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報

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 2017 年度社会福祉士模擬試験

第 30 回社会福祉士国家試験(2018 年 2 月実施)

問題 4 選択肢 3

問題 5 選択肢 2

筋萎縮性側索硬化症(ALS)は，進行すると四肢の筋

筋萎縮性側索硬化症(ALS)は，運動失調を主体とす

力や呼吸筋だけでなく，脳も障害される。

る変性疾患である。

(正解は×)
2

(正解は×)

問題 10 選択肢 4

問題 9 選択肢 2

バンデューラ(Bandura，A．)は，餌が強化子として

宿題をやってくるたびに褒めていたら，宿題を忘れ

はたらきネズミのレバー押し反応が増加すること

ずにやってくるようになった。

をオペラント条件づけと呼んだ。

(正解は○)
(正解は×)

(問題文：次の記述のうち，オペラント条件づけに
おける正の強化の事例として，最も適切なものを 1
つ選びなさい。)

3

問題 11 選択肢 2

問題 108 選択肢 3

あるがままの自分を伝える自己開示は，不信を招き

自己開示

自己をあいまいにする。

(正解は×)
(正解は×)

(解説：自己開示には，感情浄化，自己の明確化，
社会的妥当化の働きがある。)
4

問題 11 選択肢 5

問題 11 選択肢 2

ある一つの面で望ましいことがあると，他の側面ま

ピグマリオン効果とは，集団において多数派の意見

で望ましいとみなしてしまうことをピグマリオン

や期待に合わせて，個人の意見や行動が変化するこ

効果と呼ぶ。

とをいう。
(正解は×)

5

(正解は×)

問題 13 選択肢 4

問題 13 選択肢 3

対処できない不快な刺激が続き，新しい環境で適切

極度の身体的疲労は示すが，情緒的問題は少ない。

な回避反応を学習することが困難となることをバ

(正解は×)

ーンアウトという。

(問題文：バーンアウト(燃え尽き症候群)に関する

(解説：バーンアウトとは，極度の身体疲労と感情

次の記述のうち，最も適切なものを 1 つ選びなさ

の枯渇を示す燃え尽き症候群のことである。)

い。)

(正解は×)

1

6

問題 14 選択肢 3

問題 14 選択肢 2

行動分析表などを作成し，習得すべき目標行動を決

社会生活技能訓練(SST)では，ロールプレイなどの

める。

技法を用い，対人関係で必要なスキル習得を図る。

(問題文:SST に関する次の記述のうち，正しいもの

(正解は○)

を 1 つ選びなさい。)
(正解は○)
7

問題 20 問題文

問題 11 選択肢 1

社会的ジレンマに関する次の記述のうち，正しいも

社会的ジレンマとは，集団的な討議を行うことによ

のを 1 つ選びなさい。

って，より安全志向な結論が得られやすくなること
をいう。
(正解は×)

8

問題 20 選択肢 2

問題 20 選択肢 4

「共有地の悲劇」とは，農民が共有の牧草地におい

それぞれの個人が合理的な判断の下で自己利益を

て牛を飼育することで，牛の所有者がわからなくな

追求した結果，全体としては不利益な状況を招いて

ってしまい，飼育による利益の配分が難しくなって

しまうことを指す。

しまうことをいう。

(正解は○)
(正解は×)

(問題文：次の記述のうち，
「共有地の悲劇」に関す

(解説：
「共有地の悲劇」とは，共有の牧草地におい

る説明として，最も適切なものを 1 つ選びなさい。)

て，農民が所有する牛を無尽蔵に増やし続ける結
果，共有地が荒れ果てて，結果としてすべての農民
の利益が減ってしまうことをいう。)
9

問題 24 選択肢 1

問題 31 選択肢 5

河上肇は，1895 年(明治 28 年)に救世軍に参加して

大阪府の方面委員制度は，河上肇を中心に立案され

キリスト教を伝道しながら，貧民救済などの社会事

た。

業に貢献した。

(正解は×)
(正解は×)

10

問題 24 選択肢 3

問題 31 選択肢 5

林市蔵は，1918 年(大正 7 年)の米騒動に際して，

大阪府の方面委員制度は，河上肇を中心に立案され

小河滋次郎とともに方面委員制度を創設し，民生委

た。

員の父といわれている。

(正解は×)
(正解は○)

11

※×河上肇→○林市蔵

問題 25 選択肢 4

問題 24 選択肢 5

2000 年(平成 12 年)に，深刻化する児童虐待に対応

児童虐待防止法(1933 年(昭和 8 年))は，母子保健

するため，
「子ども・若者育成支援推進法」を制定

法の制定を受けて制定された。

し，児童相談所の機能強化などを図った。

(正解は×)

(正解は×)
※×「子ども・若者育成支援推進法」→○「児童虐
待の防止等に関する法律(児童虐待防止法)」

2

12

問題 27 選択肢 5

問題 95 選択肢 3

ノーマライゼーションの理念は，アメリカのヴォル

ヴォルフェンスベルガー

フェンスベルガー(Wolfensberger，W．)が「1959

(正解は×)

年法」により普及を図った。

(問題文：次のうち，ノーマライゼーションの原理
(正解は×)

を八つに分けて整理した人物として，適切なものを
1 つ選びなさい。)

13

問題 39 選択肢 1

問題 34 選択肢 3

民生委員は，厚生労働大臣の推薦によって選ばれた

民生委員の推薦は，各市町村に設置された民生委員

者であると伝えた。

推薦会が厚生労働大臣に対して行う。
(正解は×)

14

(正解は×)

問題 39 選択肢 2

問題 96 選択肢 2

民生委員には，市町村から給与が支払われているの

民生委員には，給与が支給される。

で，Ｂさんがお金を支払う必要はないと説明した。

(正解は×)

(正解は×)
15

問題 39 選択肢 3

問題 96 選択肢 1

民生委員は，その職務について，市町村長の指揮監

民生委員は，その職務に関して，市町村長の指揮監

督を受けると説明した。

督を受ける。
(正解は×)

16

(正解は×)

問題 41 選択肢 1

問題 124 選択肢 4

運営適正化委員会は，都道府県に置かれる。

市町村は，社会福祉法に基づき，運営適正化委員会

(正解は×)

を設けなければならない。
(正解は×)

17

問題 43 選択肢 2

問題 45 選択肢 4

市町村は，売春防止法に基づき，婦人相談所を設置

市町村は，婦人相談所を設置しなければならない。

しなければならない。

(正解は×)
(正解は×)

18

問題 43 選択肢 4

問題 45 選択肢 3

都道府県は，児童福祉法に基づき，児童相談所を設

市町村は，児童相談所を設置しなければならない。

置しなければならない。

(正解は×)
(正解は○)

19

問題 46 選択肢 1

問題 47 選択肢 1

市町村介護保険事業計画は，5 年を 1 期として策定

市町村介護保険事業計画

されるものである。

(正解は×)
(正解は×)

(問題文：次の福祉計画のうち，現行法上の計画期
間が 5 年を一期とするものを 1 つ選びなさい。)

20

問題 53 選択肢 4

問題 54 選択肢 1

Ｄさんへの出産育児一時金が，雇用保険から給付さ

Ｃさんが出産したときは，出産育児一時金が支給さ

れる。

れる。
(正解は×)

3

(正解は○)

21

問題 53 選択肢 5

問題 54 選択肢 3

Ｄさんの産前産後休業期間中の厚生年金保険料に

育児休業中，Ｃさんの厚生年金保険の保険料は，事

ついて，被保険者分，事業主分ともに納付しなけれ

業主負担分のみ免除される。

ばならない。

(正解は×)
(正解は×)

22

問題 57 選択肢 4

問題 57 選択肢 3

2003 年(平成 15 年)に，身体障害者，知的障害者， 支援費制度の実施により，身体障害者，知的障害者，
精神障害者，障害児を対象に措置制度から契約制度

障害児のサービスについて，利用契約制度が導入さ

に転換することを目的に支援費制度が施行された。 れた。
(正解は×)
23

(正解は○)

問題 58 選択肢 2

問題 58 選択肢 4

地域活動支援センターの利用

地域活動支援センター
(正解は○)

(正解は○)

(問題文：事例を読んで，相談支援専門員(社会福祉

(問題文：
「障害者総合支援法」で位置づけられてい

士)がＦさんに提案する「障害者総合支援法」に規

る施設として，正しいものを 1 つ選びなさい。)

定されるサービスとして，適切なものを 2 つ選びな
さい。
24

問題 63 選択肢 5

問題 64 選択肢 3

2015 年度(平成 27 年度)の保護開始理由別の世帯数

保護の開始の主な理由のうち，
「傷病」が最も多い。

をみると，
「傷病による」が最も多くなっている。

(正解は×)

(正解は×)
25

問題 64 選択肢 2

問題 65 選択肢 5

生活保護法で保障される最低限度の生活は，尊厳と

最低限度の生活を保障するとともに，自立を助長す

生命維持が一定期間保たれるものでなければなら

ることを目的としている。

ない。

(正解は○)
(正解は×)

26

問題 64 選択肢 3

問題 65 選択肢 2

生活保護法における保護の補足性の原理は，急迫し

補足性の原理により，素行不良な者は受給資格を欠

た事由がある場合であっても適用されなければな

くとされている。

らないとしている。

(正解は×)
(正解は×)

27

問題 64 選択肢 5

問題 65 選択肢 1

生活保護法では，個人単位によって保護を行うこと

保護は，個人を単位として行われるが，特別の場合

を基本としている。

には世帯を単位として行うこともできる。
(正解は×)

28

(正解は×)

問題 71 選択肢 3

問題 70 選択肢 2

平成 26 年度の国民医療費の国民所得(NI)に対する

国民医療費の国民所得に占める比率は，減少してい

比率は，10％に満たない。

る。
(正解は×)

4

(正解は×)

29

問題 80 選択肢 1

問題 82 選択肢 4

成年後見人が成年被後見人の居住用の不動産を処

成年被後見人の居住用不動産の売却

分する場合には，市町村の許可が必要である。

(正解は×)

(正解は×)
30

問題 81 選択肢 3

問題 79 選択肢 1

契約締結時に発効する。

任意後見契約は，任意後見契約の締結によって直ち
(正解は×)

に効力が生じる。

(問題文：任意後見契約に関する次の記述のうち，
正しいものを 2 つ選びなさい。)
※その他、テーマ類似問題も多数あり。
ウイネット模試：問題 14－国試：問題 14、ウイネット模試：問題 28－国試：問題 27、
ウイネット模試：問題 45－国試：問題 43、ウイネット模試：問題 51－国試：問題 50、
ウイネット模試：問題 72－国試：問題 71、ウイネット模試：問題 73－国試：問題 72、
ウイネット模試：問題 40－国試：問題 111、ウイネット模試：問題 81－国試：問題 79

5

(正解は×)

○的中問題(午後問題)
No
1

ウイネット 2017 年度社会福祉士模擬試験

第 30 回社会福祉士国家試験(2018 年 2 月実施)

問題 89 選択肢 3

問題 90 選択肢 3

半構造化面接は，量的調査で用いられる方法であ

非構造化面接とは，インタビューの質問項目をあ

る。

る程度計画しておき，話の流れに応じて柔軟に聞
(正解は×)

き取りをしていく方法である。

(解説：半構造化面接は，あらかじめ定められた質
問項目に沿って行うが，ある程度柔軟に進める方

(正解は×)
※×非構造化面接→○半構造化面接

法である。)
2

問題 89 選択肢 4

問題 90 選択肢 3

非構造化面接は，調査者の調査内容についての精

非構造化面接とは，インタビューの質問項目をあ

通度の影響を受けやすい。

る程度計画しておき，話の流れに応じて柔軟に聞
(正解は×)

き取りをしていく方法である。
(正解は×)

3

問題 90 選択肢 1

問題 90 選択肢 4

トライアンギュレーションとは，公平性を高める

トライアンギュレーションとは，調査者と調査対

ための，調査者，対象者，立会人の 3 者による質

象者が協力して行う調査方法である。

的調査のことである。

(正解は×)
(正解は×)

4

問題 90 選択肢 2

問題 90 選択肢 1

フィールドノートとは，集団や社会の行動様式を

エスノメソドロジーの会話分析は，民族の文化を

描くための調査やその報告書のことである。

描きだす方法である。

(正解は×)
5

(正解は×)

※×フィールドノート→○エスノグラフィー

※×エスノメソドロジー→○エスノグラフィー

問題 90 選択肢 3

問題 90 選択肢 1

エスノグラフィーとは，観察や面接による記録や

エスノメソドロジーの会話分析は，民族の文化を

メモのことである。

描きだす方法である。
(正解は×)

6

(正解は×)

※×エスノグラフィー→○フィールドノート

※×エスノメソドロジー→○エスノグラフィー

問題 94 選択肢 4

問題 95 選択肢 2

ノーマライゼーションとは，障害者のみがありの

バンク-ミケルセン

ままに，望む場所で生活することである。

(正解は×)

(解説：ノーマライゼーションを最初に提唱したバ

(問題文：次のうち，ノーマライゼーションの原理

ンク-ミケルセン(Bank-Mikkelsen，N.E.)は，
「ノ

を八つに分けて整理した人物として，適切なもの

ーマライゼーションの父」と呼ばれる。)

を 1 つ選びなさい。)

(正解は×)

6

7

問題 94 選択肢 4

問題 95 選択肢 5

ノーマライゼーションとは，障害者のみがありの

ニィリエ

ままに，望む場所で生活することである。

(正解は○)

(正解は×)

(問題文：次のうち，ノーマライゼーションの原理

(解説：ニィリエ(Nirje，B.)は，ノーマライゼー

を八つに分けて整理した人物として，適切なもの

ションをさらに発展させ，ノーマルな生活条件の

を 1 つ選びなさい。)

ための 8 原則を示した。ニィリエは，
「ノーマライ
ゼーションの育ての父」と呼ばれる。
8

問題 101 選択肢 5

問題 100 選択肢 5

クライエント個人で解決を図ることを目的として

ナラティブ・アプローチは，専門性に基づく支援

いるため，相談援助者は基本的に介入しない。

者の知識に着目した。

(正解は×)

(正解は×)

(解説：ナラティブアプローチでは，クライエント
と相談援助者とが対話しながら，クライエントの
人生を描き出し，ライフストーリーを書き換える
ことによって問題との決別を図るものである。)
9

問題 103 選択肢 1

問題 109 選択肢 2

社会資源は，アセスメントの対象外である。

アセスメントでは，精神面・身体面の把握のみな

(正解は×)
(解説：アセスメントの対象には，クライエントの

らず，住環境，家族関係，経済状況，援助の状況
など幅広い生活障害全般の把握を行う。

心身状態や生活環境，抱える課題のほか，家族関

(正解は○)

係，家族の状況，地域の社会資源などが含まれて
いる。)
10

問題 105 選択肢 1

問題 104 選択肢 1

インテーク

クライエントの主訴を把握し，ソーシャルワーカ
(正解は○)

ーが所属する機関の機能について説明する。

(解説：インテークは，初回面接とも呼ばれ，クラ

(正解は○)

イエントと面接し，クライエントの主訴の把握や

(問題文：相談援助の過程におけるインテーク段階

ラポールの形成などを図る段階である。)

に関する次の記述のうち,最も適切なものを 1 つ選
びなさい。)

11

問題 105 選択肢３

問題 104 選択肢 4

プランニング

クライエントとその環境全般にわたる多様な情報
(正解は×)

を収集し，支援計画を作成する。

(解説：プランニングは，アセスメントで明確にな
ったクライエントの問題や課題を解決するための

(正解は×)
※選択肢はプランニングの説明

具体的な支援内容などを盛り込んだ支援計画を作
成する段階である。)

7

12

問題 107 選択肢 4

問題 108 選択肢 1

「どのような悩みを抱えているのですか」という

開かれた質問

質問方法は，
「閉じられた質問」に含まれる。

(正解は×)

(正解は×)
※×閉じられた質問→○開かれた質問
(解説：
「どのような悩みを抱えているのですか」
というように相手が自由に返答をすることができ
る質問技法は，開かれた質問(オープン・クエスチ
ョン)に含まれる。)
13

問題 119 選択肢 5

問題 119 選択肢 4

社会福祉法人の理事は，評議員と兼ねることがで

監事は，理事,評議員又は当該法人の職員を兼ねる

きる。

ことができる。
(正解は×)
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(正解は×)

問題 120 選択肢 4

問題 125 選択肢 4

OJT の意義は，日常業務を離れて行われる中で，よ

OFF-JT は，作業遂行の過程で行う訓練方法のこと

り集中した専門性が養われたり，日々の業務を客

である。

観視できたりするということにある。

(正解は×)

※×OJT→○OFF-JT
(正解は×)
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問題 127 選択肢 2

問題 131 選択肢 1

1972 年(昭和 47 年)の改正によって，70 歳以上の

老人福祉法による 70 歳以上の者に対する老人医療

者及び 65 歳以上の寝たきり老人を対象とする老人

費支給制度

医療費支給制度が成立した。

(正解は×)
(正解は○)
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問題 128 選択肢 2

問題 129 選択肢 4

片麻痺がある場合は，介助者は健側に位置し，健

右側から食事介助をする。

側の口角から食べ物を入れる。

(正解は×)
(正解は○)

(問題文：右片麻痺で嚥下機能が低下した状態にあ
る人に対する食事介護の在り方として，適切なも
のを 2 つ選びなさい。)
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問題 137 選択肢 1

問題 55 選択肢 1

児童手当法では，
「児童」を 15 歳に達する日以後

児童手当の支給対象となる児童の年齢は，12 歳到

の最初の 3 月 31 日までにある者と定めている。

達後の最初の年度末までである。

(正解は×)
(解説：～支給要件は，同法第 4 条に定められてい
るとおり，
「15 歳に達する日以後の最初の 3 月 31
日までの間にある児童」を養育している者であ
る。)

8

(正解は×)
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問題 137 選択肢 4

問題 136 選択肢 3

「認定こども園法」では，幼保連携型認定こども

満 3 歳未満の保育を必要とする子どもは，入園の

園に入園することのできる者を，満 3 歳以上の子

対象から除外されている。

どもに限っている。

(正解は×)
(正解は×)

(問題文：幼保連携型認定こども園に関する次の記
述のうち，正しいものを 1 つ選びなさい。)
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問題 144 解説

問題 143 選択肢 1

障害者の法定雇用率は，2018 年度(平成 30 年度)

2018 年(平成 30 年)4 月 1 日から，法定雇用率の算

から，法定雇用率の算定基礎に精神障害者を加え

定基礎の対象に精神障害者が含まれることになっ

る関係で，全体的に引き上げられることになって

ている。

いる。
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(正解は○)

問題 148 選択肢 4

問題 148 選択肢 4

懲役，禁錮の刑の執行を終えた者は，更生保護施

更生保護施設への委託期間は，更生緊急保護対象

設に入所することはできない。

者の場合，延長が可能である。
(正解は×)

(正解は○)

(解説：刑の執行を満期で終えても，更生保護法第
85 条第 1 項の規定に合致すると認められる場合は，
更生緊急保護として，更生保護施設を宿泊場所と
して提供することは可能である(更生保護法第 85
条第 1 項)。)
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問題 149 選択肢 1

問題 148 選択肢 3

犯罪予防活動は，保護司の使命ではない。

保護司の職務は，保護観察事件に限定されている。

(正解は×)

(正解は×)

(解説：保護司は，犯罪や非行をした人の立ち直り
を地域で支える民間のボランティアであり，
犯罪を予防するために啓発活動をすることも保護
司の使命である(保護司法第 1 条)。)
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問題 149 選択肢 3

問題 148 選択肢 1

地方更生保護委員会の事務局に所属する保護観察

保護観察官は，地方検察庁に配置されている。

官は，仮釈放や仮退院の審理のための調査を行っ

(正解は×)

ている。
(正解は○)
(解説：保護観察官は，地方更生保護委員会事務局
と保護観察所に配置され，～)
※その他、テーマ類似問題も多数あり。
ウイネット模試：問題 92－国試：問題 92、ウイネット模試：問題 111－国試：問題 113、
ウイネット模試：問題 113－国試：問題 115、ウイネット模試：問題 115－国試：問題 117、
ウイネット模試：問題 139－国試：問題 142、ウイネット模試：問題 144－国試：問題 143、
ウイネット模試：問題 149－国試：問題 148
以上
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