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はじめに

教育(理論)というと何か小難しいイメー

ジがあり、実際主だった教育書(理論)を手

にとって見るとやはりわかりにくい。教育

は正論を言ってくるだけに、読み手の人々

は皆、引き下がってしまう。この Q&A発

達心理ハンドブックはその点、 Q&A方式

でまたできる限りわかりやすい表現で記

載をした。大学生、大学院生、現職教員、

カウンセラーの方々を対象に書いたが、一

般の方々も読んで損のない著書だと思っ

ている。この本で少しでも教育(理論)とい

うものが人々に身近に親しみやすくなっ

て頂ければ幸いである。
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対して持つ情緒的な結びつきのことを

いいます。乳児では後追い、泣くことな

どの行動が見られます。このアタッチメ

ントを妨害しますと子どもが基本的信

頼感を得ることが難しいといわれおり、

現在、母子関係が注目される中で、この

アタッチメントに対する関心が高まっ

てきています。

Q:生理的早産とはどの様なことですか?

A:アメリカの生物学的人間学者ボルトマ

ンが説いたもので、人聞は動物と比べて

未熟な性質で生まれてくるというもの

です。仔馬などは生まれてまもなくた立

って走ることができますが、人間の赤ち

ゃんは生まれてから 1年くらいは自分

の力で動いたり、食べ物を食べていくこ

とができないものです。
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Q:発達心理学とはどの様なものですか?

A:生まれてから死ぬまでの各発達段階で

生じる様々な課題を研究していく学問

のことです。

Q:発達とはどの様なことですか?

A:精神的な質的な面を重視した、ゆっく

りとした連続的な生まれてから死ぬま

での変化のことをいいます。

Q:成長とはどの様なことですか ?

A:身体的な量的な面を重視した変化のこ

とをいいます。

Q:アタッチメントとはどの様なことです

か?

A:アメリカの心理学者ボウルビィが説い

た、人や動物が特定の人や動物との聞に
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Q:アニミズムとはどの様なことですか?

A:スイスの心理学者ピアジェが説いたも

ので、幼い子どもがあらゆるものの中に

自分の性質を入れていく傾向のことで

す。

Q:ストレンジ=スチュエーションとはど

の様なことですか?

A:イギリスの心理学者エインズワースが

説いたもので、乳幼児の母子問の愛情的

な結びつきの質を観察し、測定するため

につくった実験法のことで、人見しりを

する 1歳児の乳児が母親と実験室に入

り、見知らぬ人に会い、母親は乳児を見

知らぬ人に渡し、部屋から退出をし、実

験を行い、乳児の行動パターンを 3種類

に類型化をしました。 A群は母親が部屋

から出て行くと泣き、戻ってきたら身体
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に抱きつき安心をする。 B群は分離をし

ても再会をしても泣かない。 C群は分離

のときには泣くが、再会のときは身体に

飛びっくが激しい怒りをあらわす。 A群

は心的に安定をしていますが、 B群、 C

群は心的に不安定な状態です。この 3群

の比率は国や時代、また文化からも影響

を受けます。

Q:マターナル=ディプリベーションとは

どの様なことですか?

A:イギリスの児童精神医学者ボウルビィ

が説いたもので、発達の最初の頃の段階

において母親が子どもに対して愛情に

満ちた育て方をしなかったことにより、

子どものその後の発達に広く持続的に

悪影響を与えていってしまうことです。
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Q:ホスピタリズムとはどの様なことです

か?

A:オーストリアの児童精神分析医スピッ

ツが説いたもので、乳幼児が保護施設や

病院に長期的に入院していると死亡率

が高いこと、身体や知能の発育が遅いこ

と、情緒不安定、対人関係も逃避的、攻

撃的になるといった心身の発達に障害

が出やすいという内容のことです。これ

がマターナル=ディプリベーションの

理論へとつながっていきました。環境要

因の重要性がこのことから理解するこ

とができます。

Q:マザーリングとはどの様なことです

か?

A:乳幼児に対して行う母親の様な接し方

のことをいいます。この行為は後の子ど
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もの成長に精神的に身体的に好影響を

与えていきます。父親がもちろんマザー

リングを行ってもよいわけです。そのこ

とにより、父親・母親・子どもがつながる

良好な家庭環境ができあがっていくこ

とと思われます。

Q:カリカック家とはどの様なことです

か?

A:アメリカの心理学者ゴダートが説いた

もので、父親が同じ子どもでも母親が知

的障害があると癒病、犯罪者が多く、ま

た母親が健康な女性ならば子どもは医

師、教育者など優れた人物が生まれてく

るという様に遺伝要因の重要性を指摘

していったことです。

Q:環境優位説とはどの様なことですか?
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A:アメリカの心理・行動主義学者ワトソ

ンが説いたもので、発達というものは周

囲の環境により決まってくるというも

のです。

Q:成熟優位説とはどの様なものですか?

A:元々ルソーが説いたものですが、アメ

リカの心理学者ゲゼルにより、内発的な

成熟というものがリードしながら発達

の水準や様々な機能、能力などが現れて

くるというものです。これはレディネス

の重要性の根拠ともなっています。

Q : !幅鞍説とはどの様なことですか?

A:ドイツの心理学者シュテルンが説いた

もので、遺伝的な要因と環境的な要因が

折り混ざり合いながら膨らんで結びつ

き、発達へとつながっていくというもの
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です。

Q:対極説とはどの様なことですか?

A:ドイツの心理学者ルクセンプルガーが

説いたもので、ある特定の遺伝子が強〈

現れてくれば、周りの環境の要因は小さ

くなっていくというものです。

Q:環境闇値説とはどの様なことですか?

A:アメリカの心理学者ジェンセンが説い

たもので、身長や体重、知能の強さによ

り遺伝的要因と環境的要因の構成比率

は変わってくるというものです。

Q:相互作用説とはどの様なことですか?

A:遺伝的要因と環境的要因が織り交ざり

ながら発達へとつながっていくという

考え方のことです。(現在はこの考え方
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が広く支持されています)

Q:ピアジェの知能発達段階説(発生認識

論)とはどの様なことですか?

A:子どもの論理的思考に注目をし、発達

段階を大まかに 4 つに区分をしていき

ました。

0歳から 2歳頃は感覚運動期といわれ、

反射的な行動を基礎としながら次第に

適応行動が発達をしていく段階ととら

えています。 3歳から 7歳頃は前操作期

といわれ、言葉の活動が始まりますが、

考え方は自己中心的な状態です。 8歳~

11歳頃は具体的操作期といわれ、具体

的なものが目の前にあれば論理的な思

考ができる様になります。 12歳から 1

4歳頃は形式的操作期といわれ、言葉や

記号による抽象的な推理などができる
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様になっていきます。

Q:パビンスキー反射とはどの様なことで

すか?

A:原始反射の一つで、赤ちゃんの足の裏

の外側をゆっくりとかかとからつま先

に向けてこすっていくと、親指が曲がり、

他の 4本の指が聞いていく現象のこと

です。(乳児の 90%くらいにこの現象を

見ることができます)

Q:モロ一反射とはどの様なことですか?

A:ドイツの精神病理学者モローが説いた

原始反射の一つで、赤ちゃんの背中と頭

を支えて仰向けにした状態で手で支え

ながら赤ちゃんの頭部を落下させてみ

ると両手、両足を広く伸ばし、続いて抱

き込むような上半身の運動をしていく
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ことです。だいたい生後 3ヶ月くらいま

で見られる現象で、このモロ一反射が乏

しい場合、中枢神経の異常の可能性が考

えられます。

Q:人工論とはどの様なことですか?

A:赤ちゃんが人聞がつくったものと自然

的につくったものとの違いを区別がで

きず、すべてのものは人聞がっくり出し

たものであると信じていることです。

Q:シンデレラ=コンプレックスとはどの

様なことですか?

A:ダウリングが説いたもので、自立を避

け、男性によって救ってもらいたいとい

う依存的な状態にある未熟な女性の心

の状態のことです。
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Q:第二次性徴期とはどの様なことです

か?

A:ワイニンゲルがと説いたもので、青年

期において男子では筋肉が発達したり、

あごひげが生えてきたり、声変わりなど

が起こったり、女子では体が丸みを帯び

てきたり、腰幅が広くなったりしてくる

ことです。全般的に男子よりも女子の方

が 1.......2年早く発生します。これは時代

や文化といった環境にも影響を受けま

すが、昨今はこの第二次性徴が早く現れ

てきているといわれています。

Q:心理的醸乳(精神的離乳)とはどの様

なことですか?

A:ボウルビィが説いたもので、青年期に

見られる親からの精神的な独立のこと

で、親への反抗、葛藤を伴い、青年は心
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的に不安定な状態になることが多いも

のです。また親とは異なる価値観が現れ、

友人の価値観に強く影響を受ける面が

あります。

Q:ギャ ングエイジとはどの様なことです

か?

A:児童期において、同年代の子どもたち

が徒党を組んで野山や海などに行き、活

動をしていくことです。

Q:社会化とはどの様なことですか?

A:子どもからだんだんと一人前の大人に

なっていくことです。

Q:ゲゼルの発達論とはどの様なことです

か?

A:アメリカの小児科医の彼は人間は規則
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的な行動により胎児から乳児、そして幼

児、成人へと成長発達をしていくもので、

また外界から子どもの反応や行動を観

察するととにより神経生理学的な成熟

を判定・診断する『発達診断学』を提唱

していきました。

Q:ワロンの発達論とはどの様な ととです

か?

A:フランスの心理学者の彼は『子どもは

発生的に社会的存在である』と考え、子

どもは他の集団や社会との葛藤や対立

を通して自我形成をしていくと指摘を

しました。

Q:クールドの発達論とはどの様なことで

すか?

A:成人の意識は子どものときの幻想を克

15 



服することにより発達をしていくとい

う考え方のことです。例えば①いつまで

も両親の子どもでいたい②困ったとき

はいつも両親が助けてくれる③自分の

心の中の悩みを解決するには両親のア

ドバイスが最適である④世界には本当

の死や悪魔はいないなどといった幻想

を抱えているケースがあります。

Q:レピンソンの発達論とはどの様なこと

ですか?

A:自分と職業や結婚、家族などがどの様

に関連しているか?ということから発

達を考えていきました。①成人の生活構

造は職業とは関係なく 一定に発達をし

ていっている②生活構造の安定期(6 --

7年)と不安定期 (4--5年)を繰り返

していく。もう少し大きくいえば約 25
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年間のかたまりの発達期と、またもう

25年間のかたまりの過渡期を繰り返す

ことによりライフサイクルがつくられ

ていっていると指摘をしています。

Q:エリクソンの心理社会的発達論とはど

の様なことですか?

A:発達の中における自我の役割に焦点を

あてていきました。 O歳から 1歳にかけ

ての乳児期は別名、口唇感覚期といい、

基本的信頼と不信が対立をしていきま

す。人格的な徳は『望み』です。 1歳か

ら3歳にかけての幼児前期は別名、筋肉

紅門期といい、自律性と疑惑が対立をし

ていきます。人格的な徳は『意志カ』で

す。 3歳から 6歳にかけての幼児後期は

別名、運動性器期といい、自主性と罪悪

感が対立をします。人格的徳は『目的感』
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です。 6歳から 11歳にかけての児童期

は別名、潜伏期といい、勤勉と劣等感が

対立をします。人格的な徳は『有能感』

です。 12歳から 23歳かけての思春期・

青年期は自我同一性と同一性拡散が対

立をしていきます。とのときの人格的な

徳は『忠誠心』です。 24才から 64才ま

での成人期は生殖性と停滞が対立をし

ます。人格的な徳は『慈しみ』です。 65

才以上の老年期(円熟期)は自我の統合

と絶望が対立をしていきます。人格的な

徳は『知恵』です。

Q:ビューラーの発達論とはどの様なこと

ですか?

A:人生を 1つのまとまり inten tionali ty 

(意図性)と設定をし、それへの関わり

から人生を 5つの時期に区分をしてい
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きました。①15歳以前・・人生の目標

はまだ考えられていない②15歳-25

歳・-人生の目標に対して試行・準備を

する③25歳-45歳 (50歳)・・人生の

目標を限定していく④45歳 (50歳)-

6 0歳 (65歳)・-それまでの人生の

成果を評価していく⑤60歳(65歳)以

上・-多かれ少なかれ人生目標に対する

(完全な)成就を納得していくというこ

とです。

Q:ペイラントの発達論とはどの様なこと

ですか?

A:成人期の良好な適応は防衛機制の成熟

度と関連しており、また自分の防衛機制

が著しく強くなっていくとストレスが

大きくなり精神障害を起こす可能性が

高くなると指摘をしています。
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Q:ビゴツキーの最近接領域とはどの様な

ことですか?

A:子どもの発達の中には自分の力で達成

ができる水準のものと他者からの援助

がないと達成ができない水準があり、こ

の 2つの水準の IずれJのことをいいま

す。特に小学校での教育はこの「ずれJ

をいかにうまく適合させていき、そして

まだ現れていない潜在的な力を伸ばし

ていくか?ということが大切であると

いわれています。

Q:モラトリアムとはどの様なことです

か?

A:元々は銀行用語で、支払猶予という意

味のことですが、エリクソンは青年期は

大人としての役割や責任を猶予される

のでこの時期の人間をモラトリアム青
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年と呼びました。

Q:臨界期とはどの様なことですか?

A:人間(特に子ども)がある一定の特性

を獲得することができる時期のことを

いい、この臨界期を逃すと後でその特性

を獲得しようと努力をしても獲得が難

しくなります。しかし最近はそれほど厳

密なものではなく、パックして一部、特

性を獲得することが可能であることが

検証されています。

Q:インプリンティングとはどの様なこ と

ですか?

A:動物行動学者のローレンツにより説か

れたもので、鶏やアヒルなどが解化後に

動くものに対して追いかけをしていく

行動のととです。特徴としては解化後の
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かなり早い時期に行われるものであっ

て、通常の学習とは異なり報酬を必要と

はせず、また短時間で完成するものです。

Q:ハーロウとはどの様な人物のことです

か?

A:アメリカの心理学者で、アカゲザルを

対象として学習実験を行い、子どもにと

って母親は愛情、暖かさを与えてくれる

存在であり、その様な母親が愛着の対象

であり、子どもにとって「安全基地」で

あると指摘をしています。

Q:ボウルピィとはどの様な人物のことで

すか?

A:イギリスの児童精神医で、アタッチメ

ント(愛着)をはじめて説きました。彼

が主張をしたマターナル=ディプリベ
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ーションという考え方は世界的に反響

を呼ぴ、愛着理論の出発点ともなってい

ます。

Q:サイモンズの「親の養育態度Jと子ど

もの関連性とはどの様なものですか?

A:親の養育態度について横軸を拒否-受

容、縦軸を支配一服従とし、 4種類の類

型化を行っていきました。

支

残 忍 配 過保護

拒否 受容

無 視 服 甘やかし

従

最も影響を受けやすいのが親の養育態度
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と家庭環境です。

Q:集団ひとりごととはどの様なことです

か?

A:青少年が集団の中で発していく伝達意

図がない会話のことです。

Q:シェルドンとはどの様な人物ですか?

A:アメリカの心理学者で、身体発達の部

位と気質の関連性から①内匪葉型(太っ

ている)・・内臓緊張により社交的・リラ

ックス、②中医葉型(筋肉が発達してい

る)・-身体的緊張により精力的・競争

的、③外匪葉型(痩せている)・-頭脳

緊張により引っ込み思案、抑制されてい

るとういう 3パターンにパーソナリテ

ィーを類型化していきました。
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Q:シュナイダーとはどの様な人物です

か?

A:ドイツの心理学者で、臨床的観察を重

視し、統合失調症(当時は精神分裂病と

呼んでいました)の第 1級症状の研究・

分析を行っていきました。特に①問答形

式の幻聴がある②妄想知覚の症状があ

る③自分の行為に対していつも誰かが

口出しをしてくる様な幻聴があるとい

った 3点が挙げられます。

Q:口唇探索反射とはどの様なことです

か?

A:赤ちゃんに何かが触れると、その方向

に口を持っていく原始的な反射のこと

です。健常児ではふつう 4--5ヶ月くら

いでなくなります。それより以後に残っ

ていると中枢性の何かしらの障害があ
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ると考えられます。

Q:子どもの言語はどの様に発達をしてい

きますか?

A:赤ちゃんの頃は意味がよくわからない、

なん語をよく使いますが、 1歳ごろにな

りますと意味が少しある言葉を使う様

になってきます。また 3歳-4歳くらい

になると単語と単語をつなげたりし、周

囲の人たちとのコミニュケーションを

していく様になります。 5歳から 6歳く

らいでは言葉が質的に量的に増えてき

て、言語能力が大きく伸びていきます。

Q:把握反射とはどの様なことですか?

A:原始反射の一つで、赤ちゃんの手のひ

らの真ん中をおすと、その指を握ってき

たり、赤ちゃんの足の裏の真ん中をおす
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と、足の裏が曲がったりすることです。

だいたい生後 3-4ヶ月くらいの赤ち

ゃんに見られる現象です。

Q:子どもの自己中心性はどの様に変化を

していきますか?

A:幼い頃は子どもは他人の視点に気づか

ず、すべて自分の視点からのみ、物事を

とらえようとしていきます。そのため物

事について自分が考えていることは他

人も同じように考えているととらえて

しまったり、自分を客観的に見つめると

ころが不足をしています。しかし、次第

に友人などとのコミニュケーションを

進める中で自分の考えと他人の考えは

違うということがわかってきます。この

ことにより次第に自己中心性はなくな

っていきます。
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Q:レディネスとはどの様なことですか?

A:学習に対して用意されている状態で学

習に対する準備性ともいわれます。子ど

もの学習をスムーズに進めていかせる

ためにはある一定の発達ができあがっ

ていなければなりません。例えば書き言

葉を習得するためには先に話し言葉を

習得していなければならないといった

ことなどです。何れにせよ教師が子ども

の学習の準備性を判断し、養成をしてい

く必要があるのではないでしょうか?

Q:フロイトのリビドーの発達段階理論と

はどの様なことですか?

A:性的エネルギーであるリビドーが発達

していくにつれて、ある特定の身体部分

が優位となり、様々な心の特性が出てく

ることです。 O 歳~1 歳は口唇期といわ
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れ、吸うことが活動の中心であり、晴乳

に対してリピドーが集中していきます。

2歳.........3歳は虹門期であり、排植に関係

する器官が優勢となります。 3歳.........5歳

は男根期といわれ、この後半期にエディ

プス期に入り、超自我がつくられていき

ます。 6歳.........12歳は潜伏期となり一時

発達がストップします。 13歳~性器期

となり性的な活動が活発化していきま

す。

Q:発達の一般的段階区分として、乳幼児

期はどの様なものですか?

A:生まれてから 2歳くらいまで母親との

アタッチメント(愛着)ができあがり、

簡単な言葉を話したり、歩いたりする様

になっていきます。
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Q:発達の一般的段階区分として、幼児期

はどの様なものですか?

A: 3歳-5歳くらいまでで、自己中心性

が強く、また動植物に神の存在を認めよ

うとするアニミズム的な傾向が伺えま

す。またこの時期においては自我の発達

や親に対する第一反抗期が現れてきた

りもします。

Q:発達の一般的段階区分として、児童期

はどの様なものですか?

A: 6歳-11歳くらいまでの小学校時代で

すが、発達の中では比較的安定した時期

であり、ギャングエイジが行われていき

ます。次第に自己中心性がなくなり、社

会性が身についていき、外界に対する興

味が培われ、積極的に知識を吸収してい

こうとする様になります。
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Q:発達の一般的段階区分として、青年期

とはどの様なものですか?

A:年齢的には 12歳から 22歳くらいまで

で、前期・中期・後期の 3期に分けるこ

とができます。青年前期は中学生頃で知

識生活の時期でもあり、物事を純粋的に

見つめていこうとする傾向があります。

青年中期は高校生頃で、精神生活の時期

でもあり、物事を抽象的にとらえていこ

うとする傾向があります。青年後期は大

学生頃で社会生活の時期ともいわれ、物

事を現実に即して考えていく傾向があ

ります。この青年期では心理的離乳(精

神的離乳)が行われ、第二次成長も現れ

てきます。最近は 30歳頃までを青年期

としてとらえる傾向も出てきました。何

にしてもこの青年期は疾風怒涛の時代

もいわれ心身ともに著しく変化をして
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いく時代です。

Q:発達の一般的段階区分として、成人期

とはどの様なものですか?

A: 30歳-60歳くらいまでをいい、多く

の人はこの時期に家庭をつくり、社会的

にも貢献をしていきます。この社会的な

活動により報酬を得て、生活を行ってい

きます。

Q:発達の一般的段階区分として、老年期

とはどの様なものですか?

A:だいたい 65歳以上で、この時期にな

ると次第に記憶力の低下、不平不満の増

大、内蔵の機能低下、運動能力の低下な

ど、精神的に肉体的に衰えが出てきます

が、逆に洞察力や価値観など発達してい

き、新しい機能が習得されていく過程と
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なっていきます。

Q:境界人(周辺人)とはどの様なことで

すか?

A:アメリカの心理学者レピンが説いた青

年期の別名のことで、青年は大人と子ど

もの境界(周辺)を揺れ動くということ

です。

Q:クレッチマーとはどの様な人物です

か?

A:ドイツの精神病理学者で、性格と体格

を関連付けてパーソナリティーを①細

長型・・分裂気質(温和、無口、非社交

的)、②肥満型・・同調性気質(明朗・

快活・世話好き)、③筋骨型・・粘着気

質(硬い、九帳面、きれい好き)の 3パ

ターンに類型化をしました。
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Q:ユングとはどの様な人物ですか?

A:スイスの心理学者で、精神エネルギー

が外に向くか、内に向くかということ

でパーソナリティーを大まかに 2パタ

ーンに類型化しました。また彼は無意

識の中には個人的無意識と集合的無意

識の 2種類があると指摘をしています。

Q:シュプランガーとはどの様な人物です

か?

A:ドイツの哲学者で、人生において何に

最も高い価値を持っているかというこ

とでパーソナリティーを理論型(真理探

究が大切)、経済型(お金が一番大切)、

社会型(人間関係が一番大切れ審美型

(美を追求することが一番大切れ宗教

型(神の存在などを考えることが一番大

切)、権力型(人を支配していくことが
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一番大切)の 6パターンに類型化しまし

た。

一概には言えませんが、昨今の生徒は経

済型および社会型の比重が高い傾向が

ある様です。

Q:発達課題とはどの様なことですか?

A:アメリカの心理学者ハピガーストが、

子どもが成長発達する中で直面し、解決

しなければならないと指摘をした課題

のことです。乳幼児期においては歩くこ

とや話すことを学ぶこと。児童期におい

ては同じくらいの年齢の子どもたちと

上手に遊ぶことや子ども集団でのルー

ルなどを学ぶことなどがこれに相当し

ます。青年期においては大人から精神的

な独立や経済的な独立をしていくこと

や将来の職業生活の準備、一生涯を通す
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人生観の確立をおこなっていくことな

どが挙げられます。

Q:パーソナリティーの 3要素とはどの様

なものですか?

ルソーが指摘したもので、能力と気質と

性格の 3つのことです。

Q:パーソナリティーの 3形成要因とはど

の様なものですか?

A:遺伝的要因と環境的要因、それから主

体的要因の 3つのことです。

Q:自我同一性(アイデンティティー)と

はどの様なことですか?

A:アメリカの心理学者エリクソンが説い

たもので、自分の行動スタイルを持とう

とする意識、自分らしさを持とうとする
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意識のことをいいます。まず他人と比較

をしながら自分の能力、性格を把握し、

そこからアイデンティティを導き、これ

を磨いてパーソナリティーをつくりあ

げていきます。

Q:ピーターパン=シンドロームとはどの

様なことですか?

A:アメリカの実存心理学者カイリーが説

いたもので、いつまでも子どものままで

いたいという青年の特に男子の心的な

症候群のことです。

Q:コンサルテーションとはどの様なこと

ですか?

A:カウンセラー(教員)などが他の専門

家から診断や鑑定のアドバイスをもら

い、クライエント(生徒)に対して適切
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なアドバイスをしていくことです。他の

専門家からのアドバイスを使うかどう

かはカウンセラーが決めていきます。

Q:ビッグファイプ論とはどの様なことで

すか?

A: 5因子論(ビッグファイプ)である、

外向性(エネルギッシュ・社交性)、協調

性(愛情のある・信頼できる)、誠実性(責

任のある・凡帳面)、情緒安定性(落ち着

いている・冷静である)、文化(創造性・

幅広い興味)のうちこの中でどの部分の

度合いが一番強いかを見ていったもの

のことです。

Q:アイゼンクの特性論とはどの様なこと

ですか?

A:内・外向性因子と神経症的傾向因子を
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連動させてどの部分の度合いが一番強

いかを見ていったものです。例えば、神

経症的傾向と内向性が連動したら特性

として劣等感や非社交的・引っ込み思案

等が現われてきます。また神経症的傾向

と外向性が連動をしたら特性としてヒ

ステリーや不平不満、苦痛に弱いことな

どが現われてきます。

Q:キヤツテルの特性論とはどの様なこと

ですか?

A:表面特性と根源特性を連動させて 12

の因子のうちどの部分の度合いが強い

かを見ていったものです。

①繰穆一分裂②知能優一知能劣③成熟

ー未成熟④依存ー独立⑤支配一服従⑥

高潮的一退潮的⑦空想的ー現実的⑧親

切ー冷淡⑨優柔ー強靭⑩安定一敏感⑪
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洗練一粗野⑫偏執的一動揺的

Q:ギルフォードの特性論とはどの様なこ

とですか?

A:次の 12の因子のうち、どの部分の度

合いが強いか見ていったものです。

①抑うつ性②回帰性傾向③劣等感④神

経質⑤協調性がない⑥客観性がない⑦

一般的活動性⑧攻撃性⑨思考的外向⑩

支配性⑪社会的外向⑫のんき

この研究に基づいたテストとして Y-G

(矢田部ーギルフォード)テストがあり

ます。

Q:オールポートの特性論とはどの様なこ

とですか?

A:①本当の特性(外向・明朗など)②活

動状態(赤面・狂乱など)③主観的評価
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(生意気・好きなど)④その他(身体的

特徴など)の中からどの部分の度合いが

強いか見ていったもののことです。

Q:投影法とはどの様なものですか?

A:被験者がテストの正誤の優劣がわから

ない様にしながら、パーソナリティーの

測定をしていく検査テストのことです。

Q:ロールシャツハテストとはどの様なも

のですか?

A:左右対称のインクの染みが何に見える

かを問う心理検査のことです。 10枚の

図版を 1枚ずつ見て何に見えたか?な

ぜか?と質問をして、被験者の回答を評

価していく投影法テストのことです。

Q : SCT (文章完成法テスト)とはどの様
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なものですか?

A:書きかけの文の後に自由に文章を記入

してもらい、そこに映し出されたパーソ

ナリティーを理解していく投影法テス

トのことです。

Q : TAT(絵画統覚テスト)とはどの様なも

のですか?

A:漠然とした画面の絵画を見せ、被験者

に空想的物語をつくらせ、語られた主題

内容を分析してパーソナリティーを分

析していく投影法テストのことです。

Q : PFスタディとはどの様なものです

か?

A:24の欲求不満場面により構成されてお

り、場面を見て最初に浮かんだ反応語か

らパーソナリティーを分析していく投
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影法テストのことです。

Q:ソンディテストとはどの様なものです

か?

A: 48枚の写真を見せて、好き嫌いを申告

させていく投影法テストのことです。 1

回のテストが 5分間くらいなので、簡単、

便利に心理治療の手がかりを得ること

ができます。

Q:質問紙法とはどの様なものですか?

A:質問項目を回答させていくことにより、

心理状態やパーソナリティー特性を測

定していく検査テストのことです。

Q: YG検査(矢田部ーギルフォード性格

検査)とはどの様なものですか?

A:協調性、活動性、抑うつ性など 12の
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性格特性に関する 120項目の質問が施

されています。回答から安定性や内向性、

社会的適応などを見ていき、最終的に 5

種類のパーソナリティーのどれかに入

れていく質問紙法テストのことです。

Q : MPI (モーズレイ性格検査)とはどの

様なものですか?

A:神経症的傾向と内外向性を連動してみ

ていく虚偽項目も含めた 68項目からな

る質問紙法テストのことです。日本では

あまり使用をされていません。

Q: MMPI (ミネソタ多面人格目録)とは

どの様なものですか?

A: 550 項目の質問に対して『そう~ rち

がう~ wどちらでもない』の中から回答

をさせ、欝やヒステリ一、精神衰弱の度
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合いなどを見ていく質問紙法テストの

ことです。

Q:作業検査法とはどの様なものですか?

A:一定の作業(精神作業)をさせて、そ

の作業の過程と作業量・正確さからパー

ソナリティーを測定していく検査方法

のことです。

Q:行動観察法とはどの様なものですか?

A:研究対象を直接、知覚を通してとらえ

ていくことです。

Q:面接法とはどの様なものですか?

A:自由面接と標準化された面接がありま

すが、どちらにしても①ラ=ポールをつ

くる②相手の表情、言語反応をよく見る

ということが大切です。
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Q:内田クレペリン精動検査とはどの様な

ものですか?

A:ランダムな 1桁の数字を次々と加算を

していき、作業量・正確さからパーソナ

リティーの測定をしていく作業検査法

テストのことです。

Q:エコグラムとはどの様なものですか?

A:親・大人・子どもの 3つの自我状態のパ

ランスを棒線または折れ線で視覚的に

表したもののことです。特に交流分析に

おいて使用をします。

Q:ビネ一式知能テストとはどの様なもの

ですか?

A:アメリカの心理学者ビネーが精神薄弱

児を鑑定するために開発した、知能テス
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トのことです。

Q:スタンフォード=ビネーテストとはど

の様なものですか?

A:ビネ一式知能テストをスタンフォード

大学が改良をしたもので、問題が難易度

願に並べられており、どの程度まで正答

を導けたか求めていき、これを生活年齢

で割って 100倍をし、知能指数を出し

ていくテストで、幼稚園から中学校まで

の生徒・児童に適しています。

Q:ウェクスラ一式知能検査とはどの様な

ものですか?

A:偏差知能指数を使用し、言語性や動作

性など全体を測定していきます。

知能は遺伝的な能力といわれますが、環

境的要因も少なからず影響を与えてい
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っているということを考慮に入れてお

くことが懸命だと思います。

Q:心理検査テストを行う場合、特にどの

様な点について注意をしておく必要が

ありますか?

A:心理テストを行う検査者は特に専門的

な知識が必要です。心理テストの結果や

解釈は検査者の習熟度によってかなり

変動がある可能性があります。特に投影

法は解釈が複雑ですので検査者の力量

が大きな影響を持ちますので、絶えず力

量を高めていくことが重要で、そのため

にも自分と気の合つったスーパーパイ

ザーにスーパービジョンを受けること

がよいのではないでしょうか?何にし

てもテストの解釈は慎重に行ってくだ

さい。結果がすべてではありませんので、
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その点も注意をしてください。特に投影

法は無意識を表現させるのでクライエ

ントに対して大きな負担を強いること

になります。検査者はむやみに心理テス

トをするべきではないでしょう。そして

測定結果というものはある程度、客観性

がありますので安易に断定をしますと

後の治療に影響を与えるかもしれない

ということも心に留めておいてくださ

い。

またよいカウンセラーの資質のーっ

として、問題点(悩みなど)が環境より

量的にオーバーしているといった量的

な面、そして問題点(悩みなど)がその

環境と異にしているといった質的な面

の両面から見ることができることが大

切ではないでしょうか?
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Q:コールパーグとはどの様な人物です

か?

A:アメリカの心理学者で道徳判断につい

ての 3水準 6段階からなる『道徳性の発

達段階説』というものを説いています。

これは以下の様なものになっています。

古前習慣的水準

①第 1段階・・罪から逃れ、権威など

についていきます。

②第 2段階・・道具杉的で相対主義的

です。

宵習慣的水準

③第 3段階・・調和を求めていき、多

数派へ同調をしていきます。

④第 4段階・・法と秩序を重視し、遵

守をしていきます。

背後習慣的・自発的水準

⑤第 5段階・・社会的な考え方が出て
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きて、正義というものは個人的な

価値の問題ととらえる様になり

ます

⑥第 6段階・・普遍的な原理を追い

求めていく様になります。また良

心を動かして物事を決め、倫理的

な選択をする様になっていきま

す。

またコールパーグは学校の中にコミ

ニュティーミーティングと呼ばれる

自治会の時間を核とし、学校全体を

公正な共同体としていき、『正義を教

える公正な学校』をつくっていくべき

であると主張をしていきました。

Q:スキャモンの発達曲線とはどの様なも

のですか?

A : (人間の発達過程において)臓器の発
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育過程を 4パターンに分けていってい

るものです。①一般型・・骨や臓器・・

幼児期に発育をし、それ以後緩やかにな

りますが、青年期になると再ぴ活発に増

量発達していきます。②神経型・・脳や

神経・・ 5歳くらいまでに大きく発達を

し、成人の 80%くらいまで増量発達を

していきます。③リンパ系型・・リンパ

節や扇桃腺・・学童期に成長を大きく大

人のレベルを超えていきますが、青年期

に入ると今度は下降していき、大人のレ

ベルに落ち着きます。④生殖器型・-幼

児期・学童期は低く推移しますが、青年

期に入ると飛躍的に増量発達をしてい

きます。
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