
■関係法規・制度

問題１ 美容師免許に関する  正しい文章です。

「美容師法は、美容師として必要な（ 知識・技能 ）を備えている者に資格を与え、無資格者が美容の業

を行うことを禁止するとともに、業を行うにあたっての（ 施設・設備 ）の基準や（   衛生措置 ）等 

を定め、これらの遵守により公衆衛生の向上に資することを目的としている。」

     

問題２ 美容師法において、保健所を設置する地方公共団体が条例で規定できることになっている事項 

    について全て正しいものです。

（1）美容師が美容所以外の場所において業を行うことができるは、条例で規定できる

（2）美容師が業を行うときに講ずべき衛生上必要な措置は、条例で規定できる

（3）美容所の開設者が管理美容師を置かなければならない要件は、法律で決まっている

（4）美容所の開設者が美容所につき講ずべき衛生上必要な措置は、条例で規定できる

問題３ 美容所に関する次の事項は、変更の届出を行う必要がありなしについて  正しいものです。

（1）美容所の名称を変更した場合は、変更の届出が必要。

（2）美容所に掲示している施術料金を変更した場合は、変更の届出は不要。

（3）従事している美容師が、氏名を変更した場合は、変更の届出が必要。

（4）従事している管理美容師が、転居により住所を変更した場合は、変更の届出が必要。

問題４ 美容師法に定める罰則に関する次の記述のうち、正しいものの組合せはどれか。 

ａ．美容師の免許を受けないで美容の業を行った者は、30万円以下の罰金に処される。

ｂ．美容所の開設の届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、30万円以下の罰金に処される。

ｃ．美容の業務停止処分に違反して、業務停止期間中に美容の業を行った美容師は、免許取り消しになる

  場合もある。

ｄ．美容の業を行うにあたって、皮ふに接する布片及び器具を清潔に保つ衛生措置を講じなかった美容師

  は、期間を定め、美容所の閉鎖を命じられる場合がある。

全問全選択肢を正解文にしてみました。  

第 32 回美容師国家試験(筆記問題)見直し用

まだ過去問をやっていない方は見ないでください!!

青文字が修正箇所です。



■衛生管理

【公衆衛生・環境衛生】

問題６ 妊産婦の健康管理に関する次の記述は、  全て正しいものです。

（1）母子健康手帳は、市町村から交付される。

（2）妊産婦は、妊娠や出産に関して助産師や保健師から必要な保健指導を受けることができる。

（3）妊娠高血圧症候群では、むくみやタンパク尿などの症状が見られる。

（4）母子保健法のほか、労働基準法にも妊産婦についての規定が設けられている。

問題７ 喫煙に関する次の記述は、  全て正しいものです。

（1）膀胱がんの罹患の危険性を高める。

（2）受動喫煙は、小児ぜんそくの罹患の危険性を高める。

（3）わが国の20歳以上の男性の喫煙率は、年々低下傾向にある。

（4）健康増進法には、受動喫煙防止について規定されている。

問題８ 無機質に関する次の記述は、  全て正しいものです。

（1）無機質は、エネルギー源ではなく、体の構成成分です。

（2）カルシウムとリンは、骨や歯の主な成分である。

（3）鉄は、血液中で酸素の運搬に重要な役割を果たしている。

（4）ナトリウムは、主として食塩のかたちで摂取されている。

問題５ 「生活衛生関係営業の適正化及び振興に関する法律」に関する記述か否かについて、  全て正しい

    ものです。

ａ．美容業などの生活衛生関係営業の経営の健全化指導等の措置を講じて、公衆衛生の向上及び増進と

  国民生活の安定に寄与することを目的としているは、定められている。

ｂ．美容業などの生活衛生関係営業について、営業の施設基準や衛生上講ずべき措置は、定められていな

  い。＊美容師法に定められている。

ｃ．美容師免許などの生活衛生関係営業に従事する者の免許に関する共通の事項は、定められていない。

  ＊美容師法に定められている。

ｄ．利用者又は消費者の利益の擁護を図る生活衛生営業指導センターについて定めているは、定められて

  いる。



問題９ 食中毒に関する次の記述は、  全て正しいものです。

（1）細菌性食中毒の予防の３原則は、細菌を「付けない」、「増やさない」、「死滅させる」である。

（2）ブドウ球菌が食品中で増殖すると、細菌性食中毒を引き起こすことがある。

（3）ノロウイルスによる食中毒は、ほとんどが冬季に発生している。

（4）ノロウイルスによる食中毒は、手指を介して食品が汚染され、発生することがある。

問題１０ わが国の上下水道に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 

（1）水道水は、取水、導水、浄水、送水、配水の過程を経て供給される。

（2）下水は、沈殿処理の後、微生物の働きを利用した処理が施される。

（3）下水道の放流水には塩素消毒が施される。

（4）上水道の普及率は、近年90％台である。＊下水道の普及率70％台

【感染症】

問題１１ 感染症法上の三類感染症に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 

（1）診断した医師は、直ちに届け出なければならない。

（2）無症状病原体保有者にも規制が及ぶことがある。

（3）特定の職業への就業によって集団発生を起こすことがある。

（4）感染力や罹患した場合の重篤性などに基づく 総合的な観点からみた危険性は高くない。

問題１２ 病原体と感染症に関する次の組合せのうち、誤っているものはどれか。 

（1）細菌 ─── コレラ      

（2）ウイルス ─── 風しん    

（3）原虫 ─── マラリア      

（4）チフス菌 ─── 腸チフス   

＊クラミジア感染症は、クラミジア



【衛生管理技術】

問題１６ 次亜塩素酸ナトリウムに関する次の記述は、  全て正しいものです。

（1）有機物の汚れがあると、殺菌力が低下する。

（2）消毒作用のほか、漂白作用もある。

（3）ウイルスの消毒に、効果がある。

（4）酸性の洗剤と混ぜると、有毒な塩素ガスを発生する。

問題１７ 消毒用エタノールに関する次の記述は、  全て正しいものです。

ａ．エタノールは、76.9％∼81.4％のものを使用する。

ｂ．エタノールは、手指の消毒の他に、刃物類の消毒に適している。

ｃ．血液が付着した器具の消毒は、エタノールに10分間浸す。

ｄ．エタノールは、ほかの消毒薬と反応することはないため、混ぜて使うことも可能。

（4）毛払いブラシなどの毛足の長いブラシは、薬液消毒が適している。問題１３ 細菌に対する環境の影響に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 

（1）すべての細菌の発育には酸素が必要というわけではない。

（2）すべての細菌の最適pHは酸性というわけではない。＊多くは中性、弱アルカリ性

（3）多くの病原菌の発育温度は、15 45℃∼ である。

（4）細菌の増殖には水分を必要とする。

問題１４ 人体の部位と存在する常在細菌叢の正しい組合せであるか否かについて、  全て正しいものです。

（1）皮膚 ─── 結核菌     結核菌は病原菌なので正しい組み合わせではない。

（2）顔面 ─── ジフテリア菌     ジフテリア菌は病原菌なので正しい組み合わせではない。

（3）鼻腔 ─── ブドウ球菌 アクネ桿菌など     

（4）毛髪 ─── コレラ菌     コレラ菌は病原菌なので正しい組み合わせではない。

問題１５ 麻しんに関する次の記述は、  全て正しいものです。

（1）潜伏期は10 14∼ 日である。

（2）病原体はウイルスである。

（3）別名を「はしか」という。

（4）定期の予防接種が行われている。



問題１８ 理学的消毒法に関する次の記述は、  全て正しいものです。

（1）煮沸消毒は、沸騰後2分間以上煮沸する。

（2）煮沸消毒は、被消毒物が水中に沈んだ状態にしなければ、蒸気により目的が達成できない。

（3）蒸気消毒は、血液の付着したすべての器具に適用できない。

（4）蒸気消毒は、被消毒物の温度が80℃を超えていればよい。

問題１９ 紫外線消毒器による消毒に関する次の記述は、  全て正しいものです。

（1）タオルやケープなど、布片類の消毒に適していない。

（2）紫外線殺菌灯から照射される紫外線は、皮膚に障害を与える。

（3）紫外線殺菌灯は、点灯していても使用期間で出力は低下する。

（4）紫外線消毒は、あらゆる微生物に対して効果があるが、被消毒物の表面の殺菌に限られる。

問題２０ 消毒の注意事項に関する次の記述は、  全て正しいものです。

（1）蒸し器によるタオルの消毒では、タオル内部が80℃を超える温度で10分間以上保つ。

（2）動物毛製のブラシは、煮沸消毒が適していない。

（3）次亜塩素酸ナトリウム水溶液は、金属を腐食することがあるので、浸漬時間に注意する。

（4）毛払いブラシなどの毛足の長いブラシは、薬液消毒が適している。

■美容保健

【人体の構造および保健】

問題２１ 次の血球のうち、血液凝固を引き起こすものは  血小板です。

（1）赤血球 ＊酸素の運搬

（2）血小板

（3）好中球 ＊白血球の一種 ウイルスや細菌から体を守る免疫を司る 

（4）リンパ球 ＊白血球の一種 好中球よりやや小さめの細胞 



【皮膚科学】

問題２６ 皮膚の構造に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 

（1）角化細胞は、表面より角質層、透明層、顆粒層、有棘層、基底層の５つの細胞層からなる。

（2）色素細胞が生成するものはメラニンである。

（3）ランゲルハンス細胞は、免疫に関与する細胞である。

（4）真皮の線維成分は、コラーゲンというタンパク質からできた弾性線維がその大部分を占める。

（3）皮膚の分泌作用や新陳代謝は、加齢に伴って低下する。（4）紫外線は、尋常性痤瘡（ニキビ）や円形脱毛症の原因ではない。問題３０ 皮膚疾患と関連の深い因子に関する次の組合せのうち、正しいものはどれか。  （1）肝斑（シミ） ───           ホルモンのバランス（2）せつ ─── 細菌（化膿菌）                 （3）単純性疱疹
（単純性ヘルペス） ───   単純性疱疹ウイルス（4）尋常性毛瘡（カミソリカブレ） ───   化膿菌 問題２２ 顔面筋とその働きに関する  正しい組合せです。

（1）眼輪筋 ─── 目を閉じる   

（2）笑筋 ─── 口角を外方に引きえくぼをつくる    

（3）前頭筋 ─── 額にしわをつくる   

（4）口輪筋 ───   口を閉じる

問題２３ 次の消化器官のうち、消化管に含まれるものは  咽頭です。

（1）咽頭

（2）肝臓 ＊消化腺

（3）膵臓 ＊消化腺

（4）胆嚢 ＊消化腺

問題２４ 次の臓器のうち、泌尿器系に含まれないものは  脾臓です。

（1）腎臓

（2）尿管

（3）脾臓  ＊循環器系

（4）膀胱

問題２５ 次のホルモンのうち、最も糖尿病に関係するものは  インスリンです。

（1）アドレナリン ＊副腎髄質より分泌されるホルモン ストレス反応の中心的役割 

（2）インスリン

（3）パラトルモン ＊副甲状腺から分泌されるホルモン 血液中のカルシウム濃度を増加させる 

（4）サイロキシン ＊甲状腺ホルモンの一種 代謝量の制御に関わり、成長に影響を及ぼす 



問題２７ 皮膚付属器官に関する次の記述は、  全て正しいものです。

（1）毛は、その中心部から順に毛髄質、毛皮質、毛小皮の３層からなる。

（2）頭毛には生長期、退行期、休止期という生長周期がある。

（3）健康な成人の頭毛では、全体の85 90∼ ％が成長期である。＊休止期は9 14∼ ％

（4）爪には、生長周期がなく、絶えず生長を続けている。

問題２８ 皮膚と皮膚付属器官の生理機能に関する次の記述は、  全て正しいものです。

（1）脂肪膜（皮脂膜）と角質層のケラチンには、外的化学的刺激に対する保護作用がある。

（2）経皮吸収には、表皮経路と皮膚付属器官経路の２つの経路がある。

（3）皮膚描記症は、蕁麻疹の出やすい人では、その反応は強く起こる。

（4）皮膚で体温調節を積極的に行っているのは汗腺である。

問題２９ 皮膚及び皮膚付属器官の保健に関する次の記述は、  全て正しいものです。

（1）荒れ性の皮膚では、角質層の水分量が減少している。

（2）乾性のフケ症の人は、シャンプーをしすぎないようにすることが重要である。

（3）皮膚の分泌作用や新陳代謝は、加齢に伴って低下する。

（4）紫外線は、尋常性痤瘡（ニキビ）や円形脱毛症の原因ではない。

問題３０ 皮膚疾患と関連の深い因子に関する次の組合せのうち、正しいものはどれか。 

（1）肝斑（シミ） ───           ホルモンのバランス

（2）せつ ─── 細菌（化膿菌）                

（3）単純性疱疹（単純性ヘルペス） ───   単純性疱疹ウイルス

（4）尋常性毛瘡（カミソリカブレ） ───   化膿菌 



■美容の物理・化学

問題３１ 下図はてこを表し、点Ａは作用点を、点Ｂは力点を示している。 

     点Ａと点Ｂの力の関係についての記述は正しいものです。

作用点Ａにかかる力は、力点Ｂにかける力の5倍である。

問題３２ 100ボルトの電圧で、消費電力1200ワットのヘアドライヤーを使用したとき、流れている

     電流の値は、12アンペアです。

     電流＝電力/電圧 1200/100＝「12A」

問題３３ 酸と塩基に関する次の記述は、  全て正しいものです。

（1）赤色リトマス紙は、塩基性溶液では赤から青に変わります。

（2）塩基性溶液のpHは７より大きい。

（3）酢酸は弱酸である。

（4）硝酸は無機酸である。

問題３４ 天然高分子化合物とその分類に関する  正しい組合せです。

（1）ヘモグロビン ───    複合タンパク質

（2）コラーゲン ───     単純タンパク質

（3）ケラチン ─── 硬タンパク質      

（4）セルロース ───     不溶性タンパク質



問題３５ 硬水と軟水に関する次の記述は、  全て正しいものです。

（1）軟水とは、カルシウムイオンやマグネシウムイオンをあまり含まない硬度の低い水をいう。

（2）硬水中では、石けんがよく泡立たない、効果的な洗浄作用を発揮しない。

（3）一時硬水は、煮沸すると軟化する。

（4）永久硬水とは、カルシウムイオンやマグネシウムイオンが硫酸塩などとして含まれる水をいう。

問題３６ 金属とさびに関する次の記述は、  全て正しいものです。

（1）金は、鉄に比べて化学的に不活発でさびにくい。

（2）特殊鋼は、さびにくくするために鋼に他の成分を混ぜて作られた合金である。

（3）金属のさびを防ぐためには、乾燥した場所での保存、めっきなどの方法がある。

（4）鉄の黒さびは、質がち密で内部を保護する働きがある。

問題３７ 香粧品に配合される成分とその主な配合目的に関する次の組合せは、  全て正しいものです。

（1）ベンザルコニウム塩化物（塩化ベンザルコニウム） ───   殺菌剤

（2）ベンゾフェノン誘導体 ───                紫外線吸収剤

（3）ヒアルロン酸ナトリウム ───               保湿剤

（4）パラオキシ安息香酸エステル ─── 防腐剤             

問題３８ 石けんに関する次の記述は、  全て正しいものです。

（1）石けんは、界面活性剤の一種である。

（2）石けんは、油脂をアルカリで加水分解して作る。

（3）軟質石けんは、水酸化カリウムを用いて作る。

（4）透明石けんは、枠練石けんである。

問題３９ パーマネントウェーブ用剤第１剤（１液）に含まれる還元剤は、  チオグリコール酸です。

（1）シスチン ＊シスチンはケラチンに多く含まれる分子、システインは第１剤 

（2）チオグリコール酸

（3）臭素酸ナトリウム ＊第  2剤

（4）過酸化水素 ＊第    2剤



問題４０ 染毛剤に関する次の記述は、  全て正しいものです。

（1）酸化染毛剤は、１回のシャンプーで除去されることはない。

（2）染料中間体をカップラーとともに用いると、様々な色調に染毛できる。

（3）ヘアブリーチ剤は、毛髪に含まれるメラニンを酸化して分解する。

（4）一時着色料は、法定色素等を毛髪の表面に付着させて着色する。

■美容理論

問題４１ 次の記述は、  正しい文章です。

「頭部の基準となるゴールデンポイントは、（ トップポイント ）を通る水平線と（   バックポイント ） 

を通る垂直線が交差するところから頭皮に（ 90度 ）に下ろした（   正中線 ）上の点である。」 

      

問題４２ シザーズに関する次の記述は、  全て正しいものです。

（1）シザーズは、開閉したときに交点での接触圧が均等であるものがよい。

（2）アールシザーズは、刃が弓なりに反っているので、フロントなどの細かい部分の修整に適している。

（3）セニングシザーズは、毛髪の分量をほどよく整えるために用いる。

（4）小指掛のあるシザーズでは、小指掛のあるほうの刃が静刃となる。

問題４３ トリートメントに関する次の記述は、  全て正しいものです。

（1）プレトリートメントは、パーマネントウェーブやヘアカラーの施術前に行い、毛髪を保護して損傷の

  拡大を防ぐ。

（2）オイリースキャルプトリートメントは、頭皮の皮脂分泌が過剰な場合に行う。

（3）PPTトリートメントは、親水性の高いポリペプチドを用いており、毛髪の損傷補修作用に優れている。

（4）オイルトリートメントは、加温して用いることにより浸透が促進され、油分が補われる。



問題４４ 下図はストロークカットのシザーズの刃先の動きを表したものであるが、この技法に該当する 

     ものはミディアムストロークカットです。

問題４５ パーマネントウェーブ技術のテストカールに関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 

（1）テストカールは、第１剤（１液）がどの程度毛髪に作用しているかを調べる。

（2）ウェーブの大小は、ロッドの太さによって決まる。

（3）オーバータイムの場合は、カール径がロッドの2.5倍以下となり、毛髪は弾力性を失う。

（4）水巻きの場合は、パーマがかかりやすいのでテストカールを行う必要がないということはない。テス

  トカールは必ず行う。



問題４６ 下図はカールの巻かれる方向を表したものである。カールの名称として  正しいものの組合です。

フォワードカール ＊耳介に沿って巻かれるカール 

クロックワイズワインドカール ＊毛髪が右巻きに巻かれたカール 

問題４７ ヘアカラーリングの毛髪チェックに関する次の記述は、  全て正しいものです。

（1）毛質、新生部と既染部の割合、頭皮の状態等をチェックする。

（2）ドライヘアでチェックする。

（3）毛髪の明るさのレベルチェックをする。

（4）白髪の量に応じてそのカバー色が変わるので、白髪の割合をチェックする。



問題４８ フェイシャルパックに関する次の記述は、  全て正しいものです。

（1）フェイシャルパックは、フェイシャルマッサージの後に行うとより効果的である。

（2）ピールオフタイプのパック剤は、直接肌にペーストを塗り、汚れや古い角質を剝がしとるものである。

  ＊時間短縮ではない。

（3）ウォッシュオフタイプのパック剤は、放置後、スポンジなどでパック剤をやわらかくふきとる。

（4）パック後、化粧水などで保湿をし、最後に美容液や乳液などを用いて肌を整える。

問題４９ ファンデーションの種類と特徴に関する次の記述は、  全て正しいものです。

（1）ケーキタイプは、粉末状のファンデーションを固めたもので汗などに強く、カバー力と耐久力がある。

（2）リキッドタイプは、乳液状で油分が少なく、カバー力が弱い。

（3）プレストパウダータイプは、油分が少なく、カバー力が弱い。

（4）スティックタイプは、カバー力と耐久力が強い。

問題５０ 日本髪に用いる装飾品に該当するしないについて、  正しいものです。

（1）筥迫（はこせこ）は、和服の装飾品の一種です。

（2）飾串（かざりぐし）は、日本髪に用いる装飾品です。

（3）笄（こうがい）は、日本髪に用いる装飾品です。

（4）手絡（てがら）は、日本髪に用いる装飾品です。
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