
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。 

 



【臨床・障害】
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

グループダイナミックス
● アルファベット 芸術療法

BMI 系統的脱感作法
EBP（Evidence Based Practice） ◎ 軽度認知障害（MCI）
MMPI ◎ ケース・フォーミュレーション
P-Fスタディ ゲシュタルト療法
SCT 血管性認知症
TAT ◎ 言語発達
WAIS-IV 見当識障害
WISC-V ◎ 効果研究
WPPSI-III 構成概念妥当性
YG性格検査 行動療法

◎ 合理的配慮
● ア行 コーピング（問題焦点型，情動焦点型）

アイデンティティ（自己同一性／自我同一性） 国際疾病分類（ICD）
アスペルガー症候群／アスペルガー障害 ◎ コンサルテーション

◎ アセスメント
◎ アドヒアランス ● サ行

アルツハイマー型認知症 再検査信頼性
◎ アレキシサイミア ◎ サイコロジカル・ファーストエイド
◎ いじめ 催眠療法
◎ 依存／嗜癖 ◎ 作業検査法
◎ 依存症 自我

イド 弛緩訓練
◎ インフォームド・コンセント ◎ 自己概念

ウェクスラー式知能検査 自己実現
内田クレペリン精神作業検査 思春期

◎ うつ症状 ◎ 質問紙法
うつ性自己評価尺度（SDS） ◎ 児童虐待

◎ うつ病 ◎ 自閉スペクトラム症／自閉性スペクトラム障害（ASD）
エクスポージャー ◎ 社会的学習／社会的学習理論
エディプス・コンプレックス ◎ 集団心理療法／集団精神療法

◎ エビデンスベイスト・アプローチ 自律訓練法
◎ 応用行動分析 神経性過食症／神経性やせ症

◎ 神経発達症群／神経発達障害群
● カ行 ◎ 心身症

絵画統覚検査（課題統覚検査，TAT） ◎ 心的外傷後ストレス症／心的外傷後ストレス障害（PTSD）
解釈 信頼性／妥当性

◎ 改訂⾧谷川式簡易知能評価スケール（HDS-R） 心理教育
◎ 解離症／解離性障害 睡眠障害

学習症／学習障害 ◎ スクールカウンセリング／スクールカウンセラー
学習性無力感 ◎ ストレス

◎ 家族療法 ◎ ストレス反応
カタルシス ストレスマネジメント

◎ 家庭内暴力／夫婦間暴力 ◎ 精神障害の診断・統計マニュアル（DSM）
眼球運動による脱感作と再処理法（EMDR） 精神病質

◎ 観察学習 ◎ 精神分析／精神分析学
関与しながらの観察 ◎ 生態学的システム論

◎ 緩和ケア／終末期ケア ◎ 青年期
◎ 危機介入 生物心理社会モデル

基準関連妥当性 摂食障害
◎ 機能分析 セルフコントロール法

逆制止 セルフヘルプ・グループ（自助グループ）
急性ストレス症／急性ストレス障害（ASD） 漸進的弛緩法

◎ 共感的理解 漸成的発達理論
強迫症／強迫性障害 前頭側頭型認知症
恐怖症 双極性障害

事項
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【臨床・障害】
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

◎ ソーシャルサポート 訪問支援・地域支援
◎ ソーシャルスキル・トレーニング（SST） ポジティブ心理学

ソーシャルワーク マインドフルネス
ミニメンタルステート検査（MMSE）

● タ行 ミネソタ多面人格目録（MMPI）
体験過程論 無意識
退行 無条件の肯定的関心

◎ タイプＡ行動パターン ◎ メタ分析
田中ビネー知能検査 メランコリー親和型性格

◎ 知的能力障害 ◎ 面接法
◎ 知能検査 ◎ メンタライゼーション
◎ 知能指数（IQ） ◎ 燃え尽き症候群（バーンアウト）
◎ 注意欠如・多動症／注意欠如・多動性障害（ADHD） モーズレイ性格検査（MPI）

超自我 目標行動
抵抗 ◎ モデリング
適応障害 喪の作業

◎ テストバッテリー 森田療法
◎ 転移
◎ 投影法（投映法） ● ヤ行
◎ 統合失調症 矢田部-ギルフォード性格検査（YG）
◎ 洞察 夢

当事者研究 抑圧
トークン・エコノミー（トークン経済） 欲求階層説

◎ 特別支援教育
ドメスティック・バイオレンス（DV） ● ラ行
トラウマ ラポール

リエゾン・コンサルテーション
● ナ行 リビドー

内観療法 リラクセーション
◎ 人間性アプローチ 臨床動作法
◎ 人間性心理学 ◎ レスポンデント条件づけ／オペラント条件づけ
◎ 認知行動療法 レビー小体型認知症
◎ 認知症 ロールシャッハテスト
◎ 認知症の行動・心理症状（BPSD） 論理療法

● ハ行
◎ パーソナリティ障害 ● ア行
◎ 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律（DV防止法） アスペルガー（Asperger, J. F. K.）

バウムテスト アドラー（Adler, A.）
箱庭療法 ウェクスラー（Wechsler, D.）

◎ 発達障害 ウォルピ（Wolpe, J.）
発達段階 エリクソン（Erikson, E. H.）
パニック症／パニック障害 エリス（Ellis, A.）
反抗期

◎ ひきこもり ● カ行
◎ 非行 カウフマン（Kaufman, A. S.）

ビネー式知能検査 カナー（Kanner, L.）
ファシリテーター クライン（Klein, M.）

◎ 不安症／不安障害 クレペリン（Kraepelin, E.）
風景構成法
フォーカシング ● サ行

◎ 不登校 シャクター（Schachter, S.）
ブリーフサイコセラピー ジャネ（Janet, P. M. F.）
プレイセラピー（遊戯療法） シャルコー（Charcot, J. M.）
分析心理学 スキナー（Skinner, B. F.）
ベック抑うつ質問票（BDI） セリエ（Selye, H. H. B.）
防衛機制 セリグマン（Seligman, M. E. P.）

人名
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【臨床・障害】
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

● ハ行
バンデューラ（Bandura, A.）

◎ ピアジェ（Piaget, J.）
ビネー（Binet, A）
ヒルガード（Hilgard, E. R.）
フランクル（Frankl, V. E.）
フロイト（Freud, A.）
フロイト（Freud, S.）
ベック（Beck, A. T.）
ボウルビィ（Bowlby, E. J. M.）

● マ行
マズロー（Maslow, A. H.）
マレー（Murray, H. A.）
森田正馬（もりたまさたけ）
モレノ（Moreno, J. L.）

● ヤ行
ユング（Jung, C. G.）
吉本伊信（よしもといしん）

● ラ行
ラカン（Lacan, J-M-É.）
ラザラス（Lazarus, R. S.）
ラター（Rutter, M. L.）
ルリア（Luria, A. R.）
レヴィン（Lewin, K.）
ロールシャッハ（Rorschach, H.）
ロジャーズ（Rogers, C. R.）
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