
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。 

 



【社会・感情・性格】
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

● アルファベット 気分一致効果
MMPI ◎ 気分障害
NEO-PI-R 気分状態依存効果
P-Fスタディ ◎ 基本感情（怒り・嫌悪・恐怖・喜び・悲しみ・驚き）
PM理論  キャノン・バード説
SCT ◎ 共感性
TAT 強迫症／強迫性障害
YG性格検査 ◎ 恐怖

恐怖症
● ア行 ◎ 恐怖条件づけ

アージ理論 権威主義的パーソナリティ
アイデンティティ（自己同一性／自我同一性） ◎ 原因帰属
アスペルガー症候群／アスペルガー障害 嫌悪

◎ アタッチメント コア･アフェクト理論
◎ アレキシサイミア ◎ 語彙アプローチ

暗黙のパーソナリティ観（暗黙の性格観） ◎ 交感神経／副交感神経
一次評価／二次評価 攻撃性
一貫性 構成概念妥当性

◎ 一貫性論争 行動遺伝学
印象形成の連続体モデル 誤帰属
内田クレペリン精神作業検査 心のモジュール説

◎ うつ病 個性記述的アプローチ／法則定立的アプローチ
エゴグラム
援助行動 ● サ行
オキシトシン サイコパシー／サイコパス

◎ 作業検査法
● カ行 ジェームズ・ランゲ説

絵画統覚検査（課題統覚検査，TAT） 自己愛傾向（ナルシシズム）
絵画欲求不満テスト（P-Fスタディ） ◎ 自己意識
外向性／内向性 自己開示
解釈レベル理論 ◎ 自己概念
快 不快次元 ◎ 自己効力感
開放性 ◎ 自己制御
確証バイアス 自己呈示
覚醒･睡眠の次元 自己評価維持モデル（SEM）
拡張 形成理論 ◎ 視床
関係流動性 ◎ 視床下部
感情価 自尊感情（セルフエスティーム）
感情情報説 ◎ 質問紙法

◎ 感情制御 自動性
感情伝染 自発的特性推論
冠状動脈性心疾患 ◎ 自閉スペクトラム症／自閉性スペクトラム障害（ASD）
感情の帰属理論 シャーデンフロイデ
感情の社会構成主義説 ◎ 社会的アイデンティティ／社会的アイデンティティ理論
感情の社会的共有 ◎ 社会的学習／社会的学習理論
感情の主観的経験 社会的規範
感情の二重経路説 社会的交換
感情の二要因説 社会的公正
感情評価の次元 社会的情動
感情表出 ◎ 社会的ジレンマ
感情労働 社会的スキル
顔面表情 社会的促進
顔面フィードバック仮説 社会的手抜き

◎ 気質 社会的排除
基準関連妥当性 社会的比較

◎ 帰属／帰属理論 社会的微笑

事項
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【社会・感情・性格】
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

集団意思決定 ◎ ドーパミン（ドパミン）
集団間葛藤 ◎ 特性５因子モデル／ビッグ・ファイブ
集団規範
集団凝集性 ● ナ行
主観的幸福感 内集団びいき
首尾一貫感覚（SOC） 内容的妥当性
承諾要請技法 ◎ ナラティブ・アプローチ

◎ 情動 二重過程モデル
情動の中枢起源説／情動の末梢起源説 ◎ 人間 状況論争
情動の連合ネットワーク理論 ◎ 人間性心理学
職業適性検査 ◎ 認知的評価理論
進化論 認知的不協和／認知的不協和理論
神経症的傾向 認知的複雑性
信頼性／妥当性 妬み／嫉妬
スティグマ ◎ ノルアドレナリン
ステレオタイピング／ステレオタイプ
ステレオタイプ内容モデル ● ハ行
誠実性 ◎ パーソナリティ
精神病質 ◎ パーソナリティ障害

◎ 精神力動論 パーソナル・コンストラクト理論
精緻化見込みモデル パーソナル・スペース
性的嫉妬 ハーディネス
セクシュアリティ 配偶者選好
説得 バウムテスト

◎ セロトニン 恥／罪悪感
世論形成 バランス理論
潜在連合テスト（IAT） 非言語的コミュニケーション（NVC）
漸成的発達理論 表示規則
前頭前野 フレーミング効果

◎ 相互作用論 文化心理学
双生児法 ◎ 文化的自己観

◎ ソーシャルサポート 文章完成法（SCT）
ソシオメーター理論 偏見
ソマティック・マーカー仮説 扁桃体

ポジティブ・イリュージョン
● タ行 ポジティブ心理学

ダークトライアド
対応バイアス ● マ行
第三者効果 マキャベリアニズム 
対人認知 ミネソタ多面人格目録（MMPI）
対人魅力 モーズレイ性格検査（MPI）

◎ 態度
態度変容 ● ヤ行

◎ 大脳皮質 矢田部-ギルフォード性格検査（YG）
◎ タイプＡ行動パターン 欲求階層説

多元的無知
◎ 多重知能理論 ● ラ行

単純接触効果 ◎ リーダーシップ
知能 リビドー

◎ 中枢神経系 ◎ 類型論／特性論
調和性 レジリエンス

◎ 投影法（投映法） ◎ 恋愛／恋愛感情
◎ 統合失調症 ロールシャッハテスト

統制の所在（ローカス・オブ・コントロール）
闘争 逃走反応
同調／服従 ● ア行

◎ 道徳性／道徳感情 アーガイル（Argyle, J. M.）

人名
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【社会・感情・性格】
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

アイゼンク（Eysenck, H. J.） ミルグラム（Milgram, S.）
アッシュ（Asch, S. E.）
アドラー（Adler, A.） ● ラ行
エクマン（Ekman, P.） ラザラス（Lazarus, R. S.）
オルポート（Allport, F. H.） ラタネ（Latané, B.）
オルポート（Allport, G. W.） レヴィン（Lewin, K.）

ロジャーズ（Rogers, C. R.）
● カ行

ガードナー（Gardner. H.） ● ワ行
ギブソン（Gibson, E. J.） ワイナー（Weiner, B.）
キャッテル（Cattell, R. B.）
キャノン（Cannon, W. B.）
クレッチマー（Kretschmer, E.）
クロニンジャー（Cloninger, C. R.）
ケリー（Kelley, H. H.）
ケリー（Kelly, G. A.）

● サ行
ザイアンス（Zajonc, R. B.）
ジェームズ（James, W.）
シェリフ（Sherif, M.）
シャクター（Schachter, S.）
ジャニス（Janis, I. L.）
ジンバルドー（Zimbardo, P. G.）
スタンバーグ（Sternberg, R. J.）
スピアマン（Spearman, C. E.）
セリグマン（Seligman, M. E. P.）
ソーンダイク（Thorndike, E. L.）

● タ行
ダーウィン（Darwin, C. R.）
ダマシオ（Damasio, A. R.）
デュルケーム（Durkheim, D. E.）

● ナ行
ニューカム（Newcomb, T. M.）

● ハ行
ハイダー（Heider, F.）
バウアー（Bower, G. H.）
バンデューラ（Bandura, A.）
ビネー（Binet, A）
フェスティンガー（Festinger, L.）
ブルーナー（Bruner, J. S.）
フロイト（Freud, S.）
フロム（Fromm, E. S. P.）
ベム（Bem, S. R. L.）
ホヴランド（Hovland, C. I.）
ボウルビィ（Bowlby, E. J. M.）

● マ行
マクレランド（McClelland, D. C.）
マズロー（Maslow, A. H.）
マレー（Murray, H. A.）
ミード（Mead, G. H.）
ミシェル（Mischel, W.）
ミラー（Miller, N. E.）
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