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★注意事項★ 
１．本試験の出題形式は、4 肢択一式 50 問です。 
２．解答用紙に受験番号・氏名を記入し、受験者シール（バーコードシール）1 枚を解答用紙の指

定の位置に必ず貼付してください。記入漏れおよび貼り忘れの場合は採点されません。 
３．試験中は、受験票、腕時計（腕時計型ウェアラブル端末の使用は不可、音を発しないもの）、 

筆記具（黒の鉛筆またはシャープペンシル、消しゴム）以外のもの（定規、メモ用紙、筆記具入

れ等）は机上に置かず、カバンの中などにしまってください。黒の鉛筆またはシャープペンシル

以外の筆記具を使用した場合はマークシートの読み取りができません。 

４．受験票は、机上の通路側に見えるように置いてください。 
５．試験室内では、携帯電話・スマートフォンなど全ての通信機器および電子機器、時計のアラー

ム等、音の出る機器は使用禁止です。必ず電源を切り、カバンの中などにしまってください。 
６．試験中は、乱丁・落丁・印刷不鮮明に関する質問以外はお受けできません。 
７．不正行為があったときは、すべての解答が無効となります。 
８．解答用紙の注意事項は、必ずお読みください。 
９．試験終了の合図が告げられたら、直ちに筆記具を置き、試験監督者の指示に従ってください。 
10．その他、試験監督者の指示に従ってください。従わない場合は、失格となります。 

【退出時の注意事項】 
１．試験開始後30分経過した時点で途中退出できます。途中退出する場合には、挙手し、試験監督

者の指示に従ってください。問題用紙はお持ち帰りください。 
２．試験終了時刻5分前からは退出できません。試験終了後、試験監督者が解答用紙を回収しますの

で、着席したまま静粛にお待ちください。 

○本試験の正答は2022年7月4日（月）の10時以降、以下の登録試験機関のウェブサイトに掲載します。 
特定非営利活動法人キャリアコンサルティング協議会  https://www.career-shiken.org/about/learninfo/ 
特定非営利活動法人日本キャリア開発協会        https://www.jcda-careerex.org/past.html 

○ 2022年8月16日（火）（予定）に、受験者全員に結果通知書を送付いたします。 
○ 合格者は、以下の登録試験機関のウェブサイトに受験番号を掲載してお知らせします。 
特定非営利活動法人キャリアコンサルティング協議会  https://www.career-shiken.org/result/ 
特定非営利活動法人日本キャリア開発協会        https://www.jcda-careerex.org/result.html 

 
 

無断転載・無断複製を禁ず 

学科試験 問題用紙 
実 施 日 ◆2 0 2 2 年 7 月 3 日 （ 日 ） 

試 験 時 間 ◆10： 30～ 12： 10（ 100 分 ） 

 



☆☆ 解答に際しての注意事項 ☆☆ 

１．試験問題については、特段の指示のない限り、2022年 4月 1日現在で施行されている法令等

に基づいて解答してください。 

２．4 つの選択肢の中から答えを 1 つだけ選び、その番号を解答用紙の解答欄の位置に鉛筆また

はシャープペンシルでマーク（均一に濃く塗りつぶす）してください。マークした箇所が読み

取れない場合は採点されません。また、2箇所以上マークした場合も採点されません。 

 

 

 

 

 

 

《試験問題で使用される用語について》 

 
◎ 「相談者」とは、自らの進路相談、職業相談、人事労務に関する相談などキャリアに関する

相談に来た人の事を指し、問題文では「クライエント」と同意語として使用しています。 

 

◎ 外国人名は姓をカタカナで示し、（ ）で欧文表記をしています。 

 

◎ 次の法令に関する名称について、問題文では略称を使用しています。 

・事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講

ずべき措置等についての指針：パワーハラスメント防止のための指針 

・労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律： 

労働施策総合推進法 

・短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律： 

パートタイム・有期雇用労働法 

・雇用の分野における障害者と障害者でない者との均等な機会若しくは待遇の確保又は障害者

である労働者の有する能力の有効な発揮の支障となっている事情を改善するために事業主が

講ずべき措置に関する指針：合理的配慮指針 

 

 

 

  
 

 

 

マークシート塗りつぶし例 
良い例    悪い例①   悪い例②   悪い例③   悪い例④ 
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問 1  「令和 3 年版厚生労働白書」（厚生労働省）で示された「新型コロナウイルス感染症が国

民生活に与えた影響と対応」に関する次の記述のうち、不適切なものはどれか。 
 
  1.  2020 年 4 月の緊急事態宣言下の経済活動の停止に伴い、企業は従業員の雇用維持に積極

的に取り組んだことから、休業者数は男女ともに急増した。 

  2.  新型コロナウイルス感染症の影響に関し、2020 年 4 月 1 日時点で、雇用以外の形態で就

労する「フリーランスで働く者」の約 5 割は、「業績への影響（売上高・収入の減少）」を

挙げている。 

  3.  テレワークの導入が進み、2020 年 6 月の時点では、正規雇用よりも非正規雇用の方が導

入比率が高かった。 

  4.  自粛生活で家事・育児負担の絶対量が増加したことにより、相対的に女性の負担が増え、

2020 年 5〜6 月時点では、女性の生活満足度は男性よりも低下した。 

 
 
 
 
 
 
問 2  「働く環境の変化に対応できるキャリアコンサルタントに関する報告書」（厚生労働省、

2021 年 6 月）で、キャリアコンサルタントに求められることとして示された内容に関す

る次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 
 
 
  1.  自身の専門性を深化させ、拡大し、自己完結できるようにすること。 

  2.  多様な働き方や職位・年齢階層に応じたキャリア支援に精通すること。 

  3.  企業内の課題解決に向けた提案力を発揮すること。 

  4.  就職マッチング機能やリテンションの機能を意識すること。 
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問 3  「令和 2 年度能力開発基本調査 調査結果の概要」（厚生労働省）で示された、キャリア

コンサルティングを受けた正社員が「キャリアコンサルティングが役立ったこと」として

挙げたもののうち、上位 3 つの組み合わせとして最も適切なものはどれか。 
 

A 仕事に対する意識が高まった 

B 現在の会社で働き続ける意欲が湧いた 

C 自分の目指すべきキャリアが明確になった 

D 上司・部下との意思疎通が円滑になった 

E  適切な職業能力開発の方法がわかった 

 
  1.  A と B と D 

  2.  B と C と E 

  3.  A と C と D 

  4.  B と D と E 

 
 
 
問 4  キャリアの理論に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 
 
  1.  ジェラット（Gelatt, H. B.）は、「未来は存在せず、予測できないものである。」と述べ、

「積極的不確実性（Positive Uncertainty）」を主要概念とするキャリアにおける意思決定

の枠組みを提示した。 

  2.  ハンセン（Hansen, L. S.）は、個々人は各自の決定が人類や環境全体にもたらす影響を考

慮すべきだと考え、「統合的人生設計（Integrative Life Planning）」という概念を提示し

た。 

  3.  スーパー（Super, D. E.）は、成人期以降はキャリア成熟に求められる計画的態度や意思

決定能力を応用し、新たな職業選択や職業適応することが必要であるとし、「キャリア・ダ

イナミクス」という概念を提示した。 

  4.  ホール（Hall, D. T.）は、1980 年代の産業社会における構造改革によって個人と会社組織

間の心理的契約が変化したと主張し、従来に代わる新しい心理的契約として「プロティア

ン・キャリア」を提唱した。 
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問 5  キャリアに関する各理論を応用したキャリアコンサルティングに関する次の記述のうち、

最も適切なものはどれか。 
 
  1.  キャリアや職業に関する「発達課題」に焦点を当てた場合、その達成のために「ソーシャ

ルスキル・トレーニング」が重要になる。 

  2.  キャリアや職業を選択する際の「意思決定プロセス」に焦点を当てた場合、その改善のた

めに「意思決定スキル」が重要になる。 

  3.  キャリアや職業の選択をする際の「自己効力感」に焦点を当てた場合、その向上のために

「偶然の出来事を活かす 5 つのスキル」が重要になる。 

  4.  キャリアや職業に関する「ライフ・テーマ」に焦点を当てた場合、その確認のために「基

礎的・汎用的スキル」が重要になる。 

 
 
 
 
 
 
 
問 6  シャイン（Schein, E. H.）の理論に関する次の記述のうち、不適切なものはどれか。 
 
  1.  職務・役割の分析とプランニングを通して、キャリア・アンカーと職業を一対一で直接結

び付けることをキャリア・サバイバルという概念で示している。 

  2.  個人が生きている領域を「生物学的・社会的」、「家族関係」、「仕事・キャリア」の 3 つの

サイクルに分け、各サイクルの段階と課題は、相互に密接に関連しあうと考えた。 

  3.  キャリア・アンカーを確かめるには、「才能と能力」、「動機と欲求」、「意味と価値」に関

する 3 つの問いが有効であると述べている。 

  4.  キャリア中期の危機（35-45 歳）の発達課題として「自分のキャリア・アンカーを知り、

評価する」、「現在を受け入れるか、別の未来を選ぶか明確な選択を行う」がある。 
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問 7  マズロー（Maslow, A. H.）の動機づけ理論に関する次の記述のうち、適切なものはどれ

か。 
 
  1.  人間の欲求を低次から高次へと分類し、これらの欲求は階層をなしていると考えた。 

  2.  5 つの欲求は基底層から、生理的欲求、安全の欲求、所属と愛情の欲求、自己実現の欲求、

自尊と承認の欲求、の順で構成される。 

  3.  5 つの欲求は大きく欠乏欲求と成長欲求の 2 つに分類され、成長欲求は自分に足りないも

のを外部から補おうとする欲求である。 

  4.  下位の欲求が全く充足されなくても、上位の欲求は発生すると考えた。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
問 8  フロイト（Freud, S.）による精神分析アプローチに関する次の記述のうち、不適切なもの

はどれか。 
 
  1.  心の世界を 3 つの領域に区分した局所論では、普段は気がついていないが何かのきっかけ

で意識にのぼったり、思い出そうと努力することで思い出せる領域を「前意識」と呼ぶ。 

  2.  構造論は、心の構造を「自我」、「イド（エス）」、「超自我」の 3 層からなる心的装置とし

て捉え、3 つの力動的な関係を考えていこうとする。 

  3.  「イド（エス）」は、外界からの要請を受けて、自我や超自我にせまられながら、その間の

調整機能を果たしている、「現実原則」で動く。 

  4.  防衛機制は、自我に危険を及ぼす存在から心理的な安定を保つために用いられる、誰にで

も認められる心理的作用である。 
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問 9  行動療法に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。 
 
  1.  ある刺激に対して不安や恐怖などの過剰な情動反応が生じた時に、それを打ち消すような

反応を引き起こすことによって、過剰な情動反応を抑制することを「トークン・エコノミ

ー」という。 

  2.  不安刺激へエキスポージャー（不安状況に対面し続けることでその状況の不安反応を軽快

させる技法）し、不安刺激から回避反応を妨害する方法を「逆制止」という。 

  3.  目標となる行動を明確にし、それに至る一連の複雑な行動をスモールステップにして、ス

テップごとに下位目標行動が達成されたら、順次ステップごとの行動を形成して、最終的

に目標行動を形成する方法を「シェイピング」という。 

  4.  ある行動が達成できるたびにシールを貼り、達成できた回数を確認できるようにし、シー

ルが一定数たまると特定の品物と交換できる、という方法を「暴露反応妨害法」という。 

 
 
 
 
 
 
問 10  カウンセリングの理論や心理療法の名称とその提唱者、関連する用語に関する次の記述

のうち、組み合わせとして適切なものはどれか。 
 
  1.  フロイト（Freud, S.）、精神分析、絶対臥辱期 

  2.  ロジャーズ（Rogers, C. R.）、来談者中心療法、実現傾向 

  3.  エリス（Ellis, A.）、論理療法、無意識 

  4.  吉本伊信、内観療法、不合理な信念 
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問 11  「令和 2 年度能力開発基本調査 調査結果の概要（企業調査）」（厚生労働省）に関する

次の記述のうち、最も適切なものはどれか。 
 
  1.  OFF-JT と自己啓発支援のどちらについても、費用を支出した企業割合は直近まで上昇傾

向が続いている。 

  2.  OFF-JT と自己啓発支援のどちらについても、費用を支出した企業の労働者一人当たり平

均額は直近まで上昇傾向が続いている。 

  3.  正社員に対する今後 3 年間の能力開発への支出見込みとして、OFF-JT と自己啓発支援の

どちらについても「実施しない予定」との回答が約半数である。 

  4.  正社員以外に対する過去 3 年間の能力開発への支出実績として、OFF-JT と自己啓発支援

のどちらについても「減少した」が「増加した」を上回っている。 

 
 
 
 
 
 
 
問 12  「第 11 次職業能力開発基本計画」（厚生労働省、令和 3 年 3 月）に関する次の記述のう

ち、最も不適切なものはどれか。 

 
  1.  IT や新たな技術を活用した職業訓練等の推進策の一つとして、独立行政法人 高齢・障害・

求職者雇用支援機構が行うものづくり分野の職業訓練における新たな IT 技術（AR・VR
等）の導入に向けて、訓練手法の開発・検証等を進める。 

  2.  労働者の自律的・主体的なキャリア形成支援策の一つとして、労働者個人が夜間・休日に

オンラインを利用し、ジョブ・カードを活用したキャリアコンサルティングを利用しやす

い環境の整備を更に推進する。 

  3.  労働市場インフラの強化策の一つとして、ホワイトカラー職種向けの職業能力診断ツール

の開発を進めるとともに、職業情報の「見える化」を進めるジョブ・カードとの連携を図

る。 

  4.  全員参加型社会の実現に向けた職業能力開発の推進策の一つとして、非正規雇用労働者等

が働きながら訓練を受講しやすいよう、短時間の訓練コースの設定を推進する。 
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問 13  雇用する労働者の人材開発を行う事業主を支援する制度に関する次の記述のうち、 
不適切なものはどれか。 

 
  1.  キャリアアップ助成金は、正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップを促進するための

取組みを実施した事業主に対して助成する制度である。 

  2.  セルフ・キャリアドックは、キャリアコンサルティング面談と多様なキャリア研修などを

組み合わせ、従業員の主体的なキャリア形成を促進・支援する総合的な取組みである。 

  3.  人材開発支援助成金の特定訓練コースおよび一般訓練コースでは、訓練経費および訓練期

間中の賃金の一部等が助成される。 

  4.  人材開発支援助成金の特定訓練コースおよび一般訓練コースを活用した上で労働生産性

を向上させた事業所は、助成金の額が割増される。 

 
 
 
 
 
 
 
問 14  求職者支援訓練に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。 
 
  1.  雇用保険を受給している求職者を対象としている。 

  2.  ポリテクセンターや職業能力開発校などの公的機関が実施している。 

  3.  受講する際に一定の要件を満たす場合は、職業訓練受講給付金を受給できる。 

  4.  訓練期間は、最大 2 年である。 
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問 15  出向に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。 
 
  1.  出向に伴い、出向先の賃金水準が適用されて賃金が下がった場合、出向元が差額の補填を

しなくとも出向命令が権利の濫用とされることはない。 

  2.  出向は日本企業では一般的に行われるので、就業規則や労働契約に出向について規定がな

くとも、企業は労働者に対して自由に命じることができる。 

  3.  退職金の算定にあたっては、出向先および出向元における勤続年数は通算されるのが一般

的である。 

  4.  出向は、出向元に籍を置いたまま出向先に異動するので、出向元の労働条件等が適用され

る。 

 
 
 
 
 
 
 
 
問 16  セルフ・キャリアドックに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。 
 
  1.  大きな環境変化のなかで個人が自分らしく成長することが重要なので、経営者やマネジャ

ーと話し合って、あるべき人材像を策定することは必要でない。 

  2.  セルフ・キャリアドックは組織全体の課題と個人のキャリアを総合的に扱うが、守秘義務

を遵守するため、キャリアコンサルタントは人事部門と協働しない方がいい。 

  3.  専門性の高い社外のキャリアコンサルタントに業務委託した際、先入観を持たずに面談し

てもらうよう、自社の目的、人材ビジョン、課題などは説明しなかった。 

  4.  セルフ・キャリアドックの効果を上げるために、キャリア研修とキャリア面談を連動させ、

キャリア面談で把握した課題をキャリア研修に織り込んでいる。 
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問 17  次の記述のうち、日本における高度経済成長を支えた日本企業の雇用制度の特徴（いわ

ゆる 3 種の神器）に含まれるものとして、不適切なものはどれか。 
 
  1.  企業別（内）労働組合 

  2.  ジョブ型雇用 

  3.  年功序列賃金 

  4.  生涯雇用（終身雇用） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
問 18  「令和 3 年度年次経済財政報告」（内閣府）で述べられた、わが国の経済の現状に関する

次の記述のうち、最も適切なものはどれか。 
 
  1.  需給の乖離を示す GDP ギャップは 2020 年度に大幅に悪化し、2021 年に入っても依然と

してマイナス圏内にとどまったため、完全失業率が 5.0%に達するなど大幅な雇用環境悪

化をもたらした。 

  2.  男女とも、15～24 歳の就業率は新型コロナウイルス感染拡大後に大きく低下したが、2021
年度に入って、他の年齢階層よりもいち早く回復している。 

  3.  新型コロナウイルス感染拡大後は、雇用者数および労働生産性ともに上昇している業種は

ない。 

  4.  一般労働者の現金給与総額の推移を見ると、2019 年度と比較した所定内給与のマイナス

寄与が、新型コロナウイルス感染拡大後 2021 年に入っても続いている。 
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問 19  「令和 3 年版労働経済の分析」（厚生労働省）で述べられた、テレワークの定着に向けた

課題に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 
 
  1.  「製造業」、「卸売、小売業」はテレワークの経験がある労働者の割合は高くないものの、

テレワークの継続率は高いことから、業務の性質にかかわらずテレワーク定着の可能性が

あることがうかがえる。 

  2.  職種別にテレワークの経験がある労働者の割合をみると、「輸送・機械運転職」、「建設作

業・採掘職」、「運搬・清掃・包装作業」といった現場での業務が多い職種で割合が低かっ

た。 

  3.  労働者がテレワークによって感じるメリットとしてはワーク・ライフ・バランス向上に関

連するものが多く、デメリットとしては職場におけるコミュニケーションに関連するもの

が多かった。 

  4.  労働者がテレワークを実施しなくなった理由としては、「報告・相談や社内調整・連携等、

出社した方が仕事がスムーズだから」よりも、「感染リスク・感染不安が低下したから」を

あげた人が多かった。 

 
 
 
問 20  「令和 3 年版労働経済の分析」（厚生労働省）で述べられた、新型コロナウイルス感染症

の感染拡大下において緊急事態宣言時に業務の継続を求められた業種（以下、「分析対象

業種」）における労働者の働き方に関する次の記述のうち、不適切なものはどれか。 
 
  1.  分析対象業種の雇用者数は全雇用者数の過半数強を占めており、相当の割合の労働者が国

民生活・国民経済の安定確保に不可欠な業務に関わる業種に従事していることがうかがえ

た。 

  2.  自身の仕事で働く人がいなくなってしまった場合の人々の暮らしへの影響の認識に関し、

「非常に影響がある」、「ある程度影響がある」としている分析対象業種の労働者の割合は

80％を超えた。 

  3.  2020 年 4 月以降に複数回行った調査時点での人手の過不足感をみると、「小売業（生活必

需物資等）」、「製造業（生活必需物資等）」、「宿泊・飲食サービス業」では、一貫して非正

社員の人手不足感が正社員よりも圧倒的に強かった。 

  4.  2020 年 4 月以降に複数回行った調査時点での 1 週間あたりのテレワークの日数は、「銀

行・保険業」、「卸売業（生活必需物資等）」で増加幅が比較的大きかった。 
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問 21  パワーハラスメント防止のための指針（令和 2 年厚生労働省告示第 5 号）に関する次の

記述のうち、誤っているものはどれか。 
 
  1.  パワーハラスメントに関する相談窓口を設けることが、すべての事業主に義務付けられた。 

  2.  この指針は、直接の雇用関係がない派遣先事業主とその派遣労働者には適用されない。 

  3.  上司からだけではなく、部下から上司に対するパワーハラスメントもありうる、としてい

る。 

  4.  労働者の能力に対し過大な要求だけでなく、過小な要求もパワーハラスメントにあたりう

る、としている。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
問 22  労働者災害補償保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 
 
  1.  週所定労働時間が 20 時間未満の労働者は労働者災害補償保険法の適用対象外とされてい

るため、労働災害に被災した場合も、労災保険給付の対象とならない。 

  2.  労働者が会社からの業務命令による出張中、所定労働時間外に宿泊ホテル内で転倒し負傷

した場合も、原則として労災保険給付の対象となる。 

  3.  労働者が所定労働時間中、離席しトイレに向かう途中、階段で足を滑らせ負傷した場合は、

業務従事のための移動ではないので、労災保険給付の対象とならない。 

  4.  労災により療養中の社員が自己都合退職した場合、退職日の翌日から労災保険給付の支給

は停止される。 
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問 23  解雇・退職に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。 
 
  1.  使用者は、労働者を解雇した場合においては、労働者の請求の有無にかかわらず、当該労

働者に対して、退職時証明書または解雇理由証明書を必ず交付しなければならない。 

  2.  試用期間中の労働者に対する解雇については、試用期間が 3 ヶ月以内であれば、労働基準

法第 20 条に定める解雇予告義務は適用除外となる。 

  3.  労働者が賃金支払期日前に退職し、その月の賃金支払請求を行った場合は、原則として請

求されてから 7 日以内に当該賃金を支払わなければならない。 

  4.  使用者が労働基準法第 20 条に違反して解雇予告手続きを行わなかった場合には、原則と

して当該解雇は無効となり、解雇の効力は生じない。 

 
 
 
 
 
 
 
 
問 24  雇用保険制度に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。 
 
  1.  雇用保険制度において、教育訓練給付金は、事業主が申請を行って給付を受ける雇用保険

二事業の一つである。 

  2.  雇用する労働者が 5 人未満の事業は、業種や法人格の有無を問わず、雇用保険の適用除外

の事業となる。 

  3.  事業の種類が「一般の事業」の雇用保険料率は、労働者負担及び事業主負担ともに同率で

ある。 

  4.  新型コロナウイルス感染症等の影響により事業主が休業させ、休業期間中に休業手当を受

けることができなかった被保険者に対し、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給

付金制度が設けられた。 
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問 25  2020 年 4 月から全国の小学校・中学校・高等学校に導入された「キャリア・パスポート」

に関する次の記述のうち、不適切なものはどれか。 
 
  1.  入学から卒業までの学習を見通し、振り返るとともに、将来への展望を図ることができる

ものとする。 

  2.  学校生活全体及び家庭、地域における学びを含む内容とする。 

  3.  学年、校種を越えて持ち上がることができるものとする。 

  4.  対話的な関わりをもって活用できるのは、教師に限られるものとする。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
問 26  次の記述のうち、「インターンシップの推進に当たっての基本的考え方」（文部科学省、

厚生労働省、経済産業省、平成 27 年 12 月一部改正）が示す、インターンシップの形態

として挙げられる 3 つの類型に含まれないものはどれか。 
 
  1.  大学等と無関係に企業等が実施するインターンシップのプログラムに学生が個人的に参

加する場合。 

  2.  大学等における正規の教育課程として位置づけ、現場実習などの授業科目とする場合。 

  3.  大学等の授業科目ではないが、学校行事や課外活動等大学等における活動の一環として位

置付ける場合。 

  4.  就職・採用活動開始時期前に、企業等が就職・採用活動そのものとして実施するインター

ンシップのプログラムに学生が個人的に参加する場合。 
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問 27  長時間労働や自殺をめぐるわが国の状況に関する次の記述のうち、不適切なものはどれ

か。 
 
  1.  「令和 3 年版自殺対策白書」（厚生労働省）によれば、わが国の自殺者数は平成 22 年以降

10 年連続で減少していたが、令和 2 年は前年に比べて 900 人以上の増加に転じた。 

  2.  「令和 3 年版自殺対策白書」（厚生労働省）によれば、わが国では、男女合わせた 15〜39
歳の各年代の死因の第 1 位が自殺という深刻な状況にある。 

  3.  長時間労働などの業務による心理的負荷により、精神障害を発病したと認められる者が自

殺を図った場合には、業務上災害として認定される場合がある。 

  4.  「令和 3 年版自殺対策白書」（厚生労働省）によれば、令和 2 年の自殺者全体の男女別構

成比は女性が約 3 分の 2 を占めている。 

 
 
 
 
 
 
 
問 28  うつ病を罹患しているクライエントの訴えに関する次の記述のうち、最も不適切なもの

はどれか。 
 
  1.  「自分の悪口やうわさが、テレパシーと電波を通じて聞こえてくる」 

  2.  「熟睡した感じがなく、夜、何度も目が覚めてしまう」 

  3.  「物事に集中できず、些細なミスが目立っている」 

  4.  「仕事をやらないといけないとわかっているのに、億劫で、身体がついてこない」 
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問 29  次の記述のうち、マーシャ（Marcia, J. E.）が示したアイデンティティ・ステイタスの

「アイデンティティ達成」に関する内容として、適切なものはどれか。 
 
  1.  いくつかの選択肢について迷っているところで、その不確かさを克服しようと一生懸命努

力している。 

  2.  今まで本当に何者かであった経験がないので、何者かである自分を想像することが不可能

である。 

  3.  自分の目標と親の目標の間に不協和がなく、どんな体験も、幼児期以来の信念を補強する

だけになっている。 

  4.  幼児期からのあり方について確信がなくなり、いくつかの可能性について本気で考えた末、

自分自身の解決に達して、それに基づいて行動している。 

 
 
 
 
 
 
 
問 30  トランジション（転機）に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 
 
  1.  エリクソン（Erikson, E. H.）は、トランジションを人生上の様々な出来事と捉え、その

対処に焦点を当てている。 

  2.  生涯発達心理学では「移行」や「移行期」を指す。 

  3.  転職、失業、引越しなどの各個人におけるその人独自の出来事を指すこともある。 

  4.  「節目」、「過渡期」、「危機期」などと訳され、研究者により捉え方が異なる。 
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問 31  人生の転機に関する理論について述べられた次の記述のうち、適切なものの組み合わせ

はどれか。 
 

A  サビカス（Savickas, M. L.）は、変化の激しい環境下では、予測できない転機やそ

れに伴う精神的ショックに対処するためにキャリアアップの考え方が重要である

と主張した。 

B  シュロスバーグ（Schlossberg, N. K.）は、4 つの S（Situation（状況）、Self（自

己）、Support（周囲の援助）、Strategies（戦略））が個人の転機を乗り越える能力

に影響を及ぼしていると考えた。 

C  クランボルツ（Krumboltz, J. D.）は、予期せぬ出来事がキャリアにもたらす重要

性について主張し、「プランドハプンスタンス理論」を提唱した。 

D  ブリッジズ（Bridges, W.）は、予期せぬ出来事を活かすために｢認知的不協和理論」

を主要概念とする、キャリアにおける意思決定の新たな枠組みを提示した。 

 
1.  A と B 

2.  A と D 

3.  B と C 

4.  C と D 

 
 
問 32  「事業場における治療と仕事の両立支援のためのガイドライン」（厚生労働省、令和 4 年

3 月）で示された内容に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。 
 
  1.  治療と仕事の両立支援を行うためには、症状、治療の状況等の疾病に関する情報が必要と

なるため、これらの情報は事業者が本人の同意なく取得してもよい。 

  2.  就業場所の変更、労働時間の短縮等の適切な就業上の措置や治療に対する配慮を行うこと

が就業の前提となるが、仕事の繁忙等の理由があれば、必要な就業上の措置や配慮を行わ

なくてもよい。 

  3.  治療と仕事の両立支援は、育児・介護と仕事の両立支援とは異なり、時間的制約に対する

配慮だけでなく、労働者本人の健康状態や業務遂行能力も踏まえた就業上の措置等が必要

である。 

  4.  症状や治療方法などは個人ごとに異なるが、取るべき対応やその時期に差が出ないよう、

個別事例の特性に応じた配慮はしないよう注意が必要である。 
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問 33  発達障害のある人が職場に適応するための、上司や同僚の対応に関する次の記述のうち、

最も適切なものはどれか。 
 
  1.  不注意傾向や注意散漫傾向のある人には、誰にも邪魔されない一人だけの時間と空間を一

定時間持てるようにする。 

  2.  多動で落ち着きが無い人には、からだの動きの少ない仕事に就かせる。 

  3.  時間の管理ができない人には、一日の中に過密にスケジュールを入れるようにする。 

  4.  仕事の先延ばし傾向がある人には、できるときにやればよいことを伝える。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

問 34  カウンセリングに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。 
 
  1.  「リレーション」の意義は、カウンセラーの指示や指導を相談者が重要なものとしてみな

し、抵抗なく行動に移すための心理的契約を結ぶことである。 

  2.  「受容」という反応を妨げる理由の一つは、すべての人間は価値観を持っており、自分の

価値観に反する言動を咎めたくなってしまうからである。 

  3.  「支持」を行う際には、相談者のどのような発言にも、カウンセラーが賞賛の言葉をかけ

ることが何よりも重要である。 

  4.  「繰り返し」は、相手の発言の全てを記憶して、相手の用いた言葉も内容もそっくりその

まま返すことが理想である。 
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問 35  構成的グループ・エンカウンター（SGE）に関する次の記述のうち、不適切なものはど

れか。 
 
  1.  SGE の 3 つの原理は、「本音（あるがままの自分）に気づくこと」、「SGE 体験の構成」、

「シェアリング」である。 

  2.  SGE のリーダーとして個人的感情交流の能力（自己開示）が大切とされる理由には、「参

加者のモデルになる」、「メンバーの心の中にあるこだわりからの解放を促進する」、「メン

バーがリーダーに親近感を持つ」が挙げられる。 

  3.  SGE に参加している特定のメンバーが怒っている、泣いている、けんかが始まったとい

った状況が生じた場合は、まず、リーダーがそのメンバーと個室で個別カウンセリングを

行うことが原則である。 

  4.  SGE のエクササイズは、サイコエデュケーショナル（心理教育的）な体験学習で、「ホン

ネとホンネの交流」を促進する誘発剤となる。 

 
 
 
 
 

問 36  ジョブ・カードに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 
 
  1.  ジョブ・カードを作成することにより、これまでのキャリアを振り返り、経験から得たこ

とや、活かせる能力・強みなどを整理することができる。 

  2.  求職者の場合、ジョブ・カードを作成することにより、目標が明確になり、履歴書や職務

経歴書もより充実したものとなる。 

  3.  在職者の場合、社内でのキャリア形成やキャリア選択の場面でジョブ・カードの作成が役

に立つ。 

  4.  ジョブ・カードは、人材育成に活用できるが、人事評価には役立たない。 
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問 37  相談過程において、キャリアコンサルタントが留意すべき事項に関する次の記述のうち、

最も不適切なものはどれか。 
 
  1.  相談者の言葉だけでなく、表情や身振り、手振り、雰囲気など、言葉の奥に隠れているあ

らゆるサインを見逃さずに、その人のありのままを理解する。 

  2.  相談者が語る問題をしっかりと理解すれば十分であり、相談者がどのような状況や人間関

係の中にいて、それが相談者の問題とどう関連しているのかということまで考慮する必要

はない。 

  3.  目標を立てるには、相談者自身が自己に向き合い、自己理解を深める、あるいは現実の状

況を具体的に検討することが必要である。 

  4.  目標達成に向けて、最初に取りかかる目標を立てて実行し、その評価の上に自己理解を深

め、さらに次の目標を立てて進めるという方法もある。 

 
 
 
 
 
 
問 38  相談場面の設定に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。 
 
  1.  キャリアコンサルタントは相談者より上の立場にあるため、相談者のために正しいことを

伝え、正確な助言を行うことが専門家としての責務である。 

  2.  キャリアコンサルティングの手順や技法をパターン化し、キャリアコンサルタントが安心

して相談を進めることができるようになれば、熟達したレベルといえる。 

  3.  キャリアコンサルタントは、相談者の問題を面談の早期に判断して解決策を決定し、タイ

ミングを見計らってそれを指導するとよい。 

  4.  キャリアコンサルティングの進め方はキャリアコンサルタントだけでは決められず、相談

者との関わりの中で決まっていく協同作業である。 
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問 39  アセスメント・ツールの使い方や解釈に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれ

か。 
 
  1.  厚生労働省編一般職業適性検査［進路指導・職業指導用］（GATB）の検査実施では、シャ

ープペンシルは芯が折れたりして適さないが、ボールペンであれば使用に問題はない。 

  2.  職業レディネス・テスト［第 3 版］（VRT）の中学生用の基準を使用すれば、小学校の高

学年のキャリア教育にも一定の信頼性をもって活用できる。 

  3.  キャリア・インサイトは、人が行うキャリア・ガイダンスと同様に、利用者がグループワ

ークを通して、職業選択のプロセスを体験できるように構造化されたコンピュータ・プロ

グラムである。 

  4.  VRT カードは、利用者が自らカードを分類して結果を検討する使い方のほか、対話式に

カウンセラーとクライエント、教師と生徒、生徒同士で実施することができる。 

 
 
 
 
 
 
問 40  ハローワークインターネットサービスに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれ

か。 

 
  1.  ハローワークインターネットサービスに掲載されている求人情報は、週に一度更新されて

いる。 

  2.  ハローワークインターネットサービスでは、障害のある人向けの求人は検索できない。 

  3.  ハローワークインターネットサービスでは、雇用保険の申請に必要な求職申込みの仮登録

をインターネットから行うことができる。 

  4.  ハローワークインターネットサービスの利用は、ハローワークの窓口利用時間に限られる。 
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問 41  ボランティア活動に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 
 
  1.  ボランティア活動は、個人の自発的な意思に基づく就職への準備活動を主目的としたもの

である。 

  2.  ボランティア活動は、活動者個人の自己実現への欲求や社会参加意欲が促進される機会と

なりうる。 

 3.  ボランティア活動の広がりによって、社会貢献、福祉活動等への関心が高まり、交流する

地域社会づくりが期待される。 

  4.  ボランティア活動の拠点としてのボランティアセンターは、社会福祉協議会などに設置さ

れている。 

 
 
 
 
 
 
 

 
問 42  キャリアコンサルティングの目標設定ステップに関する次の記述のうち、最も不適切な

ものはどれか。 
 
  1.  目標はあまりに現実離れしたものではなく、経済的側面や能力的側面などからも現実的に

達成可能かどうかを検討する。 

  2.  相談者の話す目標が曖昧な場合、キャリアコンサルタントは具体的な目標になるよう促し

ていく。 

  3.  合意された目標は行動計画が立てられるものであり、キャリアコンサルタントと相談者が

互いに進捗を確認できるようにする。 

  4.  キャリアコンサルタントは、どのような場合であっても、相談者が立てた目標について、

家族など相談者の周囲の人に対して合意するかどうか確認するべきである。 
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問 43  目標達成のための効果的な動機づけに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれ

か。 
 
  1.  目標達成に努力せず、今の問題がずっと続けば、どのような結果になるかを考えてもらう。 

  2.  目標達成の期限を短く設定して、なるべく早急に達成するように促す。 

  3.  目標達成によって、どのような利点が得られるかを考えてもらう。 

  4.  目標達成のために、どのようなことならば、やっても良いと思うかを尋ねる。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
問 44  システマティック・アプローチにおける相談者の自己管理方策に関する次の記述のうち、

不適切なものはどれか。 
 
  1.  自己管理方策は、相談者が自分の人生を自分でコントロールし、「自分のなり得る人間」

に近づくために必要である。 

  2.  自己管理方策とは、相談者が、自身の問題を発見し、目標を設定し、その達成のための方

策を選び、それを実行することである。 

  3.  自己管理方策の本質は、相談者が自分自身の目的に向けて、自分の生活を方向づけること

である。 

  4.  自己管理方策では、行動観察、置かれた状況要因の管理および結果に対する評価と報酬を、

キャリアコンサルタントが相談者に提示・用意する。 
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問 45  組織内の従業員に対する面談後のフォローアップに関する次の記述のうち、最も不適切

なものはどれか。 
 
  1.  面談の結果、能力開発についてより詳細な計画を立てる必要があったので、相談者の同意

のもと、追加の面談を実施した。 

  2.  面談の結果、ハラスメントの問題が認められたので、相談者の同意のもと、ハラスメント

行為者に対してただちに注意勧告をした。 

  3.  面談の結果、日常業務でのサポートが不可欠だったので、相談者の同意のもと、面談結果

をその上司にフィードバックし、上司から部下の支援を依頼した。 

  4.  面談の結果、精神保健上の問題が認められたので、相談者の同意のもと、本人の会社の産

業保健スタッフ部門へリファーを実施した。 

 
 
 
 
 
 
 
問 46  キャリア形成及びキャリアコンサルティングの教育並びに普及活動に関する次の記述の

うち、最も不適切なものはどれか。 
 
  1.  キャリア形成支援においては、生徒・学生を社会・職業に円滑に移行させるとともに、移

行後も、学習活動を通じて、生涯にわたりそれぞれの社会人・職業人としてのキャリア形

成を支援していくことが重要である。 

  2.  企業におけるセルフ・キャリアドックの実施は、企業としての人材活用目標と従業員一人

ひとりのキャリア目標とを調整し、企業の活力・生産性向上と従業員のキャリア充実を両

立することにつながる。 

  3.  キャリアコンサルティングの普及促進の観点から、目標管理制度における面談は職場の上

司ではなくキャリアコンサルタントが行うべきである。 

  4.  企業におけるキャリアコンサルティングの普及には、社内ネットによって従業員がキャリ

ア形成支援に関する情報に自由にアクセスできることも有効な方策である。 
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問 47  企業領域で活動するキャリアコンサルタントの、環境への働きかけの認識及び実践に関

する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 
 
  1.  面談を通して社内ローテーションに課題があることを把握したが、キャリアコンサルタン

トとして公募制度や社内兼業制度などの検討に関わるべきではない。 

  2.  職場での育成施策が専門スキルの習得だけになっていたので、上司に働きかけをして仕事

の意義やジョブクラフティングについてメンバーと話し合ってもらった。 

  3.  在宅勤務を行っている社員から働き方への不安の声が上がってきたので、健康管理室と協

議してオンライン業務のストレスを軽減するプロジェクトに参画している。 

  4.  経営課題として、定年延長やシニア社員の活躍の重要度が上がってきたので、面談などを

通じて把握しているシニア社員の支援ニーズを包括的にとりまとめ、経営側に報告した。 

 
 
 
 
 
 

 
問 48  キャリアコンサルタントのネットワークの認識と実践に関する次の記述のうち、不適切

なものはどれか。 
 
  1.  要支援者の「生きにくさ」は、問題の要因が多次元にわたり輻輳して生じていることに 

由来することが多いため、支援にあたっては関係分野との連携や協働が必要になる。 

  2.  自分自身の人的なネットワークを棚卸しすることで、社内外での位置づけや関係性の理解

促進、不足している人的要素への気づきにもつながる。 

  3.  キャリアコンサルティング業務で連携する関係者については、連絡先、氏名、役職を把握

するだけでなく、専門性の程度や人間性も理解したうえで日頃から信頼関係を築いておく

必要がある。 

  4.  クライエントの経済的な問題で行政機関にリファーする場合、リファー先が公的機関であ

れば、クライエントの了解を得ずとも支援に必要な個人情報を提供することができる。 

  



25 
 

問 49  キャリアコンサルタントの自己研鑽に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。 
 
  1.  自己研鑽とは、キャリアコンサルタントの資格を取得するまでに必要な知識やスキルを学

習し習得することである。 

  2.  自己研鑽とは、時代の変化に向き合い、キャリアコンサルタント自身が持つ知識・スキル

や知性・感性の向上を不断に図ることである。 

  3.  自己研鑽とは、キャリアコンサルタント自身が、自らの自己実現の目標をたてることであ

る。 

  4.  自己研鑽とは、気になった相談者をピックアップして追跡調査を行い、変化の様子を確認

し、変化とキャリア支援の関係を考察して事例としてまとめることである。 

 

 
 
 
 
 
 
 
問 50  キャリア形成支援者としてのキャリアコンサルタントの姿勢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。 
 

A  キャリアコンサルタントは、どのような場合であっても、専門家として自己の経験

や自説を中心に相談者の支援をすることが重要である。 

B  キャリアコンサルタントは、メンタルヘルスに関する問題には一切関わらないとい

う態度を明確にした方が良い。 

C  キャリアコンサルタントは人のキャリアに関わるので、自分自身のキャリア形成に

ついても真剣に取り組む必要がある。 

D  キャリアコンサルタントは、人事との協業を含めたネットワーク作りに取り組む必

要がある。 

 
1.  A と B 

2.  C と D 

3.  A と C 

4.  B と D 
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