
［新］CSR検定 3級試験第 5回試験（2017年 4月 16 日開催） 

■選択式問題（1点×40問） 

問題１ 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。 

正解：イ ※社会課題は企業に存在するのではなく、社会に存在する。さまざまな外部他者と意見を交わし、取り

組むことが望ましい。公式テキスト：Chapter 1-1 「CSRの定義と目的」 

 

問題２ 「日本企業における CSR の現況」に関する次の記述のうち、適切なものはいくつあるか。 

正解：ウ ※2が誤り。環境経営が定着していたことで、CSR 経営の普及が加速した。公式テキスト：Chapter 1-2 

「日本企業における CSRの現況」 

 

問題３ 世界の CSRをめぐる動きに関する次の記述で、適切なものはいくつあるか。  

正解：エ 公式テキスト：Chapter 1-3「世界の CSRをめぐる動き」 

※ お詫びと訂正（2017年 5月 8 日） 

エ（４つとも正しい）が正答と発表いたしましたが、ウ（３つが正しい）も正答と訂正します。 

訂正の理由）選択肢２は「アジア・アフリカなどの途上国の CSRは、地元の下請け企業の課題ではなく、委託し

ているグローバル企業が自社の課題として取り組むべきものである」でした。このうち「地元の下請け企業の課

題ではなく」という記述は、「地元の下請け企業が除外される」とも読める表現だったためです。 

 

問題４ 大企業と中小企業のCSRに関する次の記述のうち、最も適切なものはいくつあるか。 

正解：エ 公式テキスト: Chapter1-4「大企業と中小企業の CSR」 

 

問題５ 企業のコンプライアンス(Compliance)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 

正解：ア ※コンプライアンスは「法令遵守」と訳されるが、本来は「関係者の願いや要請に対応すること（対話

力）」。「社内規範の遵守」は努力目標ではなく、実践すべき目標。公式テキスト: Chapter1-5 「コンプライアン

スの本質」、Chapter2-COLUMN3 「法と CSR」、Chapter2-4「 企業に求められる必要な対話力とは」          

  

問題６ 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。  

正解：ウ 公式テキスト：Chapter 1-9「サステナブル投資とは何か」 

 

問題７ GRI(Global Reporting Initiative)ガイドラインに関する次の記述のうち、不適切なものはいくつあるか。  

正解：イ ※1と 2が間違い。「GRIガイドライン」は国連ではなく GRI が発行している。また GRIガイドラインは、

世界で最も活用されているものの、義務付けられているわけではない。公式テキスト: Chapter1-6 「企業の CSR

レポートの役割と現状と課題」 

 

問題８ 日本におけるCSRレポートに関する次の記述のうち、適切なものはいくつあるか。 

正解：イ ※3 と 4 が間違い。CSR レポートの発行は義務付けられてはおらず、第三者機関の認証も必要はない。 

公式テキスト：Chapter 1-6「企業の CSRレポートの役割と現状と課題」 

※ お詫びと訂正（2017年 5月 8 日） 

イ（２つ正しい）が正答と発表しましたが、ア（１つだけ正しい）も正答と訂正します。 

訂正の理由）選択肢１「環境省の調査（2013 年度）によると、上場企業の 69.4%、非上場企業の 25.5%、全体の

39.6%の日本企業が環境報告書または CSR レポートを発行している」と表記しましたが、「全体の 39.6％」が、日

本企業全体（約 400 万社）の 39.6％と読める表現であるため、「ア」も正答といたします。 



問題９ CSRレポートの発行・目的に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 

正解：ア ※CSR レポートは宣伝や広告とは異なり、企業を外部から正しく評価するためのもの。都合の良い情報

だけではなく、ネガティブ情報の開示も重要。公式テキスト: Chapter1-6 「企業の CSR レポートの役割と現状と

課題」 

問題１０「ISO26000」に関する次の記述のうち、不適切なものはいくつあるか。 

正解：イ ※1と 3が間違い。ISO26000はガイダンス規格で第三者認証規格ではない。また利用対象者を企業に限

定せず、あらゆる形態の組織が含まれる。公式テキスト：Chapter 1-7 「ISO26000 とは何か」 

 

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、不適切なものの組み合わせはどれか。 

正解：ア ※貧困ではなく腐敗防止。また、CSR 報告書を出している企業はそれが CoP になるため、別途作成する

必要はない。公式テキスト：Chapter 1-8「国連グローバル・コンパクトとは何か」 

 

問題１２ 次のうち、ステークホルダーの対象になるものはいくつあるか。  

正解：エ 公式テキスト: Chapter2-3「企業にとってステークホルダーとは何か」 

 

問題１３ 社会における企業の役割に関する記述のうち、不適切なものの組み合わせはどれか。 

正解：エ ※企業の社会的責任は、バリューチェーンにも及ぶ。温室効果ガスの排出や熱帯雨林の破壊も企業の経

済活動に直接関係がある。公式テキスト：Chapter 2-2 「社会における企業の役割はどう変わってきたか」 

 

問題１４ SRI と ESG に関する記述で、最も不適切なものはどれか。 

正解：ア ※一定の基準に満たない企業を投資対象から除くのは、ネガティブ・スクリーニング。公式テキスト: 

Chapter 1-9「サステナブル投資とは何か」 

 

問題１５ 日本の自治体による「CSR 認証制度」に関する次の記述で、最も不適切なものはどれか。 

正解：イ ※自治体が単独で解決するのではなく、域内企業と協働すべき。公式テキスト：Chapter 1-10 「自治

体による CSR認証とは何か」 

 

問題１６ 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。 

正解：イ ※2 と 4 が間違い。NGO/NPO もステークホルダーに含まれる。また、重要事項も含めて、ステークホル

ダーの声を聴くべきである。公式テキスト: Chapter2-3 「企業にとってステークホルダーとは何か」 

 

問題１７ 江戸時代の近江商人の哲学である「三方よし」に含まれないものはどれか。 

正解：ウ 公式テキスト：Chapter 2-1 「企業とは社会においてどんな存在か」 

 

問題１８「法と CSR」「企業に求められる必要な対話力とは」に関する記述のうち、最も不適切なものはどれか。 

正解：エ ※ステークホルダーとの対話で必要なのは「説得力」のような一方的なものではなく、異なる価値観を

相互に受け入れながら、解決のための落としどころを模索し、話の着地点を見つける「対話力」。公式テキスト: 

Chapter2-4 「企業に求められる必要な対話力とは」、Chapter2-COLUMN3 「法と CSR」  

 

問題１９「SDGs」の１７の目標に含まれるものはいくつあるか。 

正解：エ 公式テキスト: Chapter 2－7 「世界や日本国内にはどんな社会課題があるか」 

 



問題２０ 東日本大震災(2011 年 3 月 11 日)では、社員が被災地でボランティアをした企業が多くあった。企業の

社会貢献と寄付に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 

正解：ウ ※NPO の財政基盤が強化されているとは言えず、企業の助成や協賛とともに、個人寄付の拡充は健全な

社会創出のために不可欠。公式テキスト: Chapter2-8 「企業の社会的貢献と寄付」 

 

問題２１ 「企業とN P O の協働で何が得られるか」についての次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 

正解：ア ※社会的信用度が上がり資金調達が容易になるのは、企業ではなくNPO。公式テキスト：Chapter3-3「企業

とNPO が協働する意味とは」 

問題２２ ダイバーシティ (Diversity)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 

正解：イ ※日本女性の政策決定の場への参画率は G7 のなかで最も低い。公式テキスト: Chapter3-5「ダイバー

シティ＆インクルージョンとは何か」 

 

問題２３ 次の文章の空欄にあてはまる語句で、最も適切なものの組み合わせはどれか。 

正解:イ 公式テキスト: Chapter2-9 「企業と人権」 

 

問題２４ NPO に関する次の記述のうち、適切なものはいくつあるか。 

正解：イ ※1 と 2 が間違い。税制優遇制度導入を目的にしたものは、2001 年 10 月に創設された認定特定非営利

活動法人制度。また活動範囲の制限はなくなっていない。公式テキスト：Chapter 3-2 「NPO とはどんな存在か」 

 

問題２５ 次の文章の空欄にあてはまる語句で、適切なものの組み合わせはどれか。 

正解：ウ 公式テキスト: Chapter2-6「トリプルボトムラインとは何か」 

 

問題２６ 日本のワーク・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。 

正解：イ ※女性の働く権利を守るのではなく、「仕事と生活の調和」を守るもの。公式テキスト: Chapter3-4「ワ

ーク・ライフ・バランスとは何か」 

 

問題２７「プロボノ」に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 

正解：ア ※ボルヴィックの「1L for 10L プログラム」はプロボノではなく、コーズ・リレイテッド・マーケティン

グ。公式テキスト：Chapter3-COLUMN5 「プロボノ」 

 

問題２８「消費者に求められる消費行動」に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 

正解：ア ※消費者の権利の尊重と自立支援を基本理念として制定しているのは、消費者基本法。公式テキスト：

Chapter 3-6「消費者に求められている消費行動とは」 

 

問題２９ 次の文章の空欄にあてはまる語句・数字で、適切なものの組合せはどれか。 

正解：ウ 公式テキスト：Chapter4-1「グローバルな気候変動交渉の動き」 

 

問題３０ 生物多様性(Biodiversity)に関する記述のうち、最も不適切なものはどれか。 

正解：エ ※生物多様性は、企業活動を支える最も重要な「自然資本」。環境破壊に関係する企業だけでなく、す

べての企業活動が生物多様性に依存しており、生物多様性なしにはビジネスは続かないとも言える。公式テキス

ト：Chapter4-2「生物多様性」 

 



問題３１ フェアトレード(FAIRTRADE)に関する次の記述のうち最も不適切なものはどれか。      

正解：イ ※輸出業者ではなく、輸入業者が正しい。公式テキスト：Chapter4-5「フェアトレード」 

 

問題３２ 次の文章の空欄にあてはまる語句・数字で、適切なものの組合せはどれか。 

正解：エ 公式テキスト：Chapter4-3「世界の貧困と児童労働」 

 

問題３３ 「エシカルなビジネス」に関する次の記述のうち、適切なものの組み合わせはどれか。 

正解：エ 公式テキスト：Chapter4-4「エシカルなビジネス」 

問題３４「ソーシャルメディア」「社会とつながる働き方」に関する記述で最も不適切なものはどれか。 

正解：ウ ※ソーシャルメディアは広告予算を使わずに、企業の取り組みを広く伝えることができ、中小企業でも

取り組みやすい。公式テキスト: Chapter3-1「『社会とつながる働き方』とは何か」、Chapter4-7「ソーシャルメ

ディア」 

 

問題３５ BOP(Bottom of the Pyramid)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。 

正解：ア ※BOPは BRICSの次の市場をターゲットにしている。公式テキスト:Chapter4-8「BOPビジネス」 

 

問題３６ オーガニック/有機農業に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 

正解：イ ※理解している人は5%にすぎない。公式テキスト：Chapter4-6「オーガニック/有機農業」 

 

問題３７ 次の文章の空欄にあてはまる数字で、適切なものの組み合わせはどれか。 

正解：イ 公式テキスト：Chaptet4-9「障がい者雇用」 

 

問題３８ 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、適切なものはいくつあるか。 

正解：ウ ※アショカ・ファウンデーションを設立したのはビル・ドレイトン。公式テキスト：Chapter4-11「社会企

業家（ソーシャルアントレプレナー）」 

 

問題３９ 次の文章の空欄にあてはまる語句で、適切なものの組み合わせはどれか      

正解：ア 公式テキスト：Chaptet 4-10「コーズ・リレイティド・マーケティング」 

 

問題４０ 次の文章の空欄にあてはまる語句で、最も適切なものはどれか。 

正解：ア 公式テキスト：Chapter4-12「ソーシャル・ビジネス」 

 


