
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.「社会的課題の解決」と「経営的成果（自社の売上高や利益など）」の両方を目的とすることができる 

イ. 企業の「CSR活動」は基本的には NGO/NPOなど外部他者と協働することが望ましい 

ウ. わが社は赤字続きの会社だから CSRは関係ない 

エ. 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 

 

問題２ 次の文章の空欄に該当する人物はだれか。 

（        ）は、代表的著書『マネジメント』（１９７３年）において、「組織の社会的責任」について 

次のように論じている。「社会的責任の問題は、企業、病院、大学にとって、二つの領域において生ずる。第一に、自らの 

活動が社会に対して与える影響から生ずる。第二に、自らの活動とは関わりなく社会自体の問題として生ずる。いずれも、 

組織が必然的に社会や地域のなかの存在であるがゆえに、マネジメントにとって重大な関心事たらざるをえない。 

ア. コフィー・アナン 

イ. ピーター・ドラッカー 

ウ. ジョン・ミルトン 

エ. マイケル・ポーター 

 

問題３ 次の文章の空欄に該当する語句で、適切なものの組み合わせはどれか。 

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、（  A  ）が高まるとの報告が 

数多くある。その結果、（  B  ）も高まり、中長期的には（  C  ）が高まると言う意見が増えている。 

        A               B                   C 

ア. 顧客満足度    従業員満足度     企業価値 

イ. 従業員満足度    顧客満足度       企業価値  

ウ. 顧客満足度    企業価値       従業員満足度 

エ. 従業員満足度   企業価値       顧客満足度          

 

問題４ 世界の CSR をめぐる動きに関する次の記述で、適切なものの組み合わせはどれか。 

１. 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との関わりはあまり見られない 

２. 1997年に米国企業が委託する東南アジアの工場で起きた児童労働、低賃金労働等の問題は、企業責任として、 

  サプライヤーの労働環境や安全確保、人権問題に配慮しなければ、共犯者として取り扱われることを教えた事例である 

３. アジア・アフリカの CSRは、その地域に進出している多国籍企業ではなく、地元企業の課題として取り組むべきである 

４. 企業の巨大化、グローバル化によって社会に与える影響の増加と、NGO/NPOの影響力が強まってきたことが、世界的な 

  CSRの潮流の中で大きな伏線になっている 

ア. １と２ 

イ. ３と４ 

ウ. １と３ 

エ. ２と４ 

 

問題５ 大企業と中小企業の CSR に関する次の記述のうち、不適切なものはいくつあるか。 

１. 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 

２. 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 



３. CSRは大企業にまかせて中小企業は本業に専念することが望ましい 

４. CSRは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がある。しかし中小企業の中には協働やプロボノなど NGO/NPOと連携することで効果的 

取り組みをしているところもある  

ア. １つ 

イ. ２つ 

ウ. ３つ 

エ. ４つ 

 

問題６ 江戸時代の思想家、石田梅岩の教えに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 

ア.「お客様満足」が利益の源泉 

イ. 御法を守り、我が身を慎むべし 

ウ. 商人は利益を最大限取るべし 

エ. 商売は、自分一人もうければよいというものではない 

 

問題７ 次の文章の空欄に該当する語句で、適切なものの組み合わせはどれか。 

ISO26000 は、組織の社会的責任に関する新たな国際規格として 2010年に発行された。主な特徴は以下の３点である。 

① 組織が効果的に社会的責任を実践し、組織全体に統合するための（  A  ）である 

② ISO26000の利用者は（  B  ）を対象としている 

③ ISO26000では、「ステークホルダーの特定」および（  C  ）を組織の社会的責任の中心的課題として位置付けている 

     A                B                 C 

ア. 第三者認証規格    企業       ステークホルダー・エンゲージメント 

イ. ガイダンス規格    企業       サステナビリティ 

ウ. 第三者認証規格    全ての組織    サステナビリティ 

エ. ガイダンス規格    全ての組織    ステークホルダー・エンゲージメント 

 

問題８ 次の文章の空欄に該当する最も適切なものはどれか。  

ISO26000 で示している「7つの原則」とは、説明責任、透明性、倫理的な行動、ステークホルダーの利害の尊重、 

法の支配の尊重、国際行動規範の尊重、（        ）である。                           

ア. 生物多様性 

イ. 人権の尊重 

ウ. サステナビリティ 

エ. ダイバーシティ 

 

問題９ 企業のCSRレポートに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 

ア. 自社のCSR活動を分かりやすく取りまとめ、情報開示を行うためのツールである 

イ. 自社の広報誌的役割もあるので自社にとってプラスの情報でまとめるのが良い 

ウ. 経営の意思決定に活用できるだけでなく、従業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役割もある 

エ. 企業評価のために近年注目を集めている ESG情報の開示を担う重要な報告書である 

 

問題１０ 次の文章の空欄に該当する最も適切なものはどれか。 

（     ）ガイドラインは CSRレポートの報告ガイドラインとしては世界中で最も活用され、標準となっている。 



このガイドラインにより開示が求められる内容は、「環境」「社会」「経済」の活動パフォーマンス情報と、 

そのパフォーマンスを管理・向上させるための「ガバナンス」情報である。  

ア. GRI 

イ. SRI 

ウ. ILO 

エ. ISO 

 

問題１１ 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は労働・環境・貧困・腐敗防止の４分野での 10原則からなっている 

２.「企業は、自らが人権侵害に加担しないよう確保すべきである」は原則の一つである 

３. 署名企業・団体は、CoP(Communication on Progress)という、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 

４. UNGCが提唱された背景には、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ある 

ア. １つ 

イ. ２つ 

ウ. ３つ 

エ. ４つ 

 

問題１２ 次の文章の空欄に該当する語句で、適切なものの組み合わせはどれか。 

日本では SRIや ESG投資はほとんど進まず、欧州などと比べて大きく出遅れた。しかし、2014年に機関投資家が 

取り組むべき（  A  ）が、また 2015年には企業が取り組む（  B   ）ができたことで、様変わりした。 

2015年 9月には GPIF（年金積立管理運用独立行政法人）が（   C    ）に署名したことで、今後、日本の 

ESG投資は拡大するとの見方も出てきている。 

         A                                         B                                  C 

ア. コーポレート・ガバナンス・コード      日本版スチュアードシップ・コード         IIRC  

イ. 日本版スチュアードシップ・コード   コーポレート・ガバナンス・コード       PRI                                             

ウ. コーポレート・ガバナンス・コード   日本版スチュアードシップ・コード            PRI 

エ. 日本版スチュアードシップ・コード     コーポレート・ガバナンス・コード            IIRC 

                                    

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. コンプライアンスは関係法令を遵守するだけで良い 

イ. 企業は社内規則、業務マニュアルなどの「社内規範の遵守」も求められている 

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」という言葉には、本来「社会の要請に応える」という意味がある 

 

問題１４ 我が国の自治体による「CSR認証制度」などに関する次の記述で、最も不適切なものはどれか。 

ア. 2003年の CSR元年以降、一部の自治体で政策として CSRを推進する機運が醸成されてきた 

イ. 地域社会が抱える公共政策的課題は自治体が単独で解決すべきものである 

ウ.「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、条件を満たした 

  企業に対して人材育成、広報、入札、ファイナンスなどでインセンティブを付与することで、企業の CSR活動を 

  促進する政策である 



エ. 「CSR認証制度」は横浜、宇都宮、さいたま、川口などの自治体・公的機関で導入されている 

 

問題１５ 企業の社会的な役割に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 

ア. 松下幸之助は「企業は社会の公器」であると唱え、企業は社会に有益な価値を提供すべきだと主張した 

イ. 日本において社会への配慮を重視する商道徳は江戸時代以前からあったと言われている 

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かけた 

エ. 企業は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が、その国のルールに 

従っていれば、社会的な責任を問われることはない 

 

問題１６「消費者」に関する次の記述のうち、適切なものはいくつあるか。 

１. 個人の消費者は事業者と比較し、一般に資力や情報収集力で劣る弱者であるため、1950年代に米国で消費者問題が 

大きな社会問題となり、消費者運動が広まった 

２. ケネディ米大統領（当時）が 1962年に提唱した「消費者の４つの権利」が消費者保護政策の基礎となったと言われている 

３. 日本では 1968年に消費者保護基本法が制定され、その後、2004年に消費者基本法に改正されたが、改正法の基本理念は 

  消費者救済である 

４. 2012年に制定された消費者教育推進法では、消費者教育の推進を行政の義務と定め、持続可能な社会である「消費者 

  市民社会」の実現を理念として掲げている 

ア. １つ 

イ. ２つ 

ウ. ３つ 

エ. ４つ 

 

問題１７ 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. 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 

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. 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 

４. ステークホルダーの中には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１８ 次の文章の空欄に該当する語句で、適切なものの組み合わせはどれか。 

２０１１年に国連「ビジネスと人権に関する指導原則」が策定され、企業には全社横断的な（  A  ）方針と態勢を整え、

他社の人権侵害を回避するために、また企業が絡んだ人権侵害に対処するために、（  B  ）の実施を要請している。 

この「指導原則」は（  C  ）の人権部分の記述強化にも影響を及ぼした。 

 



        A                B                   C 

ア. 人権保護    PDCA                    UNGC 

イ. 人権尊重     PDCA                    GRI（G４） 

ウ. 人権尊重     デューデリジェンス       GRI（G４） 

エ. 人権保護     デューデリジェンス     UNGC 

 

問題１９ 社会的課題に関する次の記述のうち、適切なものはいくつあるか。 

１. 2015年、国連総会で「我々の世界を変革する、持続可能な開発のための 2030アジェンダ」が採択された。 

    その中核は、１７の目標と 169のターゲットからなる「ミレニアム開発目標(MDGs)」である 

２. 企業は自社やサプライチェーンにおける社会や環境への悪影響の軽減とともに、企業の持つ技術力、製品やサービス、 

ビジネスモデルなどを活用し、地球規模の社会課題解決に貢献することが求められている 

３. 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、ステークホルダー、特に株主の意向を優先的に反映させる 

必要がある 

４.「SDGs」（持続的開発目標）の目標の中には「ジェンダー平等の達成、女性の能力強化」も含まれている 

ア. １つ 

イ. ２つ 

ウ. ３つ 

エ. ４つ 

 

問題２０「トリプルボトムライン」は企業が持続可能な発展を目的とした企業経営を行う際の基本的要素である。 

その組み合わせとして最も適切なものはどれか。 

ア. 製造—社会—資本 

イ. 製造—労働—経済 

ウ. 環境—労働—資本 

エ. 環境—社会—経済 

 

問題２１ 社会における企業の役割に関する記述のうち、最も不適切なものはどれか。 

ア. 環境問題や人権問題は企業のグローバル化にともない、より深刻な問題になっている 

イ. 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にはおよぶが、製品の使用や 

    廃棄も含めたバリューチェーンにはおよばない 

ウ. 日本ではブラック企業が話題になっているが、利益を重視するあまり労働の権利を侵害するような例は海外でも 

報告されており、日本だけに限定された話ではない 

エ. 気候変動の原因である CO2 の排出や熱帯雨林の破壊などは企業の経済活動に関係している 

 

問題２２ 我が国における企業の社会的責任に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 

ア. 社会貢献活動と自社の利益を結びつける取り組みは認められない 

イ. 本業においても CSR的観点をより明確に入れることが企業価値を高めることになるとされている 

ウ. 社会の課題はますます深刻化、複雑化しており、持続可能な社会への道筋をつけるために企業の果たす役割は大きい 

エ. 一企業だけでできることには限界がある。他企業・NPO・行政・教育・医療などの専門集団、そして市民を巻き込む形での 

   「コレクティブ（集合的）フィランソロピー」がよりインパクトのある課題解決につながると言われている  

 

問題２３ 次の文章の空欄に該当する語句で、最も適切なものはどれか。 



世界には性別の違いはもとより、国籍、出身地、年齢、健常者、非健常者、価値観、信条など、異なった背景、多様な 

背景を持って人々は生きており、その多様性をダイバーシティという。２１世紀において、存在価値ある日本、日本人として

生きていくうえで、このダイバーシティ社会を意識・理解・認識し、受け入れ、そのうえで共存していくこと、 

これが(              )である。 

ア. エンゲージメント 

イ. オルタナティブ 

ウ. サステナビリティ 

エ. インクルージョン 

 

問題２４ 次の文章の空欄に該当する語句で、最も適切なものはどれか。 

CSR・社会貢献活動が広がるにつれ、各企業の取り組みに対して「いかに企業らしさを生かし、本業と結びつけているか」が問

われるようになる。そうしたなか、社員が培ってきたビジネスの経験やスキルを提供する（       ）は、企業らしさ

を生かした、本業との親和性の高い取り組みである。 

ア. ソーシャル・ビジネス 

イ. プロボノ 

ウ. エシカル・ビジネス 

エ. オープン・イノベーション 

 

問題２５ ワーク・ライフ・バランス（WLB）に関する次の記述で、最も不適切なものはどれか。 

ア. 企業が WLBの実現に取り組むことは、社員のモチベーションの向上につながり、効率的な経営を行うことができると 

言われている 

イ. WLBを推進するためには、育児・介護休業制度の整備、有給休暇の取得促進など両立支援策を整備して、それらを 

    利用しやすい企業文化を育てることが求められる 

ウ. WLBは女性の働く権利を守る法律である 

エ. WLBでは、社員に残業をなくし限られた勤務時間内で生産性の高い仕事を行うことが求められる 

 

問題２６ 企業と NPOの協働に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 

ア. 協働は、それぞれの弱みをカバーし、お互いの得意分野や専門性を持ち寄ることで、プラス効果が期待出来る 

イ. 企業の社会的存在としての価値が問われる時代になり、社会問題と向き合う NPOとの協働は「いい企業とは何か」という

問いへのヒントとなっている 

ウ. 協働は、企業にとってはステークホルダーの一員である従業員が誇りを持てる活動であるが、株主にとっては配当が削ら

れる結果になるので、株主の賛成は得られない 

エ. NPOにとっては、企業と協働することで自分たちだけの活動では得られない一回り大きな活動ができ、社会的認知や 

寄与につながることがある 

 

問題２７ NPOに関する次の記述のうち、不適切なものはいくつあるか。 

１. 2001年 10月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）は NPOに法人格を付与することで社会的 

位置付けを高めることが主な目的である 

２. NPO法では特定非営利活動の活動分野は当初 12項目であったが、その後幾度かの改正により、現在は活動範囲の制限は 

なくなった 

３. 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、企業や行政といった他セクターと連携することが 

必要と言われている 



４. 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 

ア. １つ 

イ. ２つ 

ウ. ３つ 

エ. ４つ 

 

問題２８「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、適切なものはいくつあるか。 

１. 会社の仕事を通じて社会に役立つことを考え実践する 

２. 寄付やボランティアで社会活動に参加する 

３. 消費行動で CSRに熱心な企業を応援する 

４. 仕事のやり方を社会化（CSR化）する 

ア. １つ 

イ. ２つ 

ウ. ３つ 

エ. ４つ 

 

問題２９ 企業のソーシャルメディアの活用は従来、販促活動等の情報発信が中心だったが、今後、企業が 

取り組むべき活用方法として最も不適切なものはどれか。 

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. 自社に対する批判的なコミュニティのウオッチ 

 

問題３０ 日本の障がい者雇用に関する次の文章の空欄に該当する数字で、適切なものの組み合わせはどれか。 

現行（2013年 3月改定）の障害者雇用促進法では障がい者の法的雇用義務は企業の場合、従業員規模(   A    )人以上の 

会社に課されており、事業主に対し常用雇用する従業員の一定割合以上の障がい者を雇うことを義務付けている。企業の場合

は（  B  ）％であり、法定雇用率の未達成企業の割合は、約（  C  ）％である。 

   A           B           C 

ア.   50         1.8          33   

イ.  50         2.0          53        

ウ.  100         1.8          33 

エ.  100         2.0          53 

 

問題３１ コーズ・リレイテッド・マーケティングに関する次の記述で、適切なものの組み合わせはどれか。 

１. 企業の経常利益の１％を寄付するマーケティングである 

２. 寄付や物品の贈与など、企業による見返りを期待しない慈善活動の一つである 

３. 収益の一部を 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るマーケティング活動である 

４. 1983年、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づけて行った活動が 

  始まりといわれている 

ア. １と２ 

イ. ３と４ 



ウ. １と３ 

エ. ２と４ 

 

問題３２ BOP(Bottom of the Pyramid)ビジネスに関する次の記述で、適切なものの組み合わせはどれか。 

１. 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 

発展などに寄与するビジネスである 

２. BOPビジネスは、いわゆる BRICs（ブラジル、ロシア、インド、中国）を中心とする市場のことである 

３. 世銀グループの資料「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ドル以下の生活者である 

４. BOPビジネスは、収益を目的にしない途上国の貧困解決のための国際協力活動である 

ア. １と２ 

イ. ３と４ 

ウ. １と３ 

エ. ２と４ 

 

問題３３ ソーシャル・ビジネスに関する次の記述のうち、不適切なものはどれか。 

ア. 大企業の CSR活動でも最近ビジネス色が強いものが増えているが、これを「SRI」と呼ぶ 

イ. ソーシャル・ビジネスのうち、障がい者・就労困難者の雇用や社会福祉サービスに特化した事業体を 

「ソーシャルファーム」と呼ぶ 

ウ. ソーシャル・ビジネスの担い手は企業だけではなく、協同組合、NGO/NPOなどの非営利団体や、民間と行政による 

第三セクター的な事業体によるものもある 

エ. ムハマド・ユヌス氏は、1983年にグラミン銀行を創設し、「マイクロクレジット」と呼ばれる低金利の無担保融資に 

よって、貧困層の資金繰りを支援してきた 

 

問題３４ グローバルな気候変動の問題解決に関する次の記述で、適切なものの組み合わせはどれか。 

１. 温室効果ガス排出削減（気候変動緩和策）の国際交渉は課題解決に向け予定通り順調にいっている 

２. 2020年以降の国際的取り組みについては、2015年の COP21で「パリ協定」として定められた。温室効果ガス削減に 

    ついては各国が自主的な目標・取り組みを示し、国際的レビュー・チェックを行って意見を出し合う仕組みとなった 

３. 温室効果ガス排出の原因は先進国にあるので、先進国間で話し合って解決すべき社会課題である 

４. 利益に結び付かなくても気候変動に取り組むことが重要であるが、投資を行い、気候変動対策を進めた結果として、 

    投資を回収し、利潤を生み出す形にできれば、企業にも社会にも好ましく、より持続的に多くの気候変動対策を進める 

    ことができる 

ア. １と２ 

イ. ３と４ 

ウ. １と３ 

エ. ２と４ 

 

問題３５ 「生物多様性」に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。 

ア.「生物多様性が失われつつある」との認識はあるが、企業活動とは直接関係ない 

イ. 企業の役割としては絶滅危惧種の保全のための寄付などで十分である 

ウ. 地球上にはまだたくさんの緑の森やきれいな海があるので、企業として取り組むべき喫緊の課題ではない 

エ. 企業は、自社はもちろんサプライチェーンやバリューチェーン全体で、生物多様性に与えるマイナスの影響を 



    削減しなくてはならない 

 

問題３６ 世界の貧困と児童労働に関する次の記述で、最も不適切なものはどれか。 

ア. 世界銀行によると、国際貧困ラインである１日 1.25ドル未満で暮らす人の数は１２億人と言われている 

イ. ILO（国際労働機関）の定義による「児童労働」とは、全ての働く子どもを指す 

ウ.「貧困の終焉」は国連「持続可能な開発目標（SDGs）」の１７の目標の中の一つである。 

エ. ISO26000は、直接的に児童を使用するだけでなく、サプライチェーンの委託先企業や原料調達現場での「加担」を 

いかに回避するか、人権デューデリジェンスの実施を求めている 

 

問題３７ 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」とは、英語の ethic（倫理）の形容詞として「道徳的な、倫理的な」を意味する。昨今では社会や環境への 

    配慮を表す意識や価値観、ライフスタイルを表している 

イ. エシカル度を測る「エシスコア」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小項目で評価されている 

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「企業の力で、グローバルなビジネスをより持続可能なものに 

する」ことである 

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％も拡大したと 

    されている 

 

問題３８ 次の文章の空欄に該当する語句で、適切なものの組み合わせはどれか。 

国際フェアトレードラベル機構（1997年設立、本部：ドイツ）では（  A  ）な生産と生活のために必要な「フェア 

トレード（  B  ）」を定めており、国際市場価格がどんなに下落しても、（  C  ）はその価格以上を生産者組合に 

保証するルールである 

   A        B        C         

ア. 持続可能    最低価格     輸入業者     

イ. 高品質        最低価格       輸出業者     

ウ. 持続可能      最高価格      輸入業者     

エ. 高品質     最高価格     輸出業者     

 

問題３９ 次の文章の空欄に該当する語句で、適切なものの組み合わせはどれか。 

有機農業の原点は、「（  A  ）に配慮し、生物の多様性による生態系のバランスや土づくりを重視した（  B  ）農業の 

実現」にある。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および農薬を使用しないこと、 

並びに遺伝子組換え技術を（  C  ）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。 

   A        B         C 

ア. 環境    生産性の高い    使用する 

イ. 環境    持続可能な     使用しない 

ウ. 人権    生産性の高い      使用する 

エ. 人権    持続可能な     使用しない 

 

問題４０ 社会起業家(ソーシャル・アントレプレナー)に関する次の記述のうち、不適切なものはいくつあるか。  

１. 日本資本主義の父といわれる渋沢栄一の『論語の算盤』、財閥住友家の家訓である「浮利を追わず」、そして、「本業を 



通じて社会貢献をする」「利益とは社会貢献をした証しである」など、もともと日本の経営者が持っていた経営哲学には、 

  社会起業家的な考え方が含まれている 

２．社会起業家を支援する世界的な組織としては、1980年にビル・ドレイトン氏が立ち上げ、これまでに 70以上の国々で 

  活躍する約 3000人の社会起業家を支援してきたアショカ・ファウンデーションなどがある 

３．日本では 2010年に日本初の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大学が開校した 

４. 公共部門の社会的課題は政府・自治体が担当し、社会起業家は市民レベルの社会的課題を事業によって解決するとの 

  役割分担ができている 

ア. １つ 

イ. ２つ 

ウ. ３つ 

エ. ４つ 

 


