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■出題範囲・合格点・試験方法
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eco 検定受験者の業種
（出典：eco 検定受験要領 2008 年度版）

のマークシート方式による選択問題
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■ 2008 年度の試験日と問合せ先
2008 年度の試験日は 7 月 20 日と

第 1 章のメインテーマは「持続可
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非常に複雑な問題であり、即効性の
ある解決策を見出すことはむずかし
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「eco 検定」は東京商工会議所の登
録商標である。
東京商工会議所 検定センター
03 − 3989 − 0777
（ 土 日・祝 日 、年 末 年 始 を 除く
10:00 〜 18:00）
http://www.kentei.org/

今回の解説対象範囲
第 1 章 持続可能な
社会に向けて
1-1 『世界がもし
100 人の村だったら』

これを Think Globally. Act Locally.

模で新たに構築されなければならな
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①持続可能な開発

民話
3） Think Globally. Act Locally.
1-2

地球環境問題

1） 地球環境問題は複雑
2） 持続不可能な社会
3） 問題解決のためには
4） 環境と経済の両立には
1-3

持続可能な社会に

ですか」
Think Globally は「自分のおかれ

「持続可能な開発」とは
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1） 持続可能な社会を構築する
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4） 持続可能な開発のための教
育（ESD）
5） 持続可能な社会に向けて
（出典：東京商工会議所編著「改訂版 eco 検
定公式テキスト」）

1-2 地球環境問題

この言葉が最初に提起されたのは
1980（昭和 55）年、IUCN（国際自

地球環境問題は原因と結果が広範

然保護連合）が、UNEP（国連環境

囲に絡み合って発生しているので、

計画）、WWF（世界自然保護基金）

めざせエコピープル
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