
回答と解説 

 

■問題 1  正解・・・エ 

解説： この問題はチャプター１－１「CSR の歴史的背景」からの出題です。ア、イ、

ウは９ページ２－４段落目にある通りで適切。エは 1950 年代からの公害問題への

対応は日本の現代における CSR の歴史の特色との記述が９ページ４段落目にあり

ます。 

 

■問題 2  正解・・・イ 

解説： この問題はチャプター１－２「日本企業における CSR の現況」からの出題です。

アは 12 ページにある通り、「黒船のように突き付けられた」のではなく、企業の

不祥事と SRI の浸透が背景です。イは正解。ウは 13 ページ４段落目にある通り、

「業績を上げるためにも、CSR が必要だと考える経営者は着実に増えています」。

エは 13 ページ３段落目にある通り、納税は法的な義務であり、それだけでは社会

的責任を果たしているとは言えません。 

 

■問題 3  正解・・・イ 

解説： この問題はチャプター１－３「世界の CSR をめぐる動きとは」からの出題です。 

アは、14 ページ３段落目にある通り、ウは 15 ページ２－３段落目にある通り、エ

は 15 ページ５－７段落目にある通り、それぞれ適切です。イは、この章で触れた

シェルやナイキなどへの影響力を考えると不適切な表現と言えます。 

 

■問題 4  正解：ウ 

解説：この問題はチャプター１－４「からの出題です。大企業と中小企業の CSR」から

の出題です。アは 16 ページ２段目にある通り、イは 17 ページ 3 段落目にある通

り、エは 17 ページ４段落目にある通り、それぞれ適切です。ウは、16 ページ４段

落目「大企業は、法を守るだけ、売れる商品を作るだけでは不十分」とある通り、

不適切です。 

 

■問題 5  正解・・・エ 

解説：この問題はチャプター１－５「コンプライアンスの本質」からの出題です。１は

20 ページ５段落目にある通り、２は 21 ページ２段落目にある通り、３は 21 ペー

ジ３段落目にある通り、４は 20 ページ 6 段落目にある通り、それぞれ適切です。

よって答えはエの４つとなります。 

 

■問題 6  正解・・・イ 



解説：この問題はチャプター1－6「企業の CSR レポートの役割と現状と課題」からの出

題です。アとウは 22 ページ１段落目にある通り、エは 23 ページ１段落目にある

通り、それぞれ適切です。イについては、CSR レポートは第三者機関の認証を得

る必要はないので不適切です。 

 

■問題 7  正解・・・ア 

解説：この問題はチャプター１－７「ISO26000 とは何か」からの出題です。イは 24 ペ

ージ３段落目にある通り、ウは 25 ページの表にある通り、エは 24 ページ１段落

目にある通り、それぞれ適切です。アについては、ISO26000 に第三者機関の認証

はないので、不適切です。 

 

■問題 8  正解・・・ア 

解説：この問題はチャプター１－８「国連グローバル・コンパクトとは何か」からの出

題です。イは 26 ページ２段落目にある通り、ウは 26 ページ７段落目にある通り、

絵は 27 ページの表にある通り、それぞれ適切です。アについては、国連のグロー

バル・コンパクトオフィスがイニシアチブを運営しており、不適切です。 

    

■問題 9  正解・・・ア 

解説：この問題はチャプター１－９「SRI（社会的責任投資）とは何か」からの出題です。

アは 28 ページ１段落目にある通り、適切です。イは、ポジティブ・スクリーンで

はなくネガティブ・スクリーニングなので不適切。ウは投資家が企業の活動方針

に介入することは否定されていないので、不適切です。エは、社会的責任投資の

定義そのものが間違っているので、これも不適切です。 

 

■問題 10  正解・・・イ 

解説：この問題はチャプター２－１「企業とは社会においてどんな存在か」からの出題

です。アは 34 ページ１段落目にある通り、ウとエは 35 ページ 3 段落目にある通

り、それぞれ適切です。イについては、日本の商道徳は近江商人など江戸期以前

に遡ることができるので、不適切です。 

 

■問題 11  正解・・・ウ 

解説：この問題もチャプター２－１「企業とは社会においてどんな存在か」からの出題

です。三方良しは「売り手よし」「買い手よし」「世間よし」なので、「子孫よし」

が含まれないことになります。 

 

■問題 12  正解・・・エ 



解説：この問題はチャプター２－３「企業にとってステークホルダーとは何か」からの

出題です。１と２は 38 ページ２段落目にある通り、３は 39 ページ４段落目にあ

る通り、４は 38 ページ６段目にある通り、それぞれ正しい記述です。よって正解

はエとなります。 

 

■問題 13  正解・・・エ 

解説：この問題はチャプター２－２「社会における企業の役割はどう変わってきたか」

からの出題です。アは 36 ページ３段落目にある通り、イは 36 ページ４－５段落

目にある通り、ウは 37 ページ３段落目にある通り、それぞれ適切です。エは、37

ページ５段落目にある通り、企業の責任は自社の創業に伴う範囲にとどまらない

ので、不適切です。 

 

■問題 14  正解・・・エ 

解説：この問題はチャプター２－５「消費者重視の経営とは何か」からの出題です。ア

は消費者庁の設立は 2009 年なので不適切。イは 42 ページ３段目にある通り、日

本における消費者政策は先進国の中でも遅れていたので不適切。ウは、43 ページ

４段落目にある通り、事業主の５つの責務が明示されているので不適切。エは 43

ページ４段落目にある通り、適切です。 

 

■問題 15  正解・・・ウ 

解説：この問題はチャプター2－6「トリプルボトムライン」からの出題です。46 ページ

１段落目にある通り、トリプルボトムラインについての記述はウが正しく、他の

３つは間違いです。 

 

■問題 16  正解・・・ウ 

解説：この問題はチャプター2－7「世界や日本国内にはどんな社会的課題があるか」か

らの出題です。アとイは 48 ページ１段落目にある通り、エは 49 ページ３段落目

にある通り、それぞれ適切です。ウについては、開発途上国だけでなく先進国に

とっての課題でもあるので、不適切です。 

 

■問題 17  正解・・・ア 

解説：これは 49 ページの表からの問題です。日本では森林資源量は増え続けているので、

アが不適切となります。 

 

■問題 18  正解・・・ア 

解説：この問題はチャプター１－５「コンプライアンスの本質」などからの出題です。 



イは 20 ページ３段落目の記述から、ウは４1 ページ３段落目の記述から、エは 20

ページ 5 段落目の記述から、それぞれ適切です。アについては、CSR が法令遵守

を含む以上、法的義務となるので、不適切といえます。 

 

■問題 19  正解・・・エ 

解説：アは、社会貢献活動が企業の利益につながることはあってよいので不適切。イは

企業と NPO は実際に多くの協働の事例があるので不適切。ウについては、日本で

は企業から NPO への寄付は十分とは言えないので不適切。よって、エが適切とな

ります。 

 

■問題 20  正解・・・ウ 

解説：この問題はチャプター２－9「企業と人権」からの出題です。アは 54 ページ１－

２段落目の記述の通り、イは 54 ページ 6 段目の記述の通り、エは 55 ページ 4 段

目の記述の通り、それぞれ適切です。ウについては、各国の法律だけではなく、

国連「保護、尊重及び救済の枠組み」など、国際的な取り決めを守る必要がある

ので、不適切となります。 

 

■問題 21  正解・・・イ  

解説：この問題はチャプター４－7「ソーシャルメディア」からの出題です。イは、社員

が公開前の商品情報や内部の事情を発信することは通常ないので、これが最も不

適切なものとなります。 

 

■問題 22  正解・・・ウ 

解説：この問題はチャプター３コラム１「会社人から社会人へ」からの出題です。２に

ついては、60 ページ２段落目にある通り、会社の人とか付き合わない人は「会社

人間」の範疇ですので、これは社会人には当てはまらないことになります。よっ

て正解は、１、３、４の３つですので、ウになります。 

 

■問題 23  正解・・・エ 

解説：アは、経営者という個人の責任は問われる可能性がありますので不適切。企業の

価値は、社会的価値と経済的価値があるので不適切。ウについては、CSR 部員だ

けではなく、すべての社員が知る必要がありますので不適切。よって正解はエと

なります。  

 

■問題 24  正解・・・ア 

解説：この問題はチャプター3－3「企業と NPO が協働する意味とは」からの出題です。



アについては、65 ページ 5 段落目にある通り、企業主導型や NPO 主導型などさ

まざまなパターンがありますので不適切となります。 

 

■問題 25  正解・・・ウ 

解説：この問題はチャプター３－４「ワーク・ライフ・バランスとは何か」からの出題

です。アは 66 ページ６段落目の通り、ワーク・ライフ・バランスの推進を重視し

ているので不適切。イは、66 ページ１段落目の通り、仕事と育児・介護、地域活

動や趣味などさまざまな要因があるので不適切。エは、67 ページ５段落目にある

通り、さまざまなメリットがあるので不適切。よって、ウが正解となります。 

 

■問題 26  正解・・・ア 

解説：この問題はチャプター３－５「ダイバーシティ＆インクルージョンとは何か」か

らの出題です。68 ページ１段落目の記述の通り、ダイバーシティは性別、国籍、

年齢、健常者・非健常者などの多様性という意味なので、不適切です。よって正

解はアとなります。 

 

■問題 27  正解・・・イ 

解説：この問題はチャプター3 コラム２「プロボノとは何か」からの出題です。70 ペー

ジ 1 段目の記述の通り、プロボノとは自分が仕事で培ったスキルを生かして取り

組む社会貢献活動のことを指しますので、イがもっとも不適切となります。 

 

■問題 28  正解・・・エ 

解説：この問題はチャプター2－5「消費者重視経営とは何か」からの出題です。アにつ

いては、47 ページ４段落目の記述の通り、消費者の８つの権利と事業主の５つの

責務を明示したものなので、不適切。イは市民の積極的な消費を促すものではな

いので不適切。ウは食品偽装やキャッチセールス被害の増加だけ背景ではないの

で不適切。よって、正解はエとなります。 

 

■問題 29  正解・・・エ 

解説：この問題はチャプター４－1「グローバルな気候変動交渉の動き」からの出題です。

アは日本は京都議定書の第二約束期間に参加していないので不適切。イは、世界

の温室効果ガスの排出量は減少していないので不適切。ウは途上国企業ではなく、

先進国の企業により期待されているので不適切。よって正解はエとなります。 

 

■問題 30  正解・・・イ 

解説：この問題はチャプター４－2「生物多様性」からの出題です。１は、寄付だけでは



生物多様性は守られないので誤り。４は、自然資本は一度失われても増やすこと

ができるので誤り。よって、２と３が正しく、正解はイとなります。 

 

■問題 31  正解・・・ウ 

解説：この問題はチャプター４－3「世界の貧困と児童労働」からの出題です。アについ

ては、80 ページ４段落目の記述にある通り、国際貧困ラインは「１日１.25 ドル

未満」なので不適切。イについては、81 ページ 3 段落目の記述にある通り、児童

労働は 15 歳未満の違法労働と、15 歳以上 18 歳未満の危険有害労働を指すとある

ので、不適切。エは、81 ページ３段落目の記述にある通り、不適切です。よって

正解はウとなります。 

 

■問題 32  正解・・・ウ 

解説：この問題はチャプター４－４「エシカルなビジネス」からの出題です。ウは、82

ページ３段落目にある通り、「効率性」ではなく「持続可能性」なので不適切です。 

 

■問題 33  正解・・・エ 

解説：この問題はチャプター４－5「フェアトレード」からの出題です。84 ページ６段落

目にある通り、エが正解です。 

 

■問題 34  正解・・・ウ 

解説：この問題はチャプター4－6「オーガニック／有機農業」からの出題です。アは 86

ページ１段落目の記述にある通り、化学肥料と農薬が普及し始めたのは戦後なの

で、不適切。イは 86 ページ 4 段落目にある通り、有機農業推進法は遺伝子組み換

え技術を利用しないことに触れているので、不適切。エは、87 ページ 3 段落目に

ある通り、有機農業推進に関する法律の施行が日本は EU に 15 年も遅れており、

不適切です。よって正解はウとなります。 

 

■問題 35  正解・・・エ 

解説：この問題はチャプター4－7「ソーシャルメディア」からの出題です。エについて

は、そのような記述はこのチャプターにはありませんので、不適切です。 

 

■問題 36  正解・・・ア（年間３０００ドル以下） 

解説：この問題はチャプター4－8「BOP ビジネス」からの出題です。アは、90 ページ 1

段落目にある通り、BOP 層の定義は年間 3000 ドル以下で暮らすとあるため、不

適切です。 

 



■問題 37  正解・・・ア 

解説：この問題はチャプター4－9「障がい者雇用」からの出題です。イは 92 ページ１段

落目にある通り、身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者の３区分であるた

め不適切。ウとエは、92 ページ２段落目にある通り、従業員規模 50 人以上の会社

に課されているため、不適切。よって正解はアとなります。 

 

■問題 38  正解・・・イ 

解説：この問題はチャプター4－10「コーズ・リレイテッド・マーケティング」からの出

題です。1 は 95 ページ２段落目にある通り、CRM の実施には企業・消費者・NPO

の参加が必要であるため、誤りです。４は、95 ページ 4 段目にある通り、企業に

とっての CRM の主な目的は CSR とマーケティングであるため、誤りです。よっ

て、１と４が誤りで、正解はイとなります。 

 

■問題 39  正解・・・エ 

解説：この問題はチャプター4－12「社会起業家（ソーシャル・アントレプレナー）」か

らの出題です。エは、97 ページ１－４段落目にある通り、実は日本から古くから

あるものなので不適切です。 

 

■問題 40  正解・・・ア 

解説：この問題はチャプター4－12「ソーシャル・ビジネス」からの出題です。アは、 

98 ページ 3 段目にある通り、企業だけではなく、協同組合、ＮＧＯ／ＮＰＯなど

も含まれるため不適切です。 

 


