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ウイネット 2018年度 社会福祉士模擬試験 的中問題 抜粋 

問題単位 
 

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 10 知覚・感覚に関する次の記述のうち，正しいものを 1つ選

びなさい。 

 

１ 明るい場所から暗い部屋に入ると，最初，暗闇しか感じられない

が，次第に慣れて見えるようになる過程を明順応という。 

２ 物理的視覚情報が一部欠落しているのにその部分を補完して知覚

する機能を，知覚の恒常性という。 

３ まとまった形として前景に知覚される部分を図，背景の部分を地

という。 

４ 1コマごとの静止画像を連続して提示すると画像が動いているよ

うに見えることを運動残効という。 

５ 2つのおもりを比べる実験で，標準のおもりより重くなったと感

じる最小の重量差を絶対閾値という。 

（正解３） 

  問題 9 感覚・知覚に関する次の記述のうち，正しいものを 1つ選び

なさい。 

 

１ 体制化における閉合の要因は，錯視の一つである。 

２ 形として知覚される部分を地，背景となる部分を図という。 

３ 仮現運動は，知覚的補完の一つである。 

４ 大きさの恒常性とは，網膜に映し出されたとおりに大きさを知覚

することである。 

５ 圧刺激によって光を感じ取る場合，この刺激を適刺激という。 

 

（正解３） 

問題 15 社会集団の概念に関する次の記述のうち，正しいものを 1

つ選びなさい。 

 

１ 第二次集団とは，企業などのように，特定の目的のためにつくら

れる非対面的で機能的な組織のことである。 

２ ゲマインシャフトとは，企業や大都市などのように，選択意志に

基づき組織される機械的で本質的には分離している集団のことで

ある。 

３ ゲゼルシャフトとは，家族や村落など，本質意志に基づく自然で

親密的な集団のことである。 

４ アソシエーションとは，地域性に基づく共同生活の領域のことで

ある。 

５ 準拠集団とは，家族や近隣，仲間など，対面的で親密な集団のこ

とである。 

（正解１） 

  問題 19 社会集団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。 

 

１ 第一次集団とは，ある特定の目的のために人為的に作り出された

組織である。 

２ フォーマルグループとは，企業や官庁のような一定の目的のため

に成文化された規則と命令系統を持つ組織である。 

３ ゲゼルシャフトとは，相互の感情や丁解に基づく緊密な結び付き

による共同社会である。 

４ 準拠集団とは，共同生活の領域を意味し，典型的な例は地域社会

である。 

５ コミュニティとは，特定の共通関心を追求するために明確に設立

された社会集団である。 

（正解２） 

問題 36 介護保険法に規定する地域包括支援センターに関する次の記

述のうち，正しいものを 1つ選びなさい。 

 

１ 公益法人は，地域包括支援センターを設置できる。 

２ 市町村に対しては，地域包括支援センターの設置義務を課してい

る。 

３ 都道府県は，定期的に地域包括支援センターにおける事業の実施

状況についての評価を行う。 

４ 地域包括支援センターの設置者に対しては，任意で実施する事業

の質の向上を図ることを求めている。 

５ 市町村は，認知症総合支援事業を地域包括支援センター以外に委

託することはできない。 

（正解１） 

  問題 133 地域包括支援センターに関する介護保険法の規定について

の次の記述のうち，正しいものを 2つ選びなさい。 

 

１ 市町村は，地域包括支援センターを設置しなければならない。 

２ 地域包括支援センターの設置者は，包括的支援事業に関して，都

道府県が条例で定める基準を遵守しなければならない。 

３ 地域包括支援センターの設置者若しくはその職員又はこれらの職

にあった者は，正当な理由なしに，その業務に関して知り得た秘

密を漏らしてはならない。 

４ 都道府県は，定期的に，地域包括支援センターにおける事業の実

施状況について，評価を行わなければならない。 

５ 地域包括支援センターの設置者は，自ら実施する事業の質の評価

を行うことにより，その事業の質の向上に努めなければならな

い。 

（正解３と５） 

問題 64 生活保護制度における保護の種類及び範囲に関する次の記述

のうち，正しいものを 1つ選びなさい。 

 

１ 義務教育に伴って必要な通学用品は，生活扶助に含まれる。 

２ 住宅改修は，住宅扶助に含まれる。 

３ 介護予防・日常生活支援は，介護扶助に含まれる。 

４ 検案は，医療扶助に含まれる。 

５ 居宅における療養上の管理は，出産扶助に含まれる。 

（正解３） 

  問題 65 生活保護の扶助の種類とその内容に関する次の記述のうち，

正しいものを 1つ選びなさい。 

 

１ 介護扶助には，介護保険の保険料は含まれない。 

２ 生業扶助には，就職のための就職支度費は含まれない。 

３ 葬祭扶助には，遺体の検案のための費用は含まれない。 

４ 生活扶助には，小学生の子どもの校外活動参加のための費用が含

まれる。 

５ 教育扶助には，小中学校への入学準備金が含まれる。 

（正解１） 
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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 92 ソーシャルワークのグローバル定義」（2014年）に関する次

の記述のうち，正しいものを 1つ選びなさい。 

 

１ 西洋の理論や知識の普遍性が示されている。 

２ ソーシャルワークは，単一の学問分野であるとされている。 

３ 実践に際しては，できる限り，「人々のために」働くという考え

方をとると記述されている。 

４ 人々の権利が保障されるためには，個人的責任が重要であること

が強調されている。 

５ ソーシャルワークの中核をなす諸原理の一つとして，多様性尊重

が新たに加えられた。 

 

（注）「ソーシャルワークのグローバル定義」とは，2014年 7月の国

際ソーシャルワーカー連盟（IFSW）と国際ソーシャルワーク学

校連盟（IASSW）の総会・合同会議で採択されたものを指す。 

 

（正解５） 

  問題 92 「ソーシャルワークのグローバル定義」(2014年)に関する

次の記述のうち，適切なものを 2つ選びなさい。 

 

１ 定義は，各国および世界の各地域で展開してもよい。 

２ 中核となる原理の一つに画一性の尊重がある。 

３ セラピーやカウンセリングを含めず実践する。 

４ 複数の学問分野をまたぎ，その境界を超えていく。 

５ 経済成長が社会開発の前提条件になるとされている。 

 

（注）「ソーシャルワークのグローバル定義」とは，2014年 7月の国

際ソーシャルワーカー連盟(TFSW)と国際ソーシャルワーク学校

連盟(IASSW)の総会・合同会議で採択されたものを指す。 

 

（正解１と４） 

問題 102 事例を読んで，児童養護施設の家庭支援専門相談員（社会

福祉士）がとったアプローチの方法として，最も適切なも

のを 1つ選びなさい。 

 

〔事 例〕 

Ｇさん（17歳，女性）は，6歳の頃に母親からの虐待を受けて児童養

護施設に入所し，高校生の頃にはクラスメイトからのいじめが原

因で施設に引きこもりがちになっていた。 

Ｇさんは，働きたい，自分の家庭をもちたいという希望があるが，将

来への不安を感じている。担当の家庭支援専門相談員は，Ｇさん

と対話をしながら，Ｇさんの人生を描き出し，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った。 

 

１ フェミニストアプローチ 

２ 行動変容アプローチ 

３ ナラティブアプローチ 

４ 解決志向アプローチ 

５ 課題中心アプローチ 

（正解３） 

  問題 103 ソーシャルワークのアプローチに関する次の記述のうち，

正しいものを 1つ選びなさい。 

 

１ 解決志向アプローチは，クライエントが抱く解決のイメ一ジを尊

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。 

２ 行動変容アプローチは，クライエントが，置かれている否定的な

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。 

３ エンパワメントアプローチは，行動を学習の結果として捉え，正

しく学習することにより問題行動を消去することを目指す。 

４ フェミニストアプローチは，クライエント自らが問題を解決する

ための課題を設定し，あらかじめ決められた期間の中で課題を達

成することを目指す。 

５ 課題中心アプローチは，クライエントが自らの人生のストーリー

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１） 

問題 104 ソーシャルワークにおいて活用されるアセスメントツール

として，適切なものを 2つ選びなさい。 

 

１ ジェノグラムは，生活を営んでいる世帯の所得状況に着目したア

セスメントツールである。 

２ インターライ方式は，介護や支援を必要とする高齢者のためのア

セスメント方式である。 

３ エコマップは，グループメンバー間の関係パターンについて，相

互作用を示す線や円などの記号を用いて図形化したものである。 

４ ソシオグラムは，どのような社会資源があるか図示し，さらに，

その相関関係をあらわしたものである。 

５ PIE（Person-in-Environment）は，社会生活機能における課題を

分析するために用いられる。 

（正解２と５） 

  問題 104 アセスメントツール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。 

 

１ ジェノグラムは，成員間の選択・拒否関係を図式化し，小集団に

おける人間関係の構造を明らかにする。 

２ エゴグラムは，3世代以上の家族を図式化し，世代間の人間関係

の構造を明らかにする。 

３ ソシオグラムは，交流分析理論に基づき，人間の性格を五つの領

域に分けて分析する。 

４ DCM(DementiaCareMapping)は，クライエントとその家族の関係や

社会資源との関係を，円や線を用いて表す。 

５ PIE(Person-in-Environment)は，クライエントが訴える社会生活

機能の問題を記述し，分類し，コード化する。 

（正解５） 
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※その他、テーマ類似問題も多数あり。 

（午前問題） 

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 

（午後問題） 

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 

2019.3.20 株式会社ウイネット 


