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解答形式：①．各分野の語句等を解説し（各分野3題ずつ計12題の中から3題選択）、

②．各分野の論述問題（各分野l題ずつ計4題の中から1題選択）に解答しなさい。

なお、 1 分野に統一して選択しても、 各分野から総合的に適宜選択してもよい。

①．各分野の語句等の解説

以下の各分野の語句の中から3題を選び、 解説しなさい。

問題番号

（教 1) 地域学校協働活動

（教 2) アクテイプラ ーニング

（教 3) スポー ツボランティア

（心 4) ゲシュタルト心理学

（心 5) 選択的注意

（心 6) ヒュ ーリスティクス

（福 7) アドボカシー

（福 8) 障害者雇用促進法

（福 9) アウトリーチ

（社10) 相関関係と因果関係

（社11) 社会構成主義

（社1 2) ドメスティック・バイオレンス

＊注意：問題番号は関連各分野を表している。

（教 1) --- (教 3)→教育学分野

（心 4) --- (心 6)→心理学分野

（福 7) --- (福 9)→社会福祉学分野

（社10) ,..._, (社1 2)→社会学分野
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2. 各分野の輪述問題

以下の各分野の論述問題の中から1題を選び、 解答しなさい。

(1) 教育学分野（生涯学習学を中心に）

生涯学習社会において大学が果たすべき役割について論じなさい。

(2) 心理学分野

心理学における調査法と実験法について説明し、それぞれの長所と短所について比

較して述べなさい。

(3) 社会福祉学分野

「選別的福祉（選別主義）」と「普逼的福祉（普逼主義）」をテーマに、社会福祉の対象や

政策、考え方の変化について論じなさい。

(4) 社会学分野

近代社会と脱近代社会を比較し、 その特徴を述べなさい。
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