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■■■■問題問題問題問題 1111    

日本日本日本日本におけるにおけるにおけるにおける CSRCSRCSRCSR のののの歴史的背景歴史的背景歴史的背景歴史的背景にににに関関関関するするするする次次次次のののの記述記述記述記述のうちのうちのうちのうち、、、、最最最最もももも不適切不適切不適切不適切なものはどれかなものはどれかなものはどれかなものはどれか。。。。    

 

ア.  安土桃山時代に「勤勉は仏行」と唱えた鈴木正三が、日本の職業倫理思想の源流とい

われている 

イ.  二宮尊徳の「道徳なき経済は犯罪であり、経済なき道徳は寝言である」という思想な

ど、江戸時代の経済社会でも古くから職業倫理思想とその実践が伝えられてきた 

ウ.  「論語と算盤」における渋沢栄一の道徳経済合一説や松下幸之助の「営利と社会正義

の調和」などは、今日の企業経営にも継承されている 

エ. 1950 年代からの公害問題への対応は、CSR との関連性は非常に低い 

 

■■■■問題問題問題問題 2222    

日本企業日本企業日本企業日本企業におけるにおけるにおけるにおける CSRCSRCSRCSR のののの現況現況現況現況にににに関関関関するするするする次次次次のののの記述記述記述記述のうちのうちのうちのうち、、、、最最最最もももも適切適切適切適切なものはどれかなものはどれかなものはどれかなものはどれか。。。。    

 

ア.  日本企業における CSR は、10 年ほど前に欧米から「黒船」のように突き付けられた

ものである 

イ.   CSR は、企業が社会からの評価を得るために必要なものとされている 

ウ. 日本企業では「経営と CSR は別物」と考えられており、業績を上げるために CSR が

必要だと考える経営者はいない 

エ.  日本では「当社は適切な利潤を上げ、税金を納めている。それが CSR だ」と言う経営

者がいるが、確かに法的な義務である納税さえ行っていれば、それだけでも社会的責

任は十分に果たされているといえる 

 

■■■■問題問題問題問題 3333    

世界世界世界世界のののの CSRCSRCSRCSR をめぐるをめぐるをめぐるをめぐる動動動動きにきにきにきに関関関関するするするする次次次次のののの記述記述記述記述のうちのうちのうちのうち、、、、最最最最もももも不適切不適切不適切不適切なものはどれかなものはどれかなものはどれかなものはどれか。。。。    

 

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ている 

イ.  NGO／NPO は市民活動であるため、その影響力は限定的で大企業の行動を変えるよ

うな大きな脅威となるようなことはない 



ウ.  1995 年、大手国際石油会社は北海油田の石油採掘用大型施設を海洋投棄しようとした

が、国際 NGO の反対運動や欧州各地での消費者の製品不買運動等が起こり、海洋投棄

は断念することになった 

エ.  1997 年、米国スポーツメーカーの委託する東南アジアの工場において、低賃金労働や

劣悪な環境での長時間労働、児童労働、強制労働などが発覚した。米国の NGO などが

このメーカーの社会的責任を批判し、世界的な製品不買運動も発生した 

 

■■■■問題問題問題問題 4444    

CSRCSRCSRCSR のののの取取取取りりりり組組組組みにみにみにみに関関関関するするするする次次次次のののの記述記述記述記述のうちのうちのうちのうち、、、、最最最最もももも不適切不適切不適切不適切なものなものなものなものはどれかはどれかはどれかはどれか。。。。    

 

ア. CSR は、社会の状況及び企業の業態等によって取り組むべき内容は異なってくるので、

他企業の取り組みをただまねるだけでは十分ではない。 

イ. CSR は、社員の理解やモチベーション、それらを支える社内コミュニケーションなどが

重要である 

ウ. 大企業に対する社会からの期待は大きく、厳しく見られるが、CSR については法を守

り、売れる商品を作るだけで十分とされている  

エ.  中小企業では、CSR について地域や得意先などを絞り込み、ターゲットに合わせた取

り組みをすることにより、経営上の効果を上げているケースがある。 

 

■■■■問題問題問題問題 5555        

企業企業企業企業ののののコンプライアンスコンプライアンスコンプライアンスコンプライアンスのののの姿勢姿勢姿勢姿勢にににに関関関関するするするする次次次次のののの記述記述記述記述のうちのうちのうちのうち、、、、適切適切適切適切なものはいくつあるかなものはいくつあるかなものはいくつあるかなものはいくつあるか。。。。    

 

1.  関係法令を遵守することは、企業の最低限の義務である 

2.  企業は、ルール、約束、法律などに従うだけではなく、関係者の願いや要請などに対応

することが重要である 

3.  不祥事が発生するとその企業への信頼や信用は一気に失われてしまうため、未然に防止

することが重要である 

4.  コンプライアンス体制の構築に向けて、社内規則や業務マニュアルなどの社内規範を整

備し、実行することも重要である 

 

ア. 1 つ 

イ. 2 つ 

ウ. 3 つ 

エ. 4 つ 

 

    



■■■■問題問題問題問題 6666            

CSRCSRCSRCSR レポートレポートレポートレポート等等等等にににに関関関関するするするする次次次次のののの記述記述記述記述のうちのうちのうちのうち、、、、最最最最もももも不適切不適切不適切不適切なものはどれかなものはどれかなものはどれかなものはどれか。。。。    

 

ア.  CSR レポートは、企業の CSR 活動を分かりやすく取りまとめ、開示するものである 

イ.  CSR レポートは、第三者機関の認証を得る必要がある 

ウ.  社員が自社の企業活動およびその意義について理解を深めるために CSR レポートが

活用されることもある 

エ.  CSR レポートは ESG（非財務）情報の開示を担う重要な報告書である 

 

■■■■問題問題問題問題 7777            

ISOISOISOISO（（（（国際標準化機構国際標準化機構国際標準化機構国際標準化機構））））のののの規格規格規格規格 IIIISO26000SO26000SO26000SO26000 にににに関関関関するするするする次次次次のののの記述記述記述記述のうちのうちのうちのうち、、、、最最最最もももも不適切不適切不適切不適切なものはなものはなものはなものは

どれかどれかどれかどれか。。。。    

 

ア. 第三者機関の認証を経て、ISO26000 の認証が付与される 

イ. 企業だけでなく、労働組合や NGO などの幅広い組織を対象としている 

ウ. 7 つの中核主題は、「組織統治」、「人権」、「労働慣行」、「環境」、「公正な事業慣行」、「消

費者課題」、「コミュニティーへの参画及びコミュニティーの発展」である 

エ. ISO26000 は、組織の社会的責任に関する国際規格である 

 

■■■■問題問題問題問題 8888                

国連国連国連国連グローバルグローバルグローバルグローバル・・・・コンパクトコンパクトコンパクトコンパクトにににに関関関関するするするする次次次次のののの説明説明説明説明のうちのうちのうちのうち、、、、最最最最もももも不不不不適切適切適切適切なものはどれかなものはどれかなものはどれかなものはどれか。。。。    

 

ア. 国連グローバル・コンパクトの活動は、国連レベルの活動はなく、各国ごとの活 動

に委ねられている 

イ. 国連グローバル・コンパクトは、企業を中心とした様々な団体が、責任ある創造的な

リーダーシップを発揮することによって社会の良き一員として行動し、持続可能な成

長を実現するための世界的な枠組みづくりに参加する、という自発的な取り組みであ

る 

ウ. 国連グローバル・コンパクトに参画する企業等は、人権・労働・環境・腐敗防止の 4

分野にわたる国連グローバル・コンパクトの 10 の原則を支持し、実行に移すことが求

められており、この 10 原則に関する取り組み状況についての報告書を年１回提出する

ことが義務付けられている 

エ. 人権に関する原則において、企業は、自らが人権を侵害しないことのみならず、人権

侵害に加担することもないようにすべきだとされている 

 

    



■■■■問題問題問題問題 9999    

社会的責任投資社会的責任投資社会的責任投資社会的責任投資にににに関関関関するするするする次次次次のののの記述記述記述記述のうちのうちのうちのうち、、、、最最最最もももも適切適切適切適切なものはどれかなものはどれかなものはどれかなものはどれか。。。。    

 

ア. 社会的責任投資とは、年金基金・金融機関・個人などの投資家が、投資の社会的役割

を考え、企業の社会課題への取り組みなどを評価して投資対象企業の選択などを行う

投資である 

イ. ギャンブルや武器関連などの投資家が信条にそぐわないと考える企業を投資対象から

除外する取り組みは、ポジティブ・スクリーニングと呼ばれる 

ウ. 投資家が企業の活動方針に介入することは、社会的公平性を欠く行為であり、いかな

る場合でも好ましくない。 

エ. 社会的責任投資とは、主に製造業において、自社の環境及ぼす影響や地域の人々の生

活に対する社会的影響を考慮して工場の立地を決めることである 

 

■■■■問題問題問題問題 10101010    

企業企業企業企業のののの社会的社会的社会的社会的なななな役割役割役割役割にににに関関関関するするするする次次次次のののの記述記述記述記述のうちのうちのうちのうち、、、、最最最最もももも不適切不適切不適切不適切なものはどれかなものはどれかなものはどれかなものはどれか。。。。    

 

ア. 松下幸之助は「企業は社会の公器」であるとして、企業は社会に有益な価値を提供す

べきだということを示している 

イ. 日本において、社会への配慮を重視する商道徳は 1990 年代から広がってきた。 

ウ. 企業活動が社会課題などを悪化させる原因になっていることもあるので、注意が必要

である 

エ. 企業のグローバル化に伴い、開発途上国などにおいて資源採掘や製品の製造を行って

いる調達先企業の状況に関しても、社会的な責任が問われるようになってきている 

 

■■■■問題問題問題問題 11111111    

江戸時代江戸時代江戸時代江戸時代のののの近江商人近江商人近江商人近江商人のののの家訓家訓家訓家訓であるであるであるである「「「「三方三方三方三方よしよしよしよし」」」」のののの意味意味意味意味にににに含含含含まれないのはまれないのはまれないのはまれないのは、、、、次次次次のうちのどれのうちのどれのうちのどれのうちのどれ

かかかか。。。。    

 

ア. 売り手よし 

イ. 買い手よし 

ウ. 子孫よし 

エ. 世間よし 

 

■■■■問題問題問題問題 12121212    

ステークホルダーステークホルダーステークホルダーステークホルダーにににに関関関関するするするする次次次次のののの記述記述記述記述のうちのうちのうちのうち、、、、正正正正しいものはいくつかあるかしいものはいくつかあるかしいものはいくつかあるかしいものはいくつかあるか。。。。    

 



1. ステークホルダーとは、組織の何らかの決定または活動に利害関係をもつ個人またはグ

ループである 

2. 株主、顧客、消費者、従業員、政府・行政機関、金融機関、債権者、競合企業、地域社

会、ＮＧＯ／ＮＰＯなどがステークホルダーに含まれる 

3. ステークホルダー・エンゲージメントとは企業が社会的責任を果たしていく過程におい

て、相互に受け入れ可能な成果を達成するために、対話などを通じてステークホルダ

ーと積極的にかかわりあうプロセスである 

4. ＣＳＲにおいて自社が優先的に取り組むべき重要事項を特定する際にも、社内検討だけ

で重要性を決めるのではなく、ステークホルダーの声を聴くことは重要である。 

 

ア. 1 つ 

イ. 2 つ 

ウ. 3 つ 

エ. 4 つ 

 

■■■■問題問題問題問題 13131313        

社会社会社会社会におけるにおけるにおけるにおける企業企業企業企業のののの位置位置位置位置づけにづけにづけにづけに関関関関するするするする次次次次のののの記述記述記述記述のうちのうちのうちのうち、、、、最最最最もももも不適切不適切不適切不適切なものはどれかなものはどれかなものはどれかなものはどれか。。。。    

 

ア. 企業の規模が大きくなり、グローバル化しており、それに伴い、企業が環境や社会に

及ぼす影響も増大している 

イ. 企業が社会に及ぼしている負の影響としては、環境汚染物質の排出、熱帯雨林の減少、

適切な雇用形態がとられないという人権や労働の問題などがある 

ウ. ISO26000 では、社会的責任を「組織の決定及び活動が社会及び環境に及ぼす影響に

対して、透明かつ倫理的な行動を通じて組織が担う責任」と定義している 

エ. 企業の責任は自社の操業に伴う範囲にとどまるが、実際には調達先企業による資源採

掘時や消費者による商品使用時にも環境や社会に負の影響を及ぼしている可能性があ

る 

 

■■■■問題問題問題問題 14141414    

消費者消費者消費者消費者をををを重視重視重視重視するするするする経営経営経営経営にににに関関関関するするするする次次次次のののの記述記述記述記述のうちのうちのうちのうち、、、、最最最最もももも適切適切適切適切なものはどれかなものはどれかなものはどれかなものはどれか。。。。    

 

ア. 消費者庁は高度経済成長期に設立されていたが、消費者基本法が 2004 年に制定され

るまでは、日本の消費者行政はあまり進展してこなかった 

イ. 消費者基本法が制定される前から、日本の消費者政策は先進国の中でも先進的であっ

た 

ウ. 消費者基本法には、国や地方公共団体の責務が規定されているのであって、事業者の



責務は規定されていない 

エ. 企業は、消費者の権利を尊重することが求められている 

■■■■問題問題問題問題 15151515    

トリプルボトムライントリプルボトムライントリプルボトムライントリプルボトムラインにににに関関関関するするするする次次次次のののの説明説明説明説明のうちのうちのうちのうち、、、、最最最最もももも適切適切適切適切なものはどれかなものはどれかなものはどれかなものはどれか。。。。    

 

ア. トリプルボトムラインとは、企業は監督官庁による規制、市民社会からの摘発、自然

資源の枯渇という 3 方面からの制約下に置かれていることを意味している 

イ. トリプルボトムラインとは、企業は利益の 3％を社会への貢献に用いるべきである、

という意味である 

ウ. トリプルボトムラインとは、企業経営を行う際に、環境的側面、社会的側面、経済的

側面に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 

エ. トリプルボトムラインとは、企業は株主・社員・社会に貢献すべきであることを意味

している 

 

■■■■問題問題問題問題 16161616    

世界世界世界世界におけるにおけるにおけるにおける社会的課題社会的課題社会的課題社会的課題にににに関関関関するするするする次次次次のののの記述記述記述記述のうちのうちのうちのうち、、、、最最最最もももも不適切不適切不適切不適切なものなものなものなものはどれかはどれかはどれかはどれか。。。。    

 

ア. 急速にグローバル化が進む中で、児童労働や、低賃金労働に代表される労働人権問題

などが、開発途上国を中心に露呈している 

イ. 現代は、企業活動が巨大化し、地球環境や社会に多大な影響力を持つに至っている 

ウ. 食料安全保障や格差拡大は、開発途上国だけの社会課題である 

エ. 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、自社の事業の強みとの関連

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と良い 

 

■■■■問題問題問題問題 17171717    

日本日本日本日本におけるにおけるにおけるにおける特徴的特徴的特徴的特徴的なななな社会課題社会課題社会課題社会課題としてとしてとしてとして、、、、最最最最もももも不適切不適切不適切不適切なものはどなものはどなものはどなものはどれかれかれかれか。。。。    

 

ア. 森林の減少 

イ. 介護問題 

ウ. 少子高齢化 

エ. ジェンダー格差 

 

■■■■問題問題問題問題 18181818    

コンプライアンスコンプライアンスコンプライアンスコンプライアンスとととと CSRCSRCSRCSR にににに関関関関するするするする次次次次のののの説明説明説明説明のうちのうちのうちのうち、、、、最最最最もももも不適切不適切不適切不適切なものはどれかなものはどれかなものはどれかなものはどれか。。。。    

 

ア. CSR は「企業の法的義務とはされていないこと」という見解が昔からあるが、これは



今でも広く認められている 

イ. コンプライアンスの語義は、「何かの要望に応えること」であるが、「何か」の中には、

特別に法律が義務付けているわけではなく、また倫理的に問題があるわけではないが、

企業が自らやると決めて宣言したことを実行することも含まれる 

ウ. コンプライアンスを考える際、労働者や消費者、投資家などの各ステークホルダーの

要望事項を知ることは重要である 

エ. 法律は、ある立場の人々からの最低限の要望だと整理することができ、企業経営を考

える際には関連する法律の背景情報まで理解することが重要である 

 

■■■■問題問題問題問題 19191919    

企業企業企業企業のののの社会貢献社会貢献社会貢献社会貢献にににに関関関関するするするする次次次次のののの記述記述記述記述のうちのうちのうちのうち、、、、最最最最もももも適切適切適切適切なものはどれかなものはどれかなものはどれかなものはどれか。。。。    

 

ア. 企業の社会貢献活動が、自社の利益につながるようなことがあってはならない 

イ. 企業の考え方と NPO の考え方は基本的に異なるので、企業とＮＰＯが協働すること

はできない 

ウ. 少子高齢化が進み、公益を税収に頼って済む時代は過ぎたが、企業からＮＰＯへの寄

付がそれを十分に補っている 

エ. どのような社会貢献に取り組むのかは、自社の業態や特色などが生かせる社会課題の

特定や、それが企業価値につながるか、というような視点で検討すると良い  

 

■■■■問題問題問題問題 20202020    

企業企業企業企業にとってのにとってのにとってのにとっての人権人権人権人権にににに関関関関するするするする次次次次のののの記述記述記述記述のうちのうちのうちのうち、、、、最最最最もももも不適切不適切不適切不適切なものはどれかなものはどれかなものはどれかなものはどれか。。。。    

 

ア. 「本来、人間はそれぞれ違っているのだ」「お互いを大切にしよう」。これが人間社会

の出発点である 

イ. 国連の「人権の保護、尊重及び救済の枠組み」によると、政府には国民を第三者によ

る人権侵害から保護する義務があり、企業には企業行動のあらゆる局面で人権を尊重

する責務、そして容易にアクセスできる救済手段の確立が求められている 

ウ. 企業が配慮すべき人権としては、各国の法律に定められている事項を遵守すれば足り    

  る 

エ. 現代では、人権尊重への取り組み強化が企業の重要な社会的責任となっており、人権

の国際基準を社内方針に制度化することが望まれている 

 

■■■■問題問題問題問題 21212121    

社員社員社員社員ががががツイッターツイッターツイッターツイッターややややフェイスブックフェイスブックフェイスブックフェイスブック、、、、ブログブログブログブログなどのなどのなどのなどの「「「「ソーシャルメディアソーシャルメディアソーシャルメディアソーシャルメディア」」」」をををを活用活用活用活用しししし、、、、社社社社

会会会会とつながるとつながるとつながるとつながる働働働働きききき方方方方をするこをするこをするこをすることでとでとでとで生生生生まれるまれるまれるまれる価値価値価値価値としてとしてとしてとして、、、、最最最最もももも不適切不適切不適切不適切なものはどれかなものはどれかなものはどれかなものはどれか。。。。    



 

ア. 自社がなぜ環境に配慮しなければならないのか社員の理解を自然に深めることができ    

  る 

イ. 社員が公開前の商品情報や内部の事情を発信することで、商品に対する消費者の関心

を早期に高めることができる 

ウ. 今までとは異なるステークホルダーと新しい事業を作り出せるような社員を増やすこ

とができる 

エ. そのような社員が組織内のイノベーションの中心となり、組織を活性化させる起爆剤

となる 

 

■■■■問題問題問題問題 22222222    

社会社会社会社会のためにのためにのためにのために働働働働くくくく「「「「社会人社会人社会人社会人」」」」にあてはまるものはいくつあにあてはまるものはいくつあにあてはまるものはいくつあにあてはまるものはいくつあるかるかるかるか。。。。    

 

1. 会社の仕事で社会の役に立つ 

2. 会社の人としか付き合わない 

3. 地域コミュニティーの人たちを喜ばせる 

4. ＮＰＯ・社会起業家を支援する 

 

ア. 1 つ 

イ. 2 つ 

ウ. 3 つ 

エ. 4 つ 

 

■■■■問題問題問題問題 23232323    

ＣＳＲＣＳＲＣＳＲＣＳＲにににに関関関関するするするする次次次次のののの記述記述記述記述のうちのうちのうちのうち最最最最もももも適切適切適切適切なものはどれかなものはどれかなものはどれかなものはどれか。。。。    

 

ア. ＣＳＲとは企業の社会的責任であり、個人の責任は問われない 

イ. 企業価値には経済的価値の１種類があげられる 

ウ. ＣＳＲはＣＳＲ部内の社員だけが知っていればよい 

エ. ＣＳＲは社会で「働く」うえで知っておくべき知識の一つである 

 

■■■■問題問題問題問題 24242424    

企業企業企業企業ががががＮＰＯＮＰＯＮＰＯＮＰＯとととと協働協働協働協働するするするする意味意味意味意味としてとしてとしてとして最最最最もももも不適切不適切不適切不適切なものはどれかなものはどれかなものはどれかなものはどれか。。。。    

 

ア. ＮＰＯが常に協働を主導してくれるため、労力を省くことができる 

イ. 協働することで、従業員の能力開発に役に立つ 



ウ. 協働の内容によっては本業そのものへの貢献になることもある 

エ. それぞれの弱みをカバーし、強みを持ち寄ることで両者のプラス以上の相乗効果を発

揮することができる 

 

■■■■問題問題問題問題 25252525    

ワークワークワークワーク・・・・ライフライフライフライフ・・・・バランスバランスバランスバランスにににに関関関関するするするする次次次次のののの記述記述記述記述のうちのうちのうちのうち、、、、最最最最もももも適切適切適切適切なものはどれかなものはどれかなものはどれかなものはどれか。。。。    

 

ア. 政府はワーク・ライフ・バランスの推進には消極的である 

イ. 仕事と趣味の両立を意味する 

ウ. ワーク・ライフ・バランスは、女性も男性も社会で活躍するために必要な取り組みで

ある 

エ. 企業にはワーク・ライフ・バランスに取り組むメリットはない 

 

■■■■問題問題問題問題 26262626    

ダイバーシティダイバーシティダイバーシティダイバーシティととととインクルージョンインクルージョンインクルージョンインクルージョンがががが求求求求められるめられるめられるめられる背景背景背景背景としてとしてとしてとして、、、、最最最最もももも不適切不適切不適切不適切なものはどれかなものはどれかなものはどれかなものはどれか。。。。    

 

ア. 生物多様性保全の重要性が高まり、自然の営みに配慮した生き方が必要だから 

イ. 天然資源に乏しく自給自足が難しい日本には、世界の国々との友好関係の維持が必要

だから 

ウ. 様々な人種の人々が同じ職場で働く多国籍企業が増えているから 

エ. 世界は国籍、出身地、年齢、価値観、身体の特徴など、異なった背景を持つ人たちに

よって構成されているから 

 

■■■■問題問題問題問題 27272727    

プロボノプロボノプロボノプロボノにににに関関関関するするするする次次次次のののの記述記述記述記述のうちのうちのうちのうち、、、、最最最最もももも不適切不適切不適切不適切なものはどれかなものはどれかなものはどれかなものはどれか。。。。    

 

ア. 企業にとって、プロボノはＮＰＯを支援しながらＣＳＲや人材育成などの面で効果が

期待できる 

イ. プロボノとは企業が協賛によってＮＰＯを支援する活動のことをいう 

ウ. プロボノを活用することで、企業は支援先のより深いニーズに応え、質の高いＣＳＲ

活動を実現することができる 

エ. 企業人や個人事業者が、ＮＰＯのウェブサイト制作や事業計画立案をサポートするの

もプロボノである 

 

■■■■問題問題問題問題 28282828    

2012201220122012 年年年年にににに制定制定制定制定されたされたされたされた消費者教育推進法消費者教育推進法消費者教育推進法消費者教育推進法にににに関関関関するするするする次次次次のののの記述記述記述記述のうちのうちのうちのうち、、、、最最最最もももも適切適切適切適切なものはどれかなものはどれかなものはどれかなものはどれか。。。。    



 

ア. 消費者の８つの権利と５つの責任を示したものである 

イ. 「経済中心の社会」の実現を目指し、市民の積極的な消費を促すために制定された 

ウ. 食品偽装問題や、キャッチセールス被害の増加を背景に、消費者の保護に重点を置い

た法律である 

エ. 消費者が自立し、自発的に社会に働きかける、社会的な消費観を養う教育を推進する

ために制定された 

 

■■■■問題問題問題問題 29292929    

気候変動気候変動気候変動気候変動にににに対対対対するするするする国国国国やややや企業企業企業企業のののの取取取取りりりり組組組組みにみにみにみに関関関関するするするする次次次次のののの記述記述記述記述のうちのうちのうちのうち、、、、最最最最もももも適切適切適切適切なものはどれかなものはどれかなものはどれかなものはどれか。。。。    

 

ア. 日本は京都議定書第二約束期間にも参加し、削減のための数値目標を設定した 

イ. 京都議定書第一約束期間の成果により、世界の温室効果ガス排出量は減少した 

ウ. 緩和策には、途上国企業による低価格の革新的な省エネ・自然エネルギー技術・製品

の開発が期待されている 

エ. 先進国は途上国に対し、気候変動対策のための資金の拠出を約束している 

 

 

■■■■問題問題問題問題 30303030    

生物多様性生物多様性生物多様性生物多様性にににに関関関関するするするする次次次次のののの記述記述記述記述のうちのうちのうちのうち、、、、正正正正しいものはいくつあるかしいものはいくつあるかしいものはいくつあるかしいものはいくつあるか。。。。    

 

1. 自然保護活動に寄付をすれば、生物多様性は守られる 

2. 企業は自社だけでなく、サプライチェーン全体で生物多様性に配慮するべきである 

3. 生物多様性が失われる原因の１つは気候変動である 

4. 生物多様性は一度失うと増やすことができない「自然資本」である 

 

ア. 1 つ 

イ. 2 つ 

ウ. 3 つ 

エ. 4 つ 

 

■■■■問題問題問題問題 31313131    

世界世界世界世界のののの貧困貧困貧困貧困とととと児童労働児童労働児童労働児童労働にににに関関関関するするするする次次次次のののの記述記述記述記述のうちのうちのうちのうち、、、、最最最最もももも適切適切適切適切なものはどれかなものはどれかなものはどれかなものはどれか。。。。    

 

ア. 世界銀行は国際貧困ラインを「１日１ドル未満」としている 

イ. 国際労働機関（IＬＯ）による定義では、児童労働は１２歳未満の違法労働と、１２歳



以上１８歳未満の危険有害労働を指す 

ウ. 児童労働は自社のみならず、サプライチェーンの委託先企業や原料調達現場も含めた

加担の回避も求められている 

エ. 児童労働には家の手伝い、新聞配達なども含まれる 

 

 

■■■■問題問題問題問題 32323232    

エシカルエシカルエシカルエシカルななななビジネスビジネスビジネスビジネスにににに関関関関するするするする次次次次のののの記述記述記述記述のうちのうちのうちのうち、、、、最最最最もももも不適切不適切不適切不適切なものはどれかなものはどれかなものはどれかなものはどれか。。。。    

 

ア. 社会や環境への配慮を表す意識や価値観、ライフスタイルを表す言葉として「エシカ

ル」が使われている 

イ. エシカルではないという理由で商品をボイコットする人もいる 

ウ. 英国の専門誌「エシカルコンシューマー」は企業や商品のエシカル度を「人権」「環境」

「反社会勢力支援の有無」「動物の権利」「効率性」の５大項目で評価している 

エ. 米英では、投資の判断基準にＥＳＧ（環境・社会・ガバナンス）の要素を組み込んだ

投資家が増加している 

 

■■■■問題問題問題問題 33333333    

世界世界世界世界のののの主要主要主要主要ななななフェアトレードネットワークフェアトレードネットワークフェアトレードネットワークフェアトレードネットワーク組織組織組織組織がががが共同共同共同共同でででで定定定定めためためためたフェアトレードフェアトレードフェアトレードフェアトレードのののの定義定義定義定義のののの説説説説

明明明明についてについてについてについて、、、、空欄空欄空欄空欄にあてはまるにあてはまるにあてはまるにあてはまる語句語句語句語句のののの組組組組みみみみ合合合合わせとしてわせとしてわせとしてわせとして、、、、最最最最もももも適切適切適切適切なものはどれかなものはどれかなものはどれかなものはどれか。。。。    

 

フェアトレードは対話、（ Ａ ）、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「（ Ｂ ）」の弱い立場にある生産者や

労働者に対し、より良い貿易条件を提供し、かつ、彼らの（ Ｃ ）を守ることにより、

フェアトレードは持続可能な発展に貢献する。 

 

選択肢 A B C 

ア 生産性 南 生活 

イ 透明性 北 権利 

ウ 生産性 北 生活 

エ 透明性 南 権利 

 

■■■■問題問題問題問題 34343434    

オーガニックオーガニックオーガニックオーガニック////有機農業有機農業有機農業有機農業にににに関関関関するするするする次次次次のののの記述記述記述記述のうちのうちのうちのうち、、、、最最最最もももも適切適切適切適切なものはどれかなものはどれかなものはどれかなものはどれか。。。。        

 

ア. 日本では明治時代に、化学肥料と農薬が普及しはじめた 



イ. 日本の有機農業推進法における有機農業の定義では、遺伝子組み換え技術の利用の可

否には触れられていない 

ウ. 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」にある 

エ. 日本における有機農業は認証システムやそれを支える法律の整備により発展した 

 

■■■■問題問題問題問題 35353535    

ソーシャルメディアソーシャルメディアソーシャルメディアソーシャルメディアのののの浸透浸透浸透浸透によりによりによりにより企業企業企業企業にににに求求求求められることのうちめられることのうちめられることのうちめられることのうち、、、、最最最最もももも不適切不適切不適切不適切なものはどれなものはどれなものはどれなものはどれ

かかかか。。。。    

 

ア. 写真や動画を盛り込んだストーリーテリング 

イ. ステークホルダーとの対話 

ウ. 透明性のある情報のタイムリーな開示 

エ. 企業への批判をもたらすコミュニティーの監視 

 

■■■■問題問題問題問題 36363636    

ＢＯＰＢＯＰＢＯＰＢＯＰビジネスビジネスビジネスビジネスにににに関関関関するするするする次次次次のののの記述記述記述記述のうちのうちのうちのうち、、、、最最最最もももも不適切不適切不適切不適切なものはどれかなものはどれかなものはどれかなものはどれか。。。。    

  

ア. ＢＯＰ（低所得者）層とは、１日１.２５ドル未満で暮らす層のことをいう 

イ. ＢＯＰビジネスとは、企業が開発途上国の社会的課題の解決を通じて新しい市場を創

造する取り組みである 

ウ. ＢＯＰビジネスは、生活支援だけでなく、生産・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に寄与し得る 

エ. ＢＯＰビジネスは国連のミレニアム開発目標（ＭＤＧｓ）にも合致する 

  

■■■■問題問題問題問題 37373737    

わがわがわがわが国国国国におけるにおけるにおけるにおける障障障障がいがいがいがい者雇用者雇用者雇用者雇用にににに関関関関するするするする次次次次のののの記述記述記述記述のうちのうちのうちのうち、、、、最最最最もももも適切適切適切適切なものはどれかなものはどれかなものはどれかなものはどれか。。。。    

   

ア. 障がい者の自立支援には、企業による雇用数の拡大とともに、賃金水準の向上も必要

である 

イ. 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 

ウ. 障がい者の法定雇用義務は従業員規模１００人以上の会社に課されている 

エ. 地域社会にいる障がい者の積極的な雇用は行政の役目であり、企業には求められてい

ない。 

 

    



■■■■問題問題問題問題 38383838    

コーズコーズコーズコーズ・・・・リレイテッドリレイテッドリレイテッドリレイテッド・・・・マーケティングマーケティングマーケティングマーケティング（ＣＲＭ）（ＣＲＭ）（ＣＲＭ）（ＣＲＭ）にににに関関関関するするするする次次次次のののの記述記述記述記述のうちのうちのうちのうち、、、、正正正正しいものしいものしいものしいもの

はいくつあるかはいくつあるかはいくつあるかはいくつあるか。。。。 

 

1. ＣＲＭの実施には「企業」「消費者」「株主」の参加が必要である 

2. ＣＲＭに取り組む企業の主な目的はＣＳＲとマーケティングである 

3. コーズブランドとは、エコや途上国支援など、様々な社会的課題を解決し、社会貢献を

する全てのブランドを指す 

4. ＣＲＭは寄付や物品の贈与と同様、企業による見返りを求めない慈善活動である 

 

ア. 1 つ 

イ. 2 つ 

ウ. 3 つ 

エ. 4 つ 

  

■■■■問題問題問題問題 39393939    

社会起業家社会起業家社会起業家社会起業家にににに関関関関するするするする次次次次のののの記述記述記述記述のうちのうちのうちのうち、、、、最最最最もももも不適切不適切不適切不適切なものはどれかなものはどれかなものはどれかなものはどれか。。。。    

 

ア. 社会起業家は、「ソーシャル・アントレプレナー」とも言われる 

イ. 社会起業家は、政府・自治体などの公共部門も民間企業も解決が困難な社会的課題を、

事業によって解決していこうとしている 

ウ. ロザンヌ・ハガティ氏は、ニューヨークのマンハッタンでホームレスや低所得世帯の

人々に供給する居住施設の開発と運営を行う「コモン・グラウンド」を設立した 

エ. 日本の経営者にとって、社会起業家精神は欧米から輸入された全く新しい概念である 

 

■■■■問題問題問題問題 40404040    

ソーシャルソーシャルソーシャルソーシャル・・・・ビジネスビジネスビジネスビジネスにににに関関関関するするするする次次次次のののの記述記述記述記述のうちのうちのうちのうち、、、、最最最最もももも不適切不適切不適切不適切なものはどれかなものはどれかなものはどれかなものはどれか。。。。    

 

ア. ソーシャル・ビジネスの担い手は企業（株式会社や合同会社）に限られる 

イ. ソーシャル・ビジネスは１つの企業の事業領域全てを指す場合もあれば、大企業のＣ

ＳＲ活動でも、ビジネス色が強いものを指す場合もある 

ウ. ＣＳＶとは、「社会との共通価値の創造」を指す 

エ. ムハマド・ユヌス氏によるソーシャル・ビジネスの定義のうち、最も特徴的なのは「投

資の元本を超える配当は行われない」というものである 

 

 


