.） ● マ行
ウェルトハイマー（Wertheimer, M.） マクドゥーガル（McDougall, W.）
ヴント（Wundt, W. M.） マズロー（Maslow, A. H.）
エビングハウス（Ebbinghaus, H.） 松本亦太郎（まつもとまたたろう）

人名

2



【原理・研究法・歴史】
注：◎は「公認心理師試験出題基準・ブループリント」の小項目に対応するキーワード

ミード（Mead, G. H.）
ミュンスターバーグ（Münsterberg, H.） 
ミルグラム（Milgram, S.）
元良勇次郎（もとらゆうじろう）

● ヤ行

ヤーキーズ（Yerkes, R. M.）
ヤスパース（Jaspers, K. T.）
ユング（Jung, C. G.）

● ラ行
レヴィン（Lewin, K.）
ロールシャッハ（Rorschach, H.）
ロジャーズ（Rogers, C. R.）
ロフタス（Loftus, E. F.）

●ワ行
ワトソン（Watson, J. B.）
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