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・過去１０年間の出題テーマ推移と特徴 

出題年 論題 

2010年 
2010(平成22)年５月の消費者月間テーマは「守ろうよ、みんなを！ ～なくそう！高齢者の

消費者被害～」であった。高齢者の消費者被害を指摘し、その対策について述べなさい。 

2011年 

消費者の安全・安心を脅かす社会的事件が多発している。消費者基本計画では、「消費者の

安全・安心の確保」は消費者政策の重点課題の一つとされている。食の安全性(偽装表示、輸

入食品、食中毒)、手抜き工事、リコール隠し、不良債権、過労死、火災事故、原発事故、個

人情報漏洩、医療事故、テロなど、安全・安心社会の崩壊が「今そこにある危機」として存

在する。安全・安心社会構築へ向けて、消費者の果たすべき役割について、あなたの考えを

論じなさい。 

2012年 
企業の消費者対応部門のあるべき基本的な業務を指摘し、これからの消費者対応部門のいく

つかの課題について、あなたの考えを論じなさい。 

2013年 

(一社)日本経済団体連合会「企業行動憲章」には、「良き企業市民として、積極的に社会貢

献活動を行う」とある。社会の信頼と共感を得るために、企業はどのような社会貢献活動を

今日行っているのか、その実例を示しながら企業の社会的責任のあり方について論じなさい。

2014年 
最近の消費者問題の発生背景および特徴を示し、そうした消費者問題に対する各方面(企業、

消費者、行政など)の対応のあり方について、あなたの考えを論じなさい。 

2015年 

「消費者市民社会」という言葉があるが、消費者を取り巻く環境（市場環境や社会の仕組み

など）は、どのように整備される必要があり、消費者は、どのような消費者力を身につけて

いく必要があるか論じなさい。 

2016年 

2016（平成28）年度の消費者月間のテーマは、「みんなの強みを活かせ 〜安全・安心な社

会に一億総活躍〜」であった。「みんなの強み」とは、具体的にそれぞれ誰のどのような強

みを指し、「安全・安心な社会」とはいかなるものなのか、そして本テーマは全体としてど

のような狙いをもっているのか、について論じなさい。 

2017年 
「消費者志向経営」の現状やその意義についてまとめた後、「消費者志向経営」の促進に向

けての企業・行政・消費者それぞれにおける役割と今後の取り組みについて論じなさい。 

2018年 

近年の高度な情報環境の進展状況とその意義について整理した後、そうした高度な情報環境

の進展がもたらす消費者及び経済・社会に与える影響と今後の方向性について、消費者問題

の観点から論じなさい。 

2019年 

わが国における消費者問題がこれまでどのような変遷を辿ってきたかについて整理した後、

今日的な消費者問題の特徴・具体例、さらにはそうした消費者問題に対する今後の各方面の

対応について、自身の見解を述べなさい。 

消費者問題 

2020年10月10日 NACS中部支部「2次試験相談会」資料 

「消費生活アドバイザー過去問題集」(一財)日本産業協会作成 より一部引用 
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出題の 

ﾃｰﾏ推移

と 

特徴 

・10年 11年は、消費者問題の実態、 

 12年 13年は、企業の取組み、 

 14年は、消費者問題の概観と各立場での役割が、 

 15年は、消費者市民社会に対する構え、 

 16年は、消費者月間のテーマと狙い、 

 17年は、消費者志向経営への企業・行政・消費者の役割、 

 18年は、情報環境の高度化が与える影響、 

 19年は、14年と類似した問題で消費者問題の変遷と今日の特徴と各方面の対応が

それぞれ出題された。 

・企業の消費者対応に関する問題や、3者（企業、消費者、行政）の役割を問う問題  

 が多い。 

・問題文が抽象的で、回りくどく、問われているものが何かが分かりにくい設問も 

 ある。 

 課題文を読み解く力、具体論への展開力が必要。 

・実例、役割などを示して、＊＊＊について論じなさいといったパターンの問題が 

 多い傾向。 

よく問わ

れること 

・企業の消費者対応部門（お客様相談室）の役割、企業の消費者対応、 

 消費者志向経営、企業の社会的責任（CSR） 

・倫理的消費 

・消費者教育 

・消費者月間のテーマ 

・安全、安心な社会 

・持続可能な消費  ＳＤＧｓ 

・消費者市民社会 

・情報化社会の進展 

消費者問題 
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出題年 論題 

2010年 
現在の地方の消費者行政が直面している主な課題を3つあげ、その内容をそれぞれ簡潔に

論じなさい。 

2011年 電子商取引の拡大と消費者保護のあり方について論じなさい。 

2012年 製品安全問題に関して、消費者行政が担うべき役割を具体的に論じなさい。 

2013年 リコールに関する行政の取組みの現状を整理し、その課題を指摘し論じなさい。 

2014年 
国民生活センター及び消費生活センターの主な業務を列挙し、消費者行政において、その

担うべき役割を論じなさい。 

2015年 消費者教育に関する国、自治体の役割について論じなさい。 

2016年 地方の消費者行政が当面する主な課題について論じなさい。 

2017年 超高齢社会の下で、消費者行政が担うべき役割は何か、具体的な課題をあげて論じなさい。

2018年 成年年齢引下げに関する消費者対策について論じなさい。 

2019年 

本年９月は、消費者庁創設１０周年に当たっている。これまでの消費者行政において、消

費者庁が果たしてきた役割を、消費者庁設立以前の行政と対比しつつ評価し、今後の課題

について論じなさい。 

行政知識 
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出題の 

ﾃｰﾏ推移

と 

特徴 

・10年、16年は、地方行政の課題、 

 11年は、電子商取引に関する出題、 

 12年、13年は、製品安全やリコールに関する行政の取組み、 

 14年は、国民生活センターの役割、 

 15年は、消費者教育への行政の役割、 

 17年は、高齢化社会に対する行政の役割、 

 18年は、成年年齢引き下げへの対策、 

 19年は消費者庁創設10年にちなみ、その役割、課題、が出題された。 

・「個別の問題に対する消費者行政の役割」と「消費者行政の取組み」について問 

 われることが多い 

・問題文が短く、書く内容についての指示がない 

・消費者行政についてある程度正確に覚えていないと書けない 

よく問わ

れること 

・高齢者の消費者被害防止 

・若者の消費者被害防止、成年年齢引き下げ 

・消費者教育、消費者の自立支援と権利尊重 

・消費者基本法、消費者基本計画、消費者安全法 

・消費者庁、国民生活センター、消費生活センターの役割 

・国と地方の消費者行政の役割 

・製品安全やリコール、消費者の安全、安心 

行政知識 
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出題年 論題 

2010年 

「(消費者被害から)適切かつ迅速に救済される権利」に関わる法制度について論じなさい。

なお、一つの法制度(例えば、クーリング・オフ制度など)を取り上げて論じても、多くの法

制度を総合的に論じても良い。 

2011年 

高齢社会の進展に伴って高齢者の消費者被害が目立つようになってきた。高額の商品・サー

ビスを購入させられた、古い電気器具が発火して、金融商品の価値がなくなったなどである。

これらの被害を予防・救済することが社会的課題になっている。高齢者の消費者被害の防止

や救済に役立つ法制度を上げて、その内容を論じなさい。 

2012年 クーリング・オフ制度を総合的に考察し、その社会的背景、主要な内容、課題を論じなさい。

2013年 

「消費者契約法」は、消費者を不当な勧誘行為や不当な契約条項(約款)から守るため、契約

の取り消し権および不当な契約条項(約款)の無効などの制度を定めている。消費者が権利を

行使できる場合の、その主要な要件(行為類型や契約条項の類型) や法的効果について論じな

さい。 

2014年 

事業者が消費者に提供する商品や役務などに関して、実際のものより優良であると表示した

り、事実と異なる表示をするなどの、いわゆる不当表示・虚偽表示は、事業者の規模の大小、

有名無名を問わず行う者が後を絶たない歴史がある。不当表示を防止するための法制度の現

状の概要とその課題や改善方法を論じなさい。 

2015年 

「特定商取引に関する法律」は、様々な特定商取引に関して消費者被害の予防および救済を

目的とする制度を定めている。それらのうち、契約の解除に関して定めている主要な制度を

選んでその内容を論じなさい。 

2016年 

「消費者基本法」には、「消費者に被害が生じた場合には適切かつ迅速に救済されること」

が消費者の権利であると定められている。この消費者の権利を実効性のあるものとするため

に様々な法制度（たとえば契約締結過程での被害や欠陥商品による被害などからの救済、集

団的被害の回復制度、消費生活センターによる消費生活相談とあっせん制度など）が創設さ

れてきた。それらのうちのいずれかを選んで、その内容を論じなさい。もし課題があると考

える場合、それにも触れなさい。 

2017年 
事業者が事実と異なる表示・広告や説明を行って消費者と取引することを防止するための主

要な法制度について論じなさい。 

2018年 通信販売における消費者被害の防止または救済に役立つ法制度を取り上げて論じなさい。 

2019年 
高齢者に特に多く発生している不適切な勧誘による消費者被害の実態を踏まえ、そのような

被害の防止または救済に役立つ法制度について論じなさい。 

法律知識① 
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出題年 論題 

2010年 
Aさんが、消費者金融業者Bから30万円を借り入れる場合を例として、消費者金融における、

①高金利の規制、②過剰貸付の防止、③取立て行為の規制について、簡潔に論じなさい。 

2011年 

「消費者契約法」は、事業者の契約責任について、消費者保護のために、民法の原則に対し

て、これをどのように修正する規定を設けているか。いくつかの例をあげて、それぞれにつ

いて簡潔に論じなさい。 

2012年 

契約締結や申込みの後にそれを解消したい場合、消費者が取り得る主な法的手段としては、

次の４つの方法が考えられる。それぞれ、どのような場合にその方法を取り得るのか。①～

④のそれぞれについて、売買契約が締結された場合を想定し、具体例をあげて論じなさい。  

①意思表示の無効を主張する ②意思表示を取り消す ③申込みを撤回する ④契約を解除する 

2013年 
未成年者が、契約締結などの法律行為をする場合について、「民法」はこれを保護する制度

を設けている。この制度の基本的な仕組みについて簡潔に論じなさい。 

2014年 

契約条項の適正化のために、「消費者契約法」は特に損害賠償責任について２つの規定を設

けている。その規定のそれぞれについて、民法の原則をどのように修正しているかを明確に

し論じなさい。 

2015年 

事業者Aが製造あるいは給付した商品の不具合によって、消費者Bが被害を被った場合、AのB

に対する損害賠償責任が問題となる。それに関する民法上あるいは特別法上の法制度ないし

法的仕組みについて、簡潔に論じなさい。 

2016年 

財産を持っている高齢者が、判断能力の衰えにつけ込まれて、必要のない物、必要以上の量

の物、仕組みが複雑で理解しにくくリスクのある金融商品などを購入する契約を結ばされる

被害が多発している。契約は結んだが代金を支払う前であった場合、この高齢者が代金を支

払わなくてもよくするには、どういう方法があるか。 

また、判断能力の衰えた高齢者の被害を未然に防止する制度についても簡潔に述べなさい。 

2017年 

製品の欠陥によって消費者の身体や健康に損害が生じた場合において、消費者がその製品の

メーカーにその賠償を求めるために使える「民法」および「製造物責任法」について簡潔に

説明し、「製造物責任法」が必要になった理由について論じなさい。 

2018年 

Ａは、高校卒業後、機械メーカーに勤務し、毎月20万円の給与を得て、同居している母親Ｂ

（父親はすでに他界）に生活費として月々10万円を渡している。19歳の誕生日に、英会話教

室を営むＣ社の従業員に路上で勧誘されたＡは、英会話の個人レッスン（月額12万円）を来

月から2 年間受ける申込書に署名してその場で渡した。 

翌日、Ｂは、このことをＡから聞いて知った。この日のこととして、以下の問いに 

理由を付けて答えなさい。 

(1) Ａは、キャンセル料などを支払うことなくこの契約をやめることができるか。 

(2) Ａ自身がレッスンを受けたいと言っている場合に、Ｂは、キャンセル料などを支払うこ

となくこの契約をやめさせることができるか。 

2019年 

事業者と消費者が結んだ契約が、民法によれば取消しが出来ない場合において、消費者契約

法が消費者に取消権を認めている場面が複数ある。それらのうち３つ以上の場面を説明し、

なぜ民法と異なる扱いがされるのかを説明しなさい。 

法律知識② 
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出題の 

ﾃｰﾏ推移

と 

特徴 

法律知識① 

・10年 11年 16年は、消費者被害防止・救済に関する出題 

 12年 13年は、クーリング・オフ、取消し、無効に関する法制度 

 14年 17年は、不当表示に対する規制 (景表法改正等に関係?) 

 15年は、特商法での契約解除に関する制度 (12年、13年に類似) 

 18年は、「通信販売」の救済に関連する法律（特商法、電子消費者契約法、適格消

費者団体の差し止め請求など）  

 19年は、10年 11年 16年と同様に消費者被害防止・救済を問われた。 

 

法律知識② 

・10年は貸金業法改正を受けた出題、 

 11年以降は民法やその特別法について出題されている。 

11年、12年、14年は、消契法や特商法と関連付けたもの 

13年 18年は、未成年者の契約 

15年 17年は、PL法との関連 

16年は、高齢者の契約について 

19年は、11年 14年と同様、民法と消費者契約法の関係を問われている。 

 

・法律の論文は、法律の内容について記述する。 

・「消費者問題」や「行政知識」とは異なり、自分の考えや主張は書かなくてよい場 

 合も多い。 

・従って、法制度を正しく理解していることが必要である。 

よく問わ

れること 

・特定商取引法 ： 訪問販売、通信販売 

 行政規制（氏名等の明示の義務付け、書面交付義務、不招請勧誘の禁止、再勧誘の  

 禁止、不当な勧誘行為の禁止・・・） 

 民事ルール（クーリング・オフ、取消権、中途解約権、・・・） 

・消費者契約法 （消費者契約法改正（平成30年改正 本年6月施行）に絡む内容につ 

 いては注意）：取消権、不当条項（損害賠償を定める条項） 

・製造物責任法 

・民法 ： 債務不履行、約款、判断能力不十分な人の契約、未成年の取引 

・適格消費者団体による差し止め請求、消費者裁判手続特例法 

・景品表示法 

・民法と比較して論じさせたり、一つのキーワードに対して複数の法律を取り上げて   

 論じさせる論題も見受けられる。 

法律知識 
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出題年 論題 

2010年 
経済活動に、政府が介入することが妥当であると思われるケースについて、理論的な観

点から具体例をあげて論じなさい。なお、「市場の失敗」という用語を必ず用いること。

2011年 

近年、旧来の賃金体系を見直し、成果主義・能力主義などの賃金体系を導入するケース

が見られる。この成果主義・能力主義のような賃金体系導入の背景および導入すること

の課題や問題点と、より良い賃金体系や制度設計とはどのようなものか論じなさい。 

2012年 

製品差別化について、企業がどのようなことを期待して製品差別化を行っていると考え

られるか。また、消費者にとって製品差別化はどのような意味を持つものであると考え

られるか。あなたの考えを論じなさい。 

2013年 

2014(平成26)年4月の消費税率引き上げに伴う消費者・生産者への影響や問題点について

具体例を示し、それらに対してどのような対策が講じられているか経済学的な視点を踏

まえて論じなさい。 

2014年 
生活必需品への消費税の課税は、消費者に大きな影響を与えると考えられる。このこと

を「消費者余剰」「需要の価格弾力性」「転嫁」の3つの用語を用いて論じなさい。 

2015年 

消費税増税の効果を需要の価格弾力性の観点から論じなさい。なお、需要の価格弾力性

が１より大きい場合は奢侈(しゃし)財（贅沢品）、小さい場合は必需財（必需品、日用品

）と分類されるという点に留意すること。 

2016年 

貿易に際して、関税がある場合と関税がない場合について比較し、消費者や生産者にど

のような影響をもたらしうるかを論じなさい。 

「消費者余剰」及び「生産者余剰」という用語を用いればなお良い。 

2017年 

近年、消費税の税率引き上げの議論が話題となっている。消費税率が引き上げられた時

に消費者が受ける消費行動への影響について説明しなさい。また、財の性質によって、

税率の変化により消費者が受ける影響や期待される税収の大きさが異なることについて

も説明しなさい。なお、説明の際には需要の価格弾力性の用語を用いればなお良い。 

2018年 

公害や交通混雑のような外部不経済が発生しているような状況を考える。このような場

合、市場ではどのような均衡が実現するかを社会的に最適な均衡との比較で具体的な例

をあげて説明しなさい。私的限界費用、社会的限界費用の用語は必ず用いること。なお、

このような状況を改善する方策を示せばなおよい。 

2019年 

金融政策の代表的な方法の一つである公開市場操作について、拡張的な場合、縮小的な

場合に分けてそれぞれの概要を説明しなさい。その上で、拡張的な金融政策をとった場

合、家計や企業などの経済主体にどのような影響を及ぼしうるか説明しなさい。なお、

外国経済の存在は無視してよい。 

経済一般知識 
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出題の 

ﾃｰﾏ推移

と 

特徴 

・10年は、教科書的な出題、 

 11年 12年は、企業活動視点の出題、 

 13年 14年 15年 17年は、消費増税に関して、 

 また14年 15年 17年は、需要の価格弾力性が、 

 16年は、関税、余剰が、 

 18年は、外部不経済、 

 19年は、公開市場操作が、キーワードとして出題された。 

・近年は、消費税や関税など時事的要素が強い問題が出題されていたが、 

 この2年、金融政策的な内容の出題が続いている。 

・経済学用語を用いて論じさせる傾向が続いている。 

よく問わ

れること 

・経済学理論（消費税、市場の失敗、需要理論、円高・円安、公開市場操作） 

・時事問題（非正規雇用、格差社会、少子高齢化・人口減少、格差社会） 

・税金（消費税 8%⇒10%、関税など） 

・需要の価格弾力性 

・奢侈財、必需財 

・余剰分析 

・経済格差、所得格差 

経済一般知識 
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出題年 論題 

2010年 

企業によるダイバーシティ・マネジメントが注目されている。ダイバーシティ(多様性)の

意味を明らかにしつつ、ダイバーシティ・マネジメントを実施する上で重要となる考え方

と、企業にとってのダイバーシティ・マネジメントの意義を論じなさい。 

2011年 

近年、職場の従業員のメンタルヘルスの問題を抱えるケースが増加傾向にある。職場での

メンタルヘルスの問題が増加した背景要因および、企業によるメンタルヘルス対策の取り

組み内容について論じなさい。 

2012年 

企業の社会的責任(ＣＳＲ)とは何か。用語の意味を説明した上で、ＣＳＲがおよぶ範囲を

明らかにしなさい。また、ＣＳＲに関する活動を効果的に推進するために、企業に求めら

れる取組みについて論じなさい。 

2013年 

従業員のダイバーシティ(国籍、性別、年齢、信仰、雇用形態などの多様性)の受容を重視

する、企業経営の推進がもたらす経営効果について論じなさい。また、ダイバーシティ重

視の経営を推進するためには、企業側に求められる取組みについて論じなさい。 

2014年 

ワークライフバランス(仕事の生活の調和)の推進に向けた取り組みの必要性について、個

人、企業、社会全体のそれぞれの観点から論じなさい。また、ワークライフバランスを推

進するにあたって、企業側に求められる取組みについて論じなさい。 

2015年 

現代企業において、コーポレートガバナンスが必要とされる背景を、株主、経営者、従業

員、社会という4つの要素を取り入れて説明した上で、コーポレートガバナンスが有効に機

能するための、企業に求められる取り組みについて論じなさい。 

2016年 

現代企業において、リスクマネジメントが必要とされる背景について説明しなさい。 

加えて、特にグローバルに事業を展開する企業には、どのようなリスクマネジメントに関

する取り組みが求められるかについて論じなさい。 

2017年 

企業が活動を続けていくためには、「社会的責任」を果たす必要がある。はじめに、その

理由について説明しなさい。続いて、「社会的責任」を果たすために、企業は具体的にど

のような取り組みを必要とするのかについて、「自社に原材料を供給している会社（取引

相手）」と「自社の従業員（社員）」、「消費者」という三種類の利害関係者に関して論

じなさい。 

2018年 

近年、企業を取り巻く環境変化の中で、ダイバーシティ経営の重要性が指摘されている。

はじめにダイバーシティ経営とは何かについて説明しなさい。続いて、ダイバーシティ経

営を実践するために、その組織におけるリーダーが果たすべき役割について論じなさい。 

2019年 

終身雇用制度と年功序列制度は、日本的経営を象徴する雇用慣行であり、日本企業の競争

力を支える重要な機能であると見なされてきた。しかし、近年これらの見直しが盛んに議

論されている。こうした背景を踏まえ、以下の二つについて論じなさい。 

（１）終身雇用制度と年功序列制度とは何かを明らかにした上で、それらが企業の競争力

に結びつくという論理を説明しなさい。 

（２）これらの制度の見直しがなぜ必要とされているのかについて、以下のキーワードの

中から二つを用いて説明しなさい。 

キーワード：グローバル化、共働き世帯の増加、高齢化の進展 

企業経営の一般知識 
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出題の 

ﾃｰﾏ推移

と 

特徴 

・10年以降、全て企業活動の課題を取り上げた出題。 

 10年 13年 18年とダイバーシティが3回出題された。 

 11年 14年は、仕事と生活、 

 12年 15年 17年は、企業の社会的責任、 

 16年は、リスクマネジメントについて、 

 19年は、終身雇用制度と年功序列制度についての出題がなされている。 

・自分の考えを自由に書く出題が多い 

・経営の「用語」や「必要とされる背景」を定義することから始まる出題が目立つ 

よく問わ

れること 

・企業の社会的責任（CSR） 

  従業員への責任、ステークホルダーへの情報公開とコミュニケーション 

・消費者志向経営 

・持続可能な経営 

・ESG（環境・社会・ガバナンス） 

・コーポレートガバナンス 

・ダイバーシティ経営 

・ワークライフバランス 

・働き方改革 

・Ｍ＆Ａ 

・同族経営 

・社外取締役 

・リスクマネジメント 

・終身雇用制度と年功序列制度 

企業経営の一般知識 
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出題年 論題 

2010年 

現在の日本では、貧困化が社会問題としてしばしば取り上げられている。今日、日本で

起こっている貧困化の特徴を述べた上で、それが各ライフステージ別にみられる家計構

造の特徴に対し、どのような影響を及ぼすのか論じなさい。なお、特定のライフステー

ジのみを取り上げて論じても、全ライフステージを総合的に論じても良い。 

2011年 

現在、社会を測定する１つの指標として、幸福度が国内外で検討されている。生活経済

の観点からみて、幸福度指標の意義と課題を論じなさい。なお、経済協力開発機構

(OECD)は、加盟国の国民の暮らしの幸福度(より良い暮らし指標)を、新指標を使って評

価した結果を公表し、日本は家計や雇用、高等教育、健康など多くの指標で平均を上回

る位置につけたものの、生活への満足度は低かったと述べている。 

2012年 

クレジットカード(包括方式、信用購入あっせん)は、2010(平成22)年度末で3億2213枚ほ

ど発行され、50兆円ほどの信用供与額(社)日本クレジット協会)があり、われわれの生活

経済にとって大きな役割を果たしている。そこで、クレジットカードの仕組みを簡潔に

説明した上で、クレジットカードの長所、短所を踏まえ、生活経済という視点から、そ

の利用方法について論じなさい。 

2013年 

総務省「人口推計」によると、今年4月1日時点で15歳未満の子供の数は、前年比15万人

減の1,649万人で、総人口に占める割合は、1975(昭和50)年以来39年連続して低下し

12.9%となり、過去最低記録を更新した。生活経済の視点から、このような少子化原因に

ついて整理した上で、少子化に関連する具体的な施策を取り上げ、その意義と課題につ

いて論じなさい。 

2014年 

住宅ローンは生活経済にとって大きな役割を果たしている。国土交通省「民間住宅ロー

ンの実態に関する調査」(2013(平成25)年度版)によると、2012(平成24)年度の新規貸出

額は16兆3150億円、同年度末の貸出残高が127兆5993億円となっている。そこで住宅ロー

ンの仕組みについて述べた上で、住宅ローンをどのようなことに気を付けながら利用す

べきか、生活経済の視点から論じなさい。 

2015年 

一般に家計収入、支出の内容は、世帯主の年齢によって異なるといわれている。そこで、

平均的な勤労世帯の世帯主年齢が30歳代から70歳代まで加齢していく中でみられる、ラ

イフステージ別家計の特徴について論じなさい。但し、論じる際には、家計の収入項目、

10大費目およびそれに関連する費目などを用いて論じること。 

2016年 
今日の世帯が抱える家計に関する課題について、戦後家計（2人以上の勤労者世帯）の収

支構造の変遷を踏まえて論じなさい。 

2017年 

家計における貯蓄は、年々のフロー部分と、ストック部分の両面から捉える必要がある。

そこで、勤労者世帯の貯蓄の状況について、家計調査のフローから見た貯蓄の把握方法

と、ストックから見た貯蓄保有額の世帯分布の特徴を説明しなさい。 

2018年 

家計実態をとらえるための代表的な調査に総務省統計局の「家計調査」と「全国消費実

態調査」がある。それぞれの調査の特徴、また調査結果を読み取るときに注意すべき点

について、以下のキーワードに留意しつつ説明しなさい。 

 キーワード：調査規模、調査頻度、調査期間、調査内容 

2019年 

生涯生活設計の必要性とその具体的方法について、 

以下のキーワードを全て用いて述べなさい。 

 キーワード：家族のライフスタイル、資金計画、収入・支出計画、預貯金等残高 

生活経済 
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出題の 

ﾃｰﾏ推移

と 

特徴 

・10年 11年は、08年リーマンショックから09年に貧困白書が発行され、それに続き

幸福度 (ブータン国王来日)が話題になった背景からの出題。 

 12年はクレジットカード制度の仕組みと活用、 

 13年は、「少子化社会対策白書」が発行、 

 14年の住宅ローンのしくみは、消費増税(8%)前の駆け込み需要などが背景と推測

される。 

 15年は、10年と類似のライフステージと家計の関係が、 

 16年は、家計の課題、17年、18年は、家計調査に関する問題が出題された。 

 19年は、10年、15年と類似のライフステージの生活設計が問われた。 

・生活に関連した経済問題や家計調査のデータの暗記が必要な問題が多い。 

・生活経済の視点から書くことに気をつける。（経済一般知識ではなく） 

よく問わ

れること 

・家計調査における家計の特徴 

 10大消費費目（食料、住居、光熱・水道、家具・家事用品、被服・履物、保健・ 

 医療、交通・通信、教育、教養娯楽、その他） 

・生活設計の留意点（長寿時代の生活設計、決済方法多様化、ネット取引） 

・経済環境変化の生活経済への影響と対策（長寿化、少子化、貧困化、低金利、税 

 金と社会保障、災害） 

・ライフステージ 

・ネットショッピング、インターネット関連のトラブル 

・クレジットカード、キャッシュレス決済 

・住宅ローン 

生活経済 
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出題年 論題 

2010年 

大量生産・大量消費・大量廃棄の時代が長く続き、人類は経済的に大いなる発展を遂げ

てきた。その一方で、エネルギー資源をはじめ多くの資源が不足するようになり、廃棄

物をはじめ環境対策も大きな問題となってきた。この解決方法の一つが循環型社会の構

築といえるが、どのようにすればこれを築くことができるか論じなさい。 

2011年 

東日本大震災によって、原子力発電所の事故ばかりでなく、火力発電所の被害もあり電

力不足が発生した。政府はこの夏、東北電力および東京電力管内の大口需要家に対して

は、平日の昼間帯の使用最大電力を15%の節電する電気の使用制限を実施、また小口需要

家や一般家庭に対しては15%の節電への協力を求めた。電力不足は当面続くと予測され、

石油やガスなどへの転換も考えられるが、我が国の将来にとって、エネルギー問題は大

きな課題である。 

我が国にとって、電力を含むエネルギー不足によって引き起こされる影響とはどのよう

なものか、またそれらを根本的に解決するためには、どのような対策や行動が必要であ

るか論じなさい。 

2012年 

2010(平成22)年10月、ハンガリーの都市アイカ近郊にあるアルミニウム製錬施設の廃液

貯蔵場所から、強アルカリ性の赤色汚泥が流出し、近隣のみならず、ドナウ川流域の

国々まで汚染の影響がおよび大きな問題となった。 

過去わが国でも、足尾銅山の排油流出による鉱毒被害や水俣などでの水銀中毒事件なと、

様々な環境問題が発生した。 

これらは一般に産業公害とよばれるが、世界の国々でこのようなことが発生する原因に

ついて、社会的背景を踏まえ、経済、規制、化学、倫理の面から論じなさい。 

2013年 

地球温暖化にかかわる、京都議定書で定めた第1次約束期間が終了した。しかし問題は一

向に解決されていない上、第2約束期間に向けた世界各国の合意がまだ見えていないのが

現状である。この機会に、改めて地球温暖化の原因と影響ならびに将来の動向について

整理するとともに、人類が未来に向かって取るべき、実現性のある具体的な方策につい

て論じなさい。合わせて、我が国の進むべき方向性も論じなさい。 

2014年 

エネルギー基本計画は、2002(平成14)年6月に制定された「エネルギー政策基本法」に基

づき政府が策定するもので、2011(平成23)年3月の東日本大震災による福島第一原子力発

電所の事故を受けて見直しが行われ、2014(平成26)年4月に第4次エネルギー基本計画が

閣議決定された。なお、この基本計画には、日本のエネルギー問題の現状や課題を勘案

し、エネルギー政策の基本的視点として次の6つのキーワードが示されている。①安定供

給(エネルギー安全保障) ②コスト低減(効率性) ③環境負荷低減 ④安全性 ⑤国際

的視点 ⑥経済成長 

このキーワードを2つ以上用いて、新しいエネルギー基本計画が目指すところとその特徴

を論じなさい。 

地球環境問題・エネルギー需給 
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出題年 論題 

2015年 

国連気候変動枠組条約の第21回締約国会議(COP21)が、本年末にパリで開催される。わが

国では東日本大震災以降、温室効果ガスの排出が増えており、COP21に向けて削減目標を

どの程度にするのか議論された。その議論の論点を整理し、削減の切り札である再生可

能エネルギーおよび原子力発電について論じなさい。 

2016年 

2014（平成26）年4月に閣議決定された「新エネルギー基本計画」において、わが国が今

後活用していくエネルギー源は、再生可能エネルギー、原子力、石炭、天然ガス、石油、

ＬＰガスの6種類としている。また、2015（平成27）年7月には、「長期エネルギー需給

見通し」を決定し、それぞれのエネルギー資源をどの程度利用するかが、エネルギー

ミックスとして示された。そのおおよその内訳と、その結論に至った議論の中で、重要

だと思われる事項を論じなさい。 

2017年 

戦後70年を迎え、この間のわが国の経済発展は極めて大きなものであり、それとともに

エネルギー消費は10倍に増加した。この発展の陰の部分である環境問題（公害）に着目

し、下記に示す公害の中から2つを選び、その公害の発生都道府県、発生原因、対策、現

状を簡単に解説し、最後にどうして公害が発生したのか、どうやって解決に結びつけた

のか、時代背景とともに論じなさい。 

 公害名称（呼称）：水俣病、イタイイタイ病、四日市ぜんそく、豊島事件 

2018年 

エネルギー問題ならびに環境問題の解決のためには、省エネルギーは重要な要素の一つ

である。家庭生活をターゲットに、下記に示す省エネルギーに関するキーワード群の中

から3つを選択し、それぞれのキーワードが意味することを解説しなさい。さらに選択し

た全キーワードを踏まえ、それがどのように省エネルギーにつながるかを考察しなさい。

論述にあたっては、選択したキーワード番号を1 行目に書きなさい。 

   【キーワード群】 

   ① 「直接エネルギー／間接エネルギー」 

   ② 「フードマイレージ／地産地消」 

   ③ 「食料自給率／食品ロス」 

   ④ 「ライフサイクルアセスメント／カーボンフットプリント」 

   ⑤ 「マイ（エコ）バッグ／レジ袋」 

2019年 

地球温暖化に関して、ＩＰＣＣ（気候変動に関する政府間パネル）第５次評価報告書・

統合報告書（２０１４年）では、最初に「気候システムに対する人為的影響は明らかで

あり、近年の人為起源の温室効果ガス排出量は史上最高となっている。近年の気候変動

は、人間及び自然システムに対して広範囲にわたる影響を及ぼしてきた。」と書かれて

いる。 

この報告書の内容に関連する次の論点全てについて述べなさい。 

①「人為的」理由により、気候システムはこの１００年程の間でどのように変化したか。

 「人為的」とは具体的にどのような内容か。 

②「温室効果ガス」とは、具体的にどのような内容を指すか。 

  また、いつ頃から排出されているか。 

  排出が続くと、今世紀末にはどのような変化が予測されるか。 

③ 気候変動による影響を最小限にするために、 

  国際社会はどのような目標と対策を示しているか。 

地球環境問題・エネルギー需給 
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出題の 

ﾃｰﾏ推移と 

特徴 

・10年は、話題のワードから、 

 11年は、震災の関連、 

 12年は、海外時事問題、 

 13年は、京都議定書の節目、 

 14年は、エネルギー基本計画の決定を受けた出題、 

 15年は、COP21に向けた日本の対応を取り上げた。 

 16年は、「新エネルギー基本計画」、「長期エネルギー需給見通し」決定に絡め

ての出題であり、ここまでは、ほぼ毎年その年のトピックス的な内容から出題さ

れる傾向があった。 

 17年は、公害、18年は、省エネルギーを取り上げ、後述のキーワードを解説させ

るパターンに変わったが、 

 19年は、一転して、5年前のIPCC報告書の気候変動・地球温暖化に関する内容を問

われた。 

・「地球温暖化問題」や「エネルギー問題」が多い、時々｢公害」が顔を出す。 

・問題文（解説）が長く、最後まで読まないと答える内容が分からないことが多い。 

よく問わ

れること 

・第5次エネルギー基本計画（2018/7）、エネルギー白書、第5次環境基本計画、 

 第4次循環型社会形成推進計画 

・長期エネルギー需給見通し 

・持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）、３Ｅ＋Ｓ、ＣＯＰ２１、パリ協定、ＩＰＣＣ  

 第５次評価報告書・ 

 統合報告書（2014年） 

・再生可能エネルギー 

・固定価格買取制度  ・電力、ガスの小売り自由化 

・地球温暖化 

・環境問題 

・省エネルギー 

地球環境問題・エネルギー需給 


