速 報
ウイネット社会福祉士模試 国家試験との的中問題一覧
○的中問題(午前問題)
No
1

ウイネット 2018 年度社会福祉士模擬試験

第 31 回社会福祉士国家試験（2019 年 2 月実施）

問題 3 選択肢 1

問題 3 選択肢 1

ICF は，心身機能・身体構造，活動，参加のみで個

生活機能とは，心身機能,身体構造及び活動の三つ

人を捉える分類法である。

から構成される。
（正解は×）

2

（正解は×）

問題 8 選択肢 2

問題 6 選択肢 1

遂行機能障害とは，一度に向ける注意の容量が小さ

遂行機能障害は，高次脳機能障害に含まれる。

くなる障害である。

（正解は○）
（正解は×）

(問題文：高次脳機能障害に関する次の記述のうち，
正しいものを 1 つ選びなさい。)
3

問題 9 選択肢 5

問題 8 選択肢 4

子どもの学習を定着させるために褒めるのは，内発

絵を描くことが楽しくて，時間を忘れて取り組ん

的動機づけである。

だ。
（正解は×）

（正解は○）
(問題文：記述のうち，内発的動機づけによる行動
として，最も適切なものを 1 つ選びなさい。)

4

問題 10 選択肢 2

問題 9 選択肢 3

物理的視覚情報が一部欠落しているのにその部分

仮現運動は，知覚的補完の一つである。

を補完して知覚する機能を，知覚の恒常性という。

（正解は○）

（正解は×）
解説→知覚的補完に関する記述である。
5

問題 10 選択肢 3

問題 9 選択肢 2

まとまった形として前景に知覚される部分を図，背

形として知覚される部分を地，背景となる部分を図

景の部分を地という。

という。
（正解は○）

6

（正解は×）

問題 10 選択肢 4

問題 9 選択肢 3

1 コマごとの静止画像を連続して提示すると画像

仮現運動は，知覚的補完の一つである。

が動いているように見えることを運動残効という。
（正解は×）
解説→仮現運動に関する記述である。
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（正解は○）

7

問題 15 選択肢 1

問題 19 選択肢 1

第二次集団とは，企業などのように，特定の目的の

第一次集団とは，ある特定の目的のために人為的に

ためにつくられる非対面的で機能的な組織のこと

作り出された組織である。

である。

（正解は×）
（正解は○）

8

問題 15 選択肢 3

問題 19 選択肢 3

ゲゼルシャフトとは，家族や村落など，本質意志に

ゲゼルシャフトとは，相互の感情や了解に基づく緊

基づく自然で親密的な集団のことである。

密な結び付きによる共同社会である。

（正解は×）
9

（正解は×）

問題 15 選択肢 4

問題 19 選択肢 5

アソシエーションとは，地域性に基づく共同生活の

コミュニティとは，特定の共通関心を追求するため

領域のことである。

に明確に設立された社会集団である。
（正解は×）

（正解は×）

解説→コミュニティという。
10

問題 15 選択肢 5

問題 19 選択肢 4

準拠集団とは，家族や近隣，仲間など，対面的で親

準拠集団とは，共同生活の領域を意味し，典型的な

密な集団のことである。

例は地域社会である
（正解は×）

11

（正解は×）

問題 19 選択肢 2

問題 21 選択肢 4

財やサービスの対価を支払うことなく，利益のみを

自ら負担することなく集合財を享受する者

得る人のことを「フリーライダー」 という。

（正解は○）

（正解は○）

（問題文：次のうち,「フリーライダー」に関する
記述として，最も適切なものを 1 つ選びなさい。
）

12

問題 23 選択肢 1

問題 105

ブラッドショー（Bradshaw，J.）は，ニードを「規

問題文：ブラッドショウ(Bradshaw, J.)のニード類

範ニード」
「比較ニード」
「表出ニード」 の 3 つに

型論に関する次の記述のうち，最も適切なものを 1

分類した。

つ選びなさい。
（正解は×）

13

問題 28 選択肢 3

問題 30 選択肢 5

国及び地方公共団体は，他の社会福祉事業を経営す

国，地方公共団体と社会福祉事業を経営する者との

る者に対し，その自主性を重んじ，不当な関与を行

関係を規定した「事業経営の準則」は，社会福社法

わないと規定している。

では削除された。
（正解は○）

（正解は×）

※上記は事業経営の準則の一つとして社会福祉法第 61 条に
規定されている。

14

問題 36 選択肢 2

問題 133 選択肢 1

市町村に対しては，地域包括支援センターの設置義

市町村は，地域包括支援センターを設置しなければ

務を課している。

ならない。
（正解は×）
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（正解は×）

15

問題 36 選択肢 3

問題 133 選択肢 4

都道府県は，定期的に地域包括支援センターにおけ

都道府県は,定期的に，地域包括支援センターにお

る事業の実施状況についての評価を行う。

ける事業の実施状況について，評価を行わなければ

（正解は×）

ならない。
（正解は×）

16

問題 36 選択肢 4

問題 133 選択肢 5

地域包括支援センターの設置者に対しては，任意で

地域包括支援センターの設置者は，自ら実施する事

実施する事業の質の向上を図ることを求めている。 業の質の評価を行うことにより，その事業の質の向
（正解は×）

上に努めなければならない。
（正解は○）

17

問題 37 選択肢 5

問題 35 選択肢 2

都道府県社会福祉協議会は，区域内における市町村

市町村社会福祉協議会は,区域内における社会福社

社会福祉協議会の過半数が参加していることを要

事業又は社会福祉に関する活動を行う者の過半数

件の一つとしている。

が参加するものとされている。
（正解は×）

18

（正解は×）

問題 47 選択肢 3

問題 47 選択肢 5

社会福祉を目的とする事業に従事する者の確保又

市町村地域福祉計画では，社会福祉を目的とする事

は資質の向上に関する事項

業に従事する者の確保又は資質の向上に関する事
（正解は×）

項を定める。

（問題文：社会福祉法に規定する市町村地域福祉計

（正解は×）

画において定められる事項として，
）
19

問題 48 解説冒頭

問題 46 選択肢 3

介護保険法は，2017 年（平成 29 年）の介護保険

第 7 期介護保険事業計画(2018 年度(平成 30 年度)

法改正により，PDCA サイクルの概念が導入される

開始)を作成するための基本指針では，PDCA サイク

などの変更があった。

ルの活用がうたわれている。
（正解は○）

20

問題 52 選択肢 1

問題 42 選択肢 2

保険者は，都道府県である。

介護保険法の規定により，介護保険の保険者とされ
（正解は×）

ている
（正解は×）
（問題文：福祉行政における都道府県の役割に関す
る次の記述のうち，正しいものを 1 つ選びなさい。
）

21

問題 52 選択肢 2

問題 49 選択肢 2

介護給付費の 70％は公費で賄われている。

介護保険の給付財源は，利用者負担を除き,都道府

（正解は×）

県が 4 分の 1 を負担している。
（正解は×）

- 3-

22

問題 56 選択肢 1

問題 56 選択肢 5

身体障害者手帳所持者数について，障害種別でみる

身体障害者手帳所持者のうち，障害の種類で最も多

と，内部障害の割合が最も高い。

いのは内部障害である。
（正解は×）

（正解は×）

（問題文：厚生労働省「平成 28 年生活のしづらさ
などに関する調査（全国在宅障害児・者等実態調
査）
」に関する次の記述のうち，正しいものを 1 つ
選びなさい。
）
23

問題 64 選択肢 1

問題 65 選択肢 4

義務教育に伴って必要な通学用品は，生活扶助に含

生活扶助には，小学生の子どもの校外活動参加のた

まれる。

めの費用が含まれる。
（正解は×）

24

（正解は×）

問題 64 選択肢 4

問題 65 選択肢 3

検案は，医療扶助に含まれる。

葬祭扶助には，遺体の検案のための費用は含まれな
（正解は×）

い。
（正解は×）

25

問題 68 選択肢 4

問題 67 選択肢 2

生活保護の指導監督を行う所員（査察指導員）は， 現業を行う所員は，援護,育成又は更生の措置を要
福祉事務所長の指揮監督を受けて，現業事務の指導

する者の家庭を訪問するなどして，生活指導を行う

監督をつかさどる。

事務をつかさどる。
（正解は○）

（正解は○）

（解説：また，生活保護の現業を行う所員（地区担
当員）は，福祉事務所長の指揮監督を受けて，援護，
育成，更生の措置を要 する者等の家庭を訪問して
面接するなどにより，本人の資産や環境などを調査
し，保護その他 の措置の必要性の有無及びその種
類を判断し，本人に対し生活指導を行うなどの事務
をつかさどる）
26

問題 70 選択肢 1

問題 70 選択肢 2

高額療養費制度の上限額が最も高い年収区分は，

高額療養費の自己負担限度額は，患者の年齢や所得

「年収約 780 万円以上」となっている。

にかかわらず，一律に同額である。

（正解は×）
（問題文：2018 年（平成 30 年）8 月以降の 70 歳
以上に係る高額療養費制度及び高額介護合算療養
費制度に関する次の記述のうち，正しいものを 1
つ選びなさい。
）
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（正解は×）

27

問題 70 選択肢 2

問題 70 選択肢 2

高額療養費制度の年収区分「一般」の年間上限額は， 高額療養費の自己負担限度額は，患者の年齢や所得
20 万円となっている。

にかかわらず，一律に同額である。
（正解は×）

（正解は×）

（問題文：2018 年（平成 30 年）8 月以降の 70 歳
以上に係る高額療養費制度及び高額介護合算療養
費制度に関する次の記述のうち，正しいものを 1
つ選びなさい。
）
28

問題 70 選択肢 3

問題 70 選択肢 2

高額療養費制度の年収区分「住民税非課税」の個人

高額療養費の自己負担限度額は，患者の年齢や所得

（外来）の上限額は，月額 15,000 円となっている。 にかかわらず，一律に同額である。
（正解は×）

（正解は×）

（問題文：2018 年（平成 30 年）8 月以降の 70 歳
以上に係る高額療養費制度及び高額介護合算療養
費制度に関する次の記述のうち，正しいものを 1
つ選びなさい。
）
29

問題 72 選択肢 4

問題 73 選択肢 4

診療報酬には，各保健医療機関に応じて，医科診療

診療報酬点数には，医科，歯科，看護報酬が設けら

報酬，歯科診療報酬，心療診療報酬がある。

れている。

（正解は×）

（正解は×）

※その他、テーマ類似問題も多数あり。
ウイネット模擬試験

第 31 回国家試験

類似テーマ

問題 6

問題 7

DSM-5

問題 20

問題 20

社会的行為

問題 42

問題 42

都道府県（知事）の役割

問題 57

問題 57

障害者福祉制度

問題 61

問題 62

身体障害者福祉法、知的障害者福祉法、精神保健福祉法

問題 71

問題 71

国民医療費

問題 74

問題 75

医療・福祉の専門職
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○的中問題(午後問題)
No
1

ウイネット 2018 年度社会福祉士模擬試験

第 31 回社会福祉士国家試験（2019 年 2 月実施）

問題 88 選択肢 4

問題 86 選択肢 5

名義尺度は，他と区別し分類する名称のようなもの

名義尺度,順序尺度，間隔尺度,比例尺度という四つ

が変数となる。尺度同士に大小や優劣の関係はな

の尺度水準のうち，大小関係を測定することができ

く，最頻値の算出のみ可能である。

るのは，名義尺度である。
（正解は○）

2

（正解は×）

問題 89 選択肢 2

問題 89 選択肢 4

構造化面接法では，調査対象者は質問項目や方法等

構造化面接では，事前に準備をせず，調査対象者が

に沿って厳密に回答し，調査者は回答内容に加え， 自由に語りやすいように調査を進める。
自分の意見を述べながら全体像を把握し，構成要素

（正解は×）

を明らかにしていく。
（正解は×）
3

問題 89 選択肢 2

問題 89 選択肢 1

構造化面接法では，調査対象者は質問項目や方法等

非構造化面接では，調査者が事前に定めた質問項目

に沿って厳密に回答し，調査者は回答内容に加え， の順序で調査を進める。
自分の意見を述べながら全体像を把握し，構成要素

（正解は×）

を明らかにしていく。
（正解は×）
4

問題 89 選択肢 4

問題 84 選択肢 4

レヴィン（Lewin，K．
）によって提唱されたアクシ

アクションリサーチとは，特定の状況における問題

ョン・リサーチは，対象とする人や集団，その活動

解決に向けて調査者が現場に関与する社会調査で

場面に積極的に関与して，何らかの問題を解決して

ある。

いく方法である。

（正解は○）
（正解は○）

5

問題 92 選択肢 2

問題 92 選択肢 4

ソーシャルワークは，単一の学問分野であるとされ

複数の学問分野をまたぎ，その境界を超えていく。

ている。

（正解は○）
（正解は×）

（問題文：
「ソーシャルワークのグローバル定義」）
6

問題 92 選択肢 5

問題 92 選択肢 2

ソーシャルワークの中核をなす諸原理の一つとし

中核となる原理の一つに画一性の尊重がある。

て，多様性尊重が新たに加えられた。

（正解は×）

（正解は○）
（問題文：
「ソーシャルワークのグローバル定義」）
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7

問題 100 選択肢 2

問題 93 選択肢 1

エンパワメントアプローチでは，クライエントの主

クライエントの主体性や語りを重視する。

観的な経験よりも，ソーシャルワーカーによる客観

（正解は○）

的な理解の方を重視している。
（正解は×）
（解説：エンパワメントアプローチでは，モダニズ
ム的な客観性や実証性よりも，ポストモダニズム的
な主観性や実存性を重視する。
）
8

問題 102 選択肢 1

問題 103 選択肢 4

フェミニストアプローチ

フェミニストアプローチは, クライエント自らが
（正解は×）

問題を解決するための課題を設定し，あらかじめ決

（解説：フェミニストアプローチは，女性への差別， められた期間の中で課題を達成することを目指す。
抑圧，暴力などを含む社会的な現 実を顕在化させ

（正解は×）

る特徴がある）
9

問題 102 選択肢 2

問題 103 選択肢 2

行動変容アプローチ

行動変容アプローチは，クライエントが，置かれて
（正解は×）

（解説：行動変容アプローチは，強化による行動変

いる否定的な抑圧状況を認識し，自らの能力に気付
き，その能力を高め,問題に対処することを目指す。

容によって適応行動を増やす技法を用いるもので，

（正解は×）

望ましい行動を増加させ，望ましくない行動を減少
させることに焦点を当てるという特徴があり）
10

問題 102 選択肢 3

問題 101 選択肢 2

ナラティブアプローチ

「何があなたをそのような気持ちにさせるのか教
（正解は○）

11

えてください」

（解説：クライエントと相談援助者とが対話しなが

（正解は○）

ら，クライエントの人生を描き出し，ライフストー

（問題文：この場面におけるナラティブ・アプロー

リーを書き換えることによって）

チに基づくＡ生活相談員(社会福祉士)の応答）

問題 102 選択肢 4

問題 103 選択肢 1

解決志向アプローチ

解決志向アプローチは，クライエントが抱く解決の
（正解は×）

（解説：解決志向アプローチは，問題解決のために

イメージを尊重し，その実現に向けてクライエント
の社会的機能を高めることを目指す。

変化を志向し，クライエントのプラス面に焦点を当

（正解は○）

てた手法）
12

問題 102 選択肢 5

問題 103 選択肢 5

課題中心アプローチ

課題中心アプローチは，クライエントが自らの人生
（正解は×）

（解説：課題中心アプローチは，クライエント自ら
が問題を解決することを目指し，期間を限定した援
助を行うもの）
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のストーリーを理解し，新たなストーリーに書き換
えていくことを目指す。
（正解は×）

13

問題 104 選択肢 1

問題 104 選択肢 1

ジェノグラムは，生活を営んでいる世帯の所得状況

ジェノグラムは，成員間の選択・拒否関係を図式化

に着目したアセスメントツールである。

し，小集団における人間関係の構造を明らかにす

（正解は×）

る。
（正解は×）

14

問題 104 選択肢 4

問題 104 選択肢 3

ソシオグラムは，どのような社会資源があるか図示

ソシオグラムは，交流分析理論に基づき，人間の性

し，さらに，その相関関係をあらわ したものであ

格を五つの領域に分けて分析する。

る。

（正解は×）
（正解は×）
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問題 104 選択肢 5

問題 104 選択肢 5

PIE（Person-in-Environment）は，社会生活機能に

PIE(Person-in-Environment)は，クライエントが訴

おける課題を分析するために用いられる。

える社会生活機能の問題を記述し，分類し，コード

（正解は○）

化する。
（正解は○）
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問題 124 選択肢 4

問題 46 選択肢 3

PDCA サイクルは，地域福祉計画や介護保険事業計

第 7 期介護保険事業計画(2018 年度(平成 30 年度)

画において活用することが求められている。

開始)を作成するための基本指針では，PDCA サイク

（正解は○）

ルの活用がうたわれている。
（正解は○）

17

問題 125 選択肢 4

問題 29 選択肢 5

介護休業期間は，最長で 124 日間となっている。

一人の対象家族についての介護休業の合計は，150

（正解は×）

日までである。
（正解は×）

18

問題 127 選択肢 1

問題 42 選択肢 1

特別養護老人ホーム

老人福祉法の規定により，特別養護老人ホームに入
（正解は○）

19

所させる権限を持つ。

（問題：1963 年（昭和 38 年）の老人福祉法制定

（正解は○）

時に法定化された「老人福祉施設」として，正しい

（問題：福祉行政における都道府県の役割に関する

ものを 2 つ選びなさい。
）

次の記述のうち，正しいものを 1 つ選びなさい。
）

問題 130 選択肢 4

問題 44 選択肢 5

従来の介護保険施設とは別に，介護保険法上の医療

介護保険施設として，新たに介護医療院が設置され

提供施設として介護医療院が創設された。

た。

（正解は×）
20

（正解は○）

問題 147 選択肢 2

問題 147 選択肢 2

仮釈放を許された者は，仮釈放の期間中，保護観察

仮釈放を許された者には，保護観察が付される。

に付されることはない。

（正解は○）
（正解は×）
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問題 148 選択肢 1

問題 148 選択肢 1

保護観察官は，地方更生保護委員会及び少年鑑別所

保護観察官は，福祉事務所に配置されている。

に配置されている。

（正解は×）

（正解は×）
※その他、テーマ類似問題も多数あり。
ウイネット模擬試験

第 31 回国家試験

類似テーマ

問題 87

問題 85

質問紙を用いた調査

問題 102

問題 109

児童養護施設における家庭支援専門相談員の対応（事例）

問題 109

問題 112

社会資源

問題 111

問題 113

グループワーク

問題 112

問題 113

グループワーク

問題 113

問題 115

スーパービジョン

問題 114

問題 116

ソーシャルワークの記録

問題 117

問題 106

地域包括支援センターにおける社会福祉士の対応（事例）

問題 118

問題 111

医療ソーシャルワーカーの対応（事例）

問題 118

問題 114

医療ソーシャルワーカーの対応（事例）

問題 133

問題 131

介護支援専門員
以上
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