問題１ CSR に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
ア. 企業の「CSR 活動」は、課題によっては NPO/NGO などと協働して進めるのが望ましい
イ. 企業の「CSR 活動」は、利益を目的としない慈善事業（寄付、ボランティアなど）である
ウ. 企業が CSR に取り組む目的は、自社や従業員などステークホルダーの価値を高め、さらには社会全体の価値を
高めるためである
エ. 企業は「CSR 活動」を通じて「社会的課題解決」と「経済的成果」の両方を追求することができる

問題２ 江戸時代の近江商人の商業倫理に通じる「三方よし」にあてはまらないものはどれか。
ア. 仲間よし
イ. 売り手よし
ウ. 世間よし
エ. 買い手よし

問題３「日本企業における CSR の現況」に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
ア. 日本企業が CSR を経営課題と位置付けて取り組み始めたのは 2003 年であり、日本の「CSR 元年」と言われている
イ. 日本企業が CSR に本格的に取り組み始めた背景には、大企業で企業不祥事が相次ぎ、社会から厳しく批判されたことな
どもある
ウ. 「経営と CSR は別物」と考える経営者は少なくないが、経済のグローバル化の中で、国内外の様々な社会的課題は
企業経営にとってリスクであると同時にチャンスとなっている。このため、業績を上げるためにも、CSR が必要だと
考える経営者は増えるといわれている
エ. 企業が CSR に取り組むと、社員のワーク・ライフ・バランスにも配慮するようになり、ES(従業員満足度)は高まるが、
CS(顧客満足度)には繋がらない

問題４ 世界の CSR をめぐる動きに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
ア. 欧米企業の CSR 活動を振り返ると、NGO/NPO や地域社会などのステークホルダーが密接に関わってきた。特に、
20 世紀後半に経済のグローバル化が進むにつれて、企業とステークホルダーとの関わりが一層深まった
イ. アジア・アフリカなど発展途上国の CSR は、その地域に進出する多国籍企業ではなく、地元企業の課題として取り組む
必要がある
ウ. 1995 年、大手国際石油会社であるシェルは北海油田の石油採掘用大型施設の稼働終了を迎えたことで、外部委託
調査の「陸上解体より海洋投棄の方が環境への影響は少なく、費用も少ない」との結論に従い海洋投棄処理を進める
予定であったが、国際環境 NGO の反対運動や消費者の製品不買運動などをうけ、投棄を断念した
エ. 1997 年に米国スポーツメーカーのナイキが委託先の東南アジアの工場で起こした児童労働等の問題は、企業責任として、
サプライヤーの労働環境や安全確保、児童労働を含む人権問題にも配慮しなければ、共犯者として取り扱われることを
教えた事例である

問題５ 企業の CSR レポートと GRI(Global Reporting Initiative)ガイドラインに関する次の記述のうち、
間違っているものはいくつあるか。
１. 企業の CSR レポートは第三者機関の認証を得る必要がある
２. 一定規模以上の大企業には、CSR レポートの発行が義務づけられている
３. 現在、世界の１万社近くの企業が CSR/サステナビリティ報告書を作成しているが、その実質的な国際基準である
GRI ガイドラインにおいて、トリプルボトムラインがパフォーマンス指標の骨格として採用されている
４. 2011 年、国連「ビジネスと人権に関する指導原則」が策定され、この「指導原則」は OECD 多国籍企業行動指針や

GRI（G4）の人権部分の記述強化に影響を与えた
ア.１つ
イ.２つ
ウ.３つ
エ.４つ

問題６ 大企業と中小企業のCSRに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
ア. 大企業も中小企業も関係なく、それぞれが自社の強みを把握しながら、ステークホルダーや社会に対して謙虚に
耳を傾ける姿勢、そして反応・対応する力が必要とされている
イ. 中小企業のCSRは大企業に比べると、対象となる地域や得意先などを絞り込みやすく、特定のターゲットに
合わせやすいという特徴がある
ウ. 中小企業は大企業に比べると、情報やノウハウ、経験が少ないので、CSRは大企業に任せるのが良い
エ. CSRはレポートやソーシャルメディアを使うなど取り組みを利害関係者に伝えることが重要であるが、資金や人材の制約が
大きい中小企業にとっては難しい面もある。しかし、中小企業の中にはNPOやプロボノとの連携によって、
効果的取り組みをしている企業もある

問題７「ISO26000」に関する次の記述のうち、間違っているものはどれか。
１.「ISO26000」では、CSR の「C（企業）」を外して、「SR（社会的責任）」という言葉が使用されている
２.「ISO26000」は、「ISO9001」や「ISO14001」と同様、要求事項を充足しているか否かを第三者機関が評価し、
その結果に基づき認証を与える第三者認証規格である
３.「ISO26000」の利用対象者は企業を含むあらゆる形態の組織（労働組合、消費者団体、NGO など）を含めている
４. 組織の社会的責任の推進に当たっては、自らの課題解決を図ることを第一とし、余裕があればステークホルダーの
利害にも配慮することが大切である
ア.１と２
イ.３と４
ウ.１と３
エ.２と４

問題８ 次の文章の空欄にあてはまる最も適切な語句はどれか。
ISO26000 で示している「7 つの中核主題」とは、（

）、人権、労働慣行、環境、公正な事業慣行、消費者課題、

コミュニティへの参画及びコミュニティの発展である。
ア. 食の安全
イ. 組織統治
ウ. 雇用機会
エ. 貧困問題

問題９ 国連グローバル・コンパクト（UNGC）に関する次の記述のうち、適切なものはいくつあるか。
１. UNGC は 1999 年のダボス会議でコフィー・アナン国連事務総長（当時）が提唱したイニシアチブで翌年、
ニューヨークの国連本部で正式に発足したものである
２. UNGC は労働・環境・腐敗防止の 3 分野での 10 原則からなっている
３. UNGC の 10 原則の中の労働は ILO の 4 重点分野 8 条約、環境は 1992 年にリオサミットで採択されたリオ宣言
などの世界的指導原則に基づいており、腐敗防止は 2003 年に国連腐敗防止条約が採択され、国際的な共通認識に

なったことが背景にある
４. UNGC が提唱された背景として、グローバリゼーションの負の側面が目立ち、過激なアンチ・グローバリゼーションの
動きが出てきたことなどが言われている
ア. １つ
イ. ２つ
ウ. ３つ
エ. ４つ

問題１０

次の文章の空欄にあてはまる最も適切なものはどれか。

2006 年に国連環境計画・金融イニシアチブと国連グローバル・コンパクトが世界の投資家などと連携する国連責任投資原則
（PRI: Principles for Responsible Investment）の活動が始まった。これは投資分析と意思決定に（
（

C

A

）、
（

B

）、

）を考慮する投資を広げる取り組みである。
A

B

C

ア.

環境

社会

企業統治

イ.

経済

治安

人権

ウ.

経済

社会

人権

エ.

環境

治安

企業統治

問題１１ 日本の自治体による「CSR 認証」などに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
ア.「郊外化の発展に伴う中心市街地の衰退」も地域の視点から見た社会的課題である
イ.「CSR 認証」は自治体などが一定の基準で域内の企業の経済的健全性や社会的健全性を審査し認証する制度であり、
企業の CSR 活動を促進する政策である
ウ. 地域企業の CSR 活動は自治体が取り組む公共政策的課題以外の分野が対象となっている
エ. 自治体の「CSR 認証」導入の背景には、自治体の財政難があり、直面する社会的課題を自治体単独で解決することが
困難になっていることもある

問題１２ ステークホルダーに関する次の記述のうち、適切なものはいくつあるか。
１. CSR において自社が取り組むべき課題を特定する際には、重要事項を除きすべての課題を社内検討だけで決めるのでは
なく、関係するステークホルダーの声を聴くべきである
２. ステークホルダー・エンゲージメントは「企業がステークホルダーと見解を交換し、期待を明確化し、相違点に対処し、
合意点を特定し、解決策を創造し、信頼を構築するための協議プロセスとして有効である」と言われている
３. ステークホルダーは、企業が社会的責任を果たしていく上で、欠かせない関係者であり、何を目的としてどのステーク
ホルダーとどのようなコミュニケーションやエンゲージメントを行うかは、CSR の戦略的推進に不可欠の要素である
４. ステークホルダーの中には株主、顧客、消費者、従業員、地域社会などが含まれるが、将来世代のために環境保護を
主張する NGO/NPO など、いわゆる「声なきステークホルダー」は入らない
ア.１つ
イ.２つ
ウ.３つ
エ.４つ

問題１３ 企業のコンプライアンスに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
ア. コンプライアンスとは「社会の要請に応じ、組織の目的を実現すること（社会的要請への適応）」が本来の意味である

イ. コンプライアンスの実践に際しては、「法令遵守」を義務とし、社内規則、業務マニュアルなどの「社内規範」を努力
目標とすることを社員に徹底することが大切である
ウ. 最近、企業の不祥事が頻発しているが、コンプライアンス違反が背景にあることが少なくない
エ. コンプライアンス違反をすると、会社の経営が悪化するだけでなく、不祥事を起こした社員とその家族の人生も、
ボロボロになることもある。コンプライアンスは、会社のためだけでなく、「自分と自分の家族を守るため」でもある

問題１４「企業とは社会においてどんな存在か」に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
ア. 良い商品・サービスをお客様に提供し続け、利益を出し、ステークホルダーの利害とのバランスを取りながら、
社会に役立ち続けることが「社会の公器」としての企業の基本的役割である
イ. 社会への配慮を重視する商道徳は江戸時代以前から日本にあった
ウ. 経団連は 1991 年、「企業行動憲章」を制定し,会員企業に対し、企業が高い倫理観を持ち、法令遵守を超えた
社会的責任を認識し、様々な社会課題の解決に貢献するよう働き掛けた
エ. 企業は、福祉・教育・環境などの課題解決を目指す NPO や NGO とは目的が一致しても組織体質が違うので協働できない

問題１５「社会における企業の役割」に関する次の記述のうち、適切なものはいくつあるか。
１. 気候変動の原因である温室効果ガスの排出や熱帯雨林の破壊などの地球環境問題は企業の経済活動に直接関係しないの
で、企業として取り組む必要はない
２. 近年、日本ではブラック企業が話題になっている。利益を重視するあまり、労働者の権利を侵害するような例が多数
報告されているが、このような問題は日本だけに限定された話である
３. EU(欧州連合)は 2011 年、CSR を「企業の社会に与える影響に対する責任」と再定義した。その定義によると、
企業の責任は企業が直接手を下さない資源の採掘や下請けの工場などのサプライチェーン、製品の使用や廃棄も含めた
バリューチェーンというビジネスに関係する幅広い部分にまで、責任が及ぶことになる
４. 企業は雇用を生み出す重要な役割を担っているが、一方で、適切な雇用形態がとられないような場合、人権や労働の
問題を引き起こすことがある
ア. １つ
イ. ２つ
ウ. ３つ
エ. ４つ

問題１６「企業と人権」に関する次の記述のうち、適切なものはいくつあるか。
１. 2008 年、国連「保護、尊重及び救済枠組」が採択され、国は国民を第三者による人権侵害から保護する義務、企業には
企業行動のあらゆる局面で人権を尊重する責任、容易にアクセスできる救済手段の確立の３つを求めている
２. 2011 年の国連「ビジネスと人権に関する指導原則」に従い、企業は人権問題の負の影響を排除するために
PDCA サイクルを回してデューデリジェンスを行う必要がある
３. 「人権の尊重」は ISO26000 の「7 つの原則」の中の 1 つである
４. 企業の人権尊重への取り組みは、第１に、人権の国際基準を社内方針に制度化し、世界と共通の土俵を構築すること、
第２に、身の回りのあらゆる問題を人権という見地からも見つめること、から始めるのが良い
ア. １つ
イ. ２つ
ウ. ３つ
エ. ４つ

問題１７ ダイバーシティに関する記述のうち、最も不適切なものはどれか。
ア. ダイバーシティとは日本語で「多様性」を意味する
イ. 日本では労働時間の管理が中心的な取り組み課題になっている
ウ. 男女平等や高齢者・障がい者の雇用もダイバーシティの取り組み課題である
エ. この言葉は、性別、年齢、人種、宗教、国籍などに関係なく、多様な価値観を尊重するといった意味で使われている

問題１８ 次の文章の空欄にあてはまる最も適切なものはどれか。
弁護士が社会的弱者の法律相談に乗ったり、医師が海外の医療支援にボランティアで参加したりと、自分が仕事で培って
きた経験やスキルを活かして取り組む社会貢献活動のことを（

）という。

ア. プロボノ
イ. エンゲージメント
ウ. ソーシャル・アントレプレナー
エ. インクルージョン

問題１９ 日本における障がい者雇用に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。
１. 障がい者の法定雇用義務は従業員規模 100 人以上の企業に課されている
２. 障害者雇用促進法で定められた民間企業の法定雇用率は 2.0％である
３. 障がい者は身体障がい者、知的障がい者の２区分に分けられている
４. 2013 年現在、法定雇用率未達成企業の割合は約 57％で、過半数を超えている

ア. １と２
イ. ３と４
ウ. １と３
エ. ２と４

問題２０ 次の文章の空欄にあてはまる最も適切なものはどれか。
（

）は、「男性は仕事、女性は家庭」という固定的な性別役割分担意識にとらわれず、男性も女性も個人が

それぞれの能力を発揮して責任を分担して生き生きと暮らしていこう、仕事と育児・介護・地域や趣味といった仕事
以外の活動を自分なりに両立させて楽しみながら生活できるようにしよう、という考え方である。
ア. フレックス・タイム・システム
イ. ワーク・ライフ・バランス
ウ. サステナビリティ
エ. ダイバーシティ＆インクルージョン

問題２１ コーズ・リレイテッド・マーケティング（CRM）に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
ア. CRM は収益の一部が NPO などへの寄付を通じて、社会的課題の解決のために役立てられるマーケティング活動である
イ. CRM は 1983 年に米国のアメリカン・エクスプレス社が自由の女神の修繕のための寄付と関係付けて行ったものが
最初といわれている
ウ. 売上げの一部を顧客の名前で寄付するマーケティング活動である
エ. 日本で大きく注目されたのは 2007 年にボルヴィックが始めた「1L for 10L プログラム」である

問題２２ 社会的課題に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
ア. 急速にグローバル化が進むなかで、環境破壊や児童労働、低賃金労働に代表される労働人権問題など、企業活動が
その主な要因とされる問題が露呈してきている
イ. 日本における社会的課題としては、ワーキングプア、急速な高齢化、児童虐待、ダイバーシティの欠如、食の安全性へ
の信頼低下、ブラック企業などがある
ウ. 企業が取り組むべき社会的課題を特定するにあたっては、自社の事業や強みとの関連性や事業を行う地域の課題、
バリューチェーンにおける重要性などを勘案する必要がある
エ. 企業は自社が取り組む社会的課題を実行するにあたっては、他者との協働は求めず、プログラムは自社内で完結させる
べきである

問題２３ 次の文章の空欄にあてはまる最も適切な語句はどれか。
「日本版（

）」は企業の持続的な成長を促す観点から、幅広い範囲の機関投資家が投資先企業の株主総会などに

どのような態度で臨むべきかなど、適切に受託者責任を果たすための原則である。機関投資家による投資先への監視や
対話が不十分であったことが 2008 年の金融危機（リーマン・ショック）を招いたとの反省に基づき、2010 年に英国で
最初に定められたもので、7 つの原則から成り立っている。
ア. コーポレート・ガバナンス・コード
イ. インパクトインベストメント
ウ. スチュワードシップ・コード
エ. サーベンス・オクスリー法（SOX 法）

問題２４ 次の文章の空欄にあてはまる語句の組み合わせで最も適切なものはどれか。
日本では 1968 年に消費者保護基本法が制定されて消費者の（
消費者基本法に改正された。消費者基本法では消費者の（

A
B

）が始まり、2004 年には
）の尊重とともに消費者の（

C

）

が基本理念とされている。
A

B

C

ア.

教育

自由

保護

イ.

救済

権利

自立支援

ウ.

教育

自由

自立支援

エ.

救済

権利

保護

問題２５ 次の文章の空欄にあてはまる語句の組み合わせで最も適切なものはどれか。
「フェアトレードは、対話、透明性、敬意を基盤とし、より公平な条件下で国際貿易を行うことを目指す貿易パートナー
シップである。特に南の弱い立場にある（

A

）や（

B

）に対し、より良い条件を提供し、かつ彼らの

権利を守ることにより、持続可能な発展に貢献する」この定義が世界的に最も認知されていると言われている。
A

B

ア.

流通業者

労働者

イ.

生産者

消費者

ウ.

流通業者

消費者

エ.

生産者

労働者

問題２６ 次の文章の空欄にあてはまる語句の組み合わせで最も適切なものはどれか。
「トリプルボトムライン（Triple Bottom Line）」とは、企業経営を行う際に、
（

A

）、
（

B

）、
（

C

）

にも配慮したバランスの良い経営を行うことを意味している。
A

B

C

ア.

環境

社会

経済

イ.

株主

人権

経済

ウ.

株主

人権

国際

エ.

環境

社会

国際

問題２７ 社員が「ソーシャルメディア」を活用し、「社会とつながる働き方」をすることで生まれる価値として、
不適切なものはいくつあるか。
１. 社員は隠れた社会のニーズを汲み取り、マーケティングなどに活用することができる
２. 社員は自社がなぜ環境に配慮しなければならないのか、コンプライアンスやガバナンスはどうあるべきかなどへの
理解を自然に深めることができる
３. 今までとは異なるステークホルダーと新しい事業をつくり出せる社内社会起業家のような社員が増え、そのような
社員の存在が、組織内のイノベーション（革新）の中心となるだけでなく、組織を活性化させる起爆剤となりうる
４. 社員が公開前の商品情報を発信することで、商品に対する消費者の関心を高めることができる
ア.１つ
イ.２つ
ウ.３つ
エ.４つ

問題２８ 「ソーシャルメディア」に関する次の記述で、最も不適切なものはどれか。
ア. 総務省のデータ（2013 年 6 月）によると、国内スマートフォン普及率はほぼ 5 割（49.5％）で、多くの人がソーシャル
メディアを通じて情報を「双方向」かつ「リアルタイム」で自由に受発信することが可能となった
イ. 企業のソーシャルメディア対策としては企業への批判をもたらすコミュニティの監視強化を最優先すべきである
ウ. 企業に関する情報はインターネットの検索、ソーシャルメディア上の話題になるので、株主向けの経営情報のみならず、
コンプライアンス、環境問題、労働環境改善への取り組みなど、タイムリーな情報開示が求められる
エ. ソーシャルメディアを活用することで、直接、消費者、市民、株主、従業員など、多様なステークホルダーへの情報
発信が可能になり、また彼らからのタイムリーな反響が公の目に触れる形で得ることが可能である

問題２９ BOP ビジネスに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
ア. BOP という用語は、経済学者のプラハラード氏とハート氏が２００２年に提唱したものである
イ. 世界銀行グループの世界資源研究所などの資料「The Next 4 Billion」によれば、世界人口の約７２％に当たる
約 40 億人が年間所得 3000 ドル以下の生活者とされ、市場規模は総額約５兆ドルと言われている
ウ. BOP ビジネスは収益を目的としない途上国の貧困解決のための国際協力活動である
エ. BOP ビジネスは BOP 層の生活支援だけでなく、生産から流通、販売、消費、雇用創出に至るまで現地の地域経済の
発展などに寄与している

問題３０ ソーシャル・ビジネスに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
ア. ソーシャル・ビジネスの担い手は大企業と第３セクターに限られている
イ. 大企業の CSR 活動で最近、ビジネス色が強いものが増えている。これを「CSV（Creating Shared Value：共通価値の
創造）」と呼ぶ。企業にとって、寄付のような一方的なコスト負担ではなく、事業収益によって事業拡大も期待できる
ことから、今後さらに拡大していくとみられている

ウ. ソーシャル・ビジネスは 1980 年代以降、当時の米国レーガン政権や英国のサッチャー政権で社会保障費が大幅に
削減されたため、様々な公共サービスを補完する形で現れた
エ. アウトドア用品のパタゴニア（米国）や化粧品のザ・ボディショップ（英国）、アヴェダ（米国）はソーシャル・
ビジネスの草分け企業として知られている

問題３１「社会から尊敬される企業とは何か」に関する次の文章の空欄にあてはまる最も適切な語句はどれか。
企業にかかわる全ての人々の中で、とりわけ大切な人は「社員とその家族」「自社でやれない仕事をしてくれている会社の
社員とその家族」「

」「地域住民、とりわけ社会弱者」そして「出資者・支援者」の人たちであるとの

意見がある。
ア. 弁護士
イ. 経営者
ウ. 会計士
エ. 現在顧客と未来顧客

問題３２「会社人」から「社会人」になるための方法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
ア. 会社の仕事を通じて社会に役立つことを考え実践する
イ. 寄付やボランティアで社会活動に参加する
ウ. 「会社」と「社会」は常に対立する存在であるので、仕事に深入りしない
エ. 消費行動で CSR 企業を応援する

問題３３ NPO に関する次の記述のうち、適切なものはいくつあるか。
１. NPO 法では特定非営利活動の活動分野は、当初は１２項目に限定されたが、その後限定は外された
２. 2001 年に創設された認定特定非営利活動法人制度（認定 NPO 法人制度）の施行目的は、NPO に法人格を付与する
ことで社会的な位置付けを高めることである
３. NPO の活動範囲の拡大は従来型「公助（行政サービス）」や「自助」では解決できない社会的課題に対して、
「共助（市民の助け合い）」の広がりと期待を示すものである
４. 持続可能な社会づくりや社会課題の解決に取り組む NPO の活動は、体質の違う行政や企業との連携は馴染まない
ア.１つ
イ.２つ
ウ.３つ
エ.４つ

問題３４ 企業にとって NPO と協働するメリットとして、最も不適切なものはどれか。
ア. 従業員の能力開発に役立つことがある
イ. 協働の内容によっては本業そのものへの貢献にも結びつく
ウ. CSR 推進の大きな柱になることもある
エ. NPO との協働は企業の財務基盤強化に繋がる

問題３５ グローバルな気候変動の問題解決に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
ア. 気候変動対策と経済成長を両立させる鍵は革新的な省エネ・自然エネルギー技術の製品開発と普及であると
言われている
イ. 先進国の取り組みは順調に進捗しているので、問題解決のポイントは遅れている開発途上国における対策である

ウ.日本の気候変動対策は計画通り進んでおり余裕があるので、2015 年 11 月の COP21（パリ会議）の結果を踏まえる
必要はあるが、まずは国内経済の実情を優先すべきである
エ. 途上国の環境分野への投資リスクは大きく、利潤を生みにくいので、企業としては慎重であるべきである

問題３６ 生物多様性に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
ア. 生物多様性とは、地球上には様々な生物種が存在し、１つの種の中にも遺伝的な多様性が存在し、また生物と
非生物からなる生態系も多様であるという概念である
イ. 企業の取組みとしては自社の操業方法だけでなく、サプライチェーンにおける原材料の採掘や、生産の方法まで
見直す必要がある
ウ. 生物多様性が失われる原因は自然の摂理である
エ. 生物多様性が失われつつある主要な原因は、人間活動にあり、特に企業活動の影響は、他の原因より圧倒的に
大きくなっている

問題３７ 世界の貧困と児童労働に関する次の記述で、正しいものはいくつあるか。
１. 国際 NGO オックスファムが発表した報告（2014 年１月）によると、世界人口の１％が世界の富の半分を独占している
２. 国連の「ミレニアム開発目標（MDGs）」の中には「極度の貧困及び飢餓の撲滅」は含まれていない
３. 国際労働機関（ILO）の「2016 年までに最悪の形態の児童労働を撤廃する」という目標を達成するのは絶望的だ
４. ILO の「最悪の形態の児童労働条約」「最低年齢条約」の定義の中には家の手伝いや新聞配達などの軽い労働も
含まれている
ア. １つ
イ. ２つ
ウ. ３つ
エ. ４つ

問題３８ エシカルなビジネスに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
ア. エシカル度を測る「エシスコア」の計測には、環境・動物の権利・人権・反社会勢力支援の有無など・持続可能性
という 5 大項目 19 小項目で評価している
イ. 日本における Google での「エシカル」の検索件数は、2010 年の 4.6 万件から、2014 年は約 45 万件のヒットとなり、
3 年で約 10 倍になった
ウ. 英国の専門誌「エシカルコンシューマー」のミッションは「消費者の力で、グローバルなビジネスをより持続可能なも
のにすること」を掲げている
エ. 英国コーポレート銀行の調べでは、1998 年から 10 年間で英国の一般家庭でのエシカル関連の消費が 120％も拡大してい
るが、企業の社会的責任投資（SRI）の市場は収縮している

問題３９ オーガニック/有機農業に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
１.日本の有機農業推進法における有機農業の定義は、「化学的に合成された肥料及び農薬を使用しないこと、並びに
遺伝子組換え技術を利用しないことを基本として、農業生産に由来する環境への負荷をできる限り低減した農業生産
方法を用いて行われる農業」とある
２.有機農業の原点は、「環境に配慮し、生物の多様性によるバランスや土づくりを重視した持続可能な農業の実現」である
３. 欧米の有機農業の発展は主に生産者と消費者の信頼関係によるグループ取引によって進められてきた
４. 日本有機農業研究会の調査によると、日本で 95％の消費者は有機、オーガニックという言葉を正しく理解している
ア. １と２

イ. １と３
ウ. ２と３
エ. ２と４

問題４０ 社会起業家に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
ア. 社会起業家精神の歴史をたどってみると、「社会的課題を事業によって解決する」という手法は、欧米から入った
概念である
イ.「マイクロクレジット」と呼ばれる貧困層向けの無担保融資を行ったグラミン銀行創設者ムハマド・ユヌス氏は世界で
最も有名な社会起業家の 1 人と言われている
ウ. 社会起業家精神とは自分たちの利益のみならず、社会、そして地球への影響も考慮した経済活動であり、働くすべての
人に求められている
エ. 日本では 2010 年に社会起業家の育成に特化したビジネススクールである社会起業家大学が開校するなど、社会起業家へ
の注目が高まってきている

