
【FdData中間期末：中学社会地理】 
[面積・人口・国境・国旗など] 

◆パソコン・タブレット版へ移動 

 
 
[面積の大きい国と小さい国] 
[問題](前期中間) 
世界で一番面積が大きい国の名を書け。 

 
[解答]ロシア連邦 
[解説] 
 
 
 
 
世界で最も面積が大きい国はロシア連邦

れんぽう

で，日本の約45倍の面積をもつ。2番目
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以下は，カナダ(約26倍)，アメリカ合衆

国，中国，ブラジル，オーストラリアの

順である。 
※この単元で特に出題頻度が高いのは

「ロシア連邦」である。「45倍」「カナダ」

もしばしば出題される。 
 
 
[問題](1学期中間) 
 次の各問いに答えよ。 
(1) 世界で最も面積が大きい国はどこか。 
(2) (1)の国の面積は日本の面積の約何倍

か。 
(3) (1)の国の国土は2つの州にまたがっ

ている。何州と何州か。 
(4) 世界で 2 番目に面積が大きい国はど

こか。 



[解答](1) ロシア連邦 (2) 約45倍 
(3) アジア州とヨーロッパ州 
(4) カナダ 
 
[問題](1学期中間) 
世界で一番面積が小さい国の名を書け。 

 
[解答]バチカン市国 
[解説] 
 
 
 
世界で一番小さい国は，イタリアの首都

ローマの中にあるバチカン市国
し こ く

である。

キリスト教(カトリック)総本山のローマ

法王庁があるバチカン市国は，東京ディ

ズニーランドよりも小さい。 



※この単元で特に出題頻度が高いのは

「バチカン市国」である。「イタリアのロ

ーマ」もときどき出題される。 
 
 
[問題](1学期中間) 
 次の各問いに答えよ。 
(1) 世界でもっとも小さい国は，何とい

う国か，国名を答えよ。 
(2) (1)の国は，どこの国の何という市内

にあるか，答えよ。 
 
[解答](1) バチカン市国 
(2) イタリアのローマ 
 



[問題](前期中間) 
 次の各問いに答えよ。 
(1) 世界の国々を面積の大きい順に並べ

ると，日本は大きいほうの国か，小

さいほうの国か。「大きい」か「小さ

い」で答えよ。 
(2) 日本より面積が小さい国を次の

[  ]から1つ選べ。 
[ ブラジル カナダ ロシア連邦 
 オランダ ] 

 
[解答](1) 大きい (2) オランダ 
[解説] 
(1) 日本は小さな国と思われがちである

が，面積では大きいほうから数えて 61
番目で，上位3分の1にはいる。ヨーロ

ッパには日本よりも小さな国が多い(オ
ランダ，スイスなど)。 



※「日本は大きいほうの国」はたまに出

題される。 
 
 
[人口の多い国] 
[問題](前期中間) 
人口が最も多い国の国名を答えよ。 

 
[解答]中華人民共和国(中国) 
 
[解説] 
 
 
 
 



人口(2017 年)の多い 5 か国をあげると，

1 位 中国(14.1 億人)，2 位 インド(13.4
億人)，3位 アメリカ合衆国(3.2億人)， 
4 位 インドネシア(2.6 億人)，5 位 ブラ

ジル(2.1 億人) である。日本の人口は

1.27億人で世界11位である。 
(統計修正)「世界国勢図会 2017/2018」
P51～ 
 
※この単元で出題頻度が高いのは「中華

人民共和国」である。 
 
 



[問題](前期中間) 
 次の各問いに答えよ。 
(1) 人口が世界で 1 番目に多い国はどこ

か。 
(2) 人口が世界で 2 番目に多い国はどこ

か。 
 
[解答](1) 中華人民共和国(中国) 
(2) インド 
 
 
[問題](前期中間) 
人口が多い上位 5 か国のうち，3 か国は

アジアの国である。このアジアの3か国

を人口の多い順に並べよ。 
[解答]中華人民共和国，インド， 
インドネシア 



[国境の決まり方] 
[問題](1学期期末) 
 次の各問いに答えよ。 
 
 
 
 
 
(1) 地図中のAの国名を答えよ。 
(2) A の国の国境線が直線となっている

理由は何か。次から選べ。 
ア この線にそってナイル川という

大きな川が流れているため。 
イ 19世紀の終わりごろ，ヨーロッ

パの国々が植民地として分割し

たから。 
ウ この線に沿って大きな山が連な

っているため。 



[解答](1) エジプト (2) イ 
[解説] 
 
 
 
 
 
地図のAはエジプトで，西と南の国境

こっきょう

線
せん

が直線になっている。アフリカ州には，

直線的な国境線が多く見られる。これは，

かつてこの土地を植民地
しょくみんち

にしたヨーロッ

パの国々が緯線
い せ ん

や経線
けいせん

を使って分割した

境界線を，今も国境線として使っている

からである。 
 
※この単元で出題頻度が高いのは「植民

地」「緯線や経線」である。 



[問題](前期中間) 
 次の文章中の①，②に適語を入れよ。 
アフリカ州には，直線的な国境線が多

く見られる。これは，かつてこの土地を

( ① )にしたヨーロッパの国々が緯線

や( ② )を使って分割した境界線を，

今も国境線として使っているからである。 
 
[解答]① 植民地 ② 経線 
 
 



[問題](後期中間) 
アフリカ州の国境線について，次の各

問いに答えよ。 
(1) アフリカ州の国境線の多くは，何を

利用して定めたのか，2つ書け。 
(2) (1)を利用した国境線が多く見られる

のはなぜか。「ヨーロッパの国々」「植

民地」「分割」という語句を使って説

明せよ。 
 
[解答](1) 緯線，経線 
(2) かつて，ヨーロッパの国々が植民地

として分割した境界線を今も国境線とし

て使っているから。 
 



[問題](1学期中間) 
次の資料は，さまざまな国境線を示し

ている。①別の州と比べて，アフリカ州

で多く見られる国境線を，ア～エの中か

ら2つ選び符号で答えよ。②また，その

ような国境線が用いられている理由を書

け。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



[解答]① ウ，エ 
② かつて，ヨーロッパの国々が植民地と

して分割した境界線を今も国境線として

使っているから。 
 
 
[問題](1学期期末) 
 次の各問いに答えよ。 
 
 
 
 
 
(1) アの国と，そのとなりのアルゼンチ

ンとの境は何という山脈によって国

境線が決められたか。 



(2) イの国の国境線は，大部分が直線に

なっている。これは，何を利用して

決められたのか書け。(たてとよこの

直線があることに注目) 
 
[解答](1) アンデス山脈 
(2) 経線と緯線 
[解説] 
国境線としては，①山脈・河川・湖沼

こしょう

・

海などの地形を利用したもの，②緯線
い せ ん

や

経線
けいせん

を利用した人為的なものがある。 
②の典型例はエジプトの国境線で，経線

と緯線に平行に国境線が引かれている。

アフリカ大陸には直線的な国境線が多い

が，これは，ヨーロッパ諸国が植民地と

して支配したときに，経線や緯線によっ

て支配地域を分割したなごりである。そ



のほかに，アメリカ合衆国とカナダの国

境線も緯線を利用して引かれている。 
①の例としては，アンデス山脈沿いに引

かれているチリとアルゼンチンの国境が

ある。河川を国境線としているのはアメ

リカ合衆国の南部とメキシコ北部の国境

などである。 
※この単元はときどき出題される。 
 
[問題](1学期中間) 
 次の各問いに答えよ。 
(1) カナダとアメリカ合衆国の国境線に

はまっすぐな部分がある。この部分

は何が国境線になっているか。 
(2) チリは細長い国だが，アルゼンチン

との国境線に何があるのか，答えよ。 
[解答](1) 緯線 (2) アンデス山脈 



[問題](1学期期末) 
次の①～③のそれぞれ 2 か国どうしの

国境となっているものを，[  ]から 1
つずつ選べ。 
① チリとアルゼンチンの国境，中国と

ネパールの国境 
② アメリカ合衆国の南部とメキシコ北

部の国境，タイとラオスの国境，ブ

ルガリアとルーマニアの国境 
③ カナダ南部とアメリカ合衆国北部の

国境，エジプトとスーダンの国境 
[ 緯線 経線 海 川 山脈 ] 
 
[解答]① 山脈 ② 川 ③ 緯線 
 
 
 



[島国と内陸国] 
[問題](前期中間) 
 日本やニュージーランドのように国土

が海に囲まれている国を何というか。漢

字2字で答えよ。 
 
[解答]島国 
[解説] 
 
 
 
 
まわりを海で囲まれ，国境線が海に引か

れている国を島国(海洋国)という。日本，

フィリピン，ニュージーランド，イギリ

ス，マダガスカルなどは島国である。国

土がまったく海に面していない国は内陸



国という。モンゴル，スイス，オースト

リア，ボリビアなどがある。 
 
※この単元で出題頻度が高いのは「島国

(海洋国)」である。「次から島国を選べ」

「内陸国」もよく出題される。 
 
 
[問題](2学期期末) 
 次の文の①，②に適語を入れよ。 
まわりを海で囲まれ，国境線が海にひ

かれている国は( ① )とよばれ，海に

面していない国は( ② )とよばれる。 
 
[解答]① 島国(海洋国) ② 内陸国 
 
 



[問題](1学期中間) 
 次の各問いに答えよ。 
(1) 国土の周辺を海で囲まれた国を何と

いうか。 
(2) (1)の国の例として正しいものを次の

[  ]からすべて選べ。 
[ 日本 インド ニュージーランド 
 モンゴル スイス ] 

(3) 国土が海に面していない国を何とい

うか。 
 
[解答](1) 島国(海洋国) 
(2) 日本，ニュージーランド (3) 内陸国 
 



[問題](1学期中間) 
 次の各問いに答えよ。 
(1) 日本は島国(海洋国)といわれている

が，同じ特徴をもつ国として，あて

はまらない国を次の[  ]から 1 つ

選べ。 
[ イギリス ニュージーランド 
 モンゴル フィリピン ] 

(2) 島国(海洋国)とはどのような国のこ

とか。簡単に説明せよ。 
(3) 内陸国とはどんな国か。簡単に説明

せよ。 
 
[解答](1) モンゴル (2) 国土を海に囲

まれている国のこと。 (3) 国土がまっ

たく海に面していない国 
 



[国旗] 
[問題](前期中間) 
次の2つの国旗の中には，ある別の国

の国旗が描かれているが，その「別の国」

の名前を答えよ。 
 
 
 
 
[解答]イギリス 
[解説] 
 
 
 
 
 
 



図のように，オセアニア州の国の国旗に

は，イギリスの国旗(ユニオンジャック)
が描かれているものが多い。これは，こ

の地域がかつてイギリスの植民地であり，

現在でもイギリス連邦に加盟しており，

イギリスとの関係が深いことを示してい

る。また，オーストラリアやニュージー

ランドの国旗には，南十字星が描かれて

いるが，これは南半球の国であるほこり

を表している。 
 
※この単元でやや出題頻度が高いのは

「イギリスの国旗」である。 
 



[問題](前期期末改) 
 次の文章中の①～⑤に適語を入れよ。 
 
 
 
 

A は( ① )の国旗である。上の 3 つ

の国旗の国は( ② )州に属している。

この 3 つの国旗の中には，( ③ )の国

旗(ユニオンジャック)が共通して描かれ

ている。これは，この地域がかつて(③)
の( ④ )地であり，現在でも(③)連邦に

加盟しており，(③)との関係が深いこと

を示している。また，Aやニュージーラ

ンドの国旗には，( ⑤ )星が描かれて

いるが，これは南半球の国であるほこり

を表している。 



[解答]① オーストラリア 
② オセアニア ③ イギリス 
④ 植民 ⑤ 南十字 
 
 
[問題](1学期期末) 
 次の国旗の共通点を2つ書け。 
 
 
 
 
[解答]イギリスの国旗が入っていること。

星(南十字星)が描かれていること。 
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【FdData中間期末製品版のご案内】 
このPDFファイルは，FdData中間期末

を PDF 形式(スマホ用)に変換したサン

プルです。製品版のFdData中間期末は

Windows パソコン用のマイクロソフト

Word(Office)の文書ファイル(A4 版)で，

印刷・編集を自由に行うことができます。 
◆FdData中間期末の特徴 
中間期末試験で成績を上げる秘訣は過去

問を数多く解くことです。FdData 中間

期末は，実際に全国の中学校で出題され

た試験問題をワープロデータ(Word 文

書)にした過去問集です。各教科(社会・

理科・数学)約1800～2100ページと豊富

な問題を収録しているため，出題傾向の

90％以上を網羅しております。 
FdData 中間期末を購入いただいたお客

様からは，「市販の問題集とは比べものに

ならない質の高さですね。子どもが受け



た今回の期末試験では，ほとんど同じよ

うな問題が出て今までにないような成績

をとることができました。」，「製品の質の

高さと豊富な問題量に感謝します。試験

対策として，塾の生徒にFdDataの膨大

な問題を解かせたところ，成績が大幅に

伸び過去最高の得点を取れました。」など

の感想をいただいております。 
◆サンプル版と製品版の違い 
ホームページ上に掲載しておりますサン

プルは，製品の全内容を掲載しており，

どなたでも自由に閲覧できます。問題を

「目で解く」だけでもある程度の効果を

あげることができます。しかし，FdData
中間期末がその本来の力を発揮するのは

印刷ができる製品版においてです。印刷

した問題を，鉛筆を使って一問一問解き

進むことで，大きな学習効果を得ること

ができます。さらに，製品版は，すぐ印



刷して使える「問題解答分離形式」，編集

に適した「問題解答一体形式」，暗記分野

で効果を発揮する「一問一答形式」(理科

と社会)の3形式を含んでいますので，目

的に応じて活用することができます。 
FdData中間期末の特徴(QandA方式) 
◆FdData中間期末製品版の価格 
社会地理，歴史，公民：各7,800円 
理科1年，2年，3年：各7,800円 
数学1年，2年，3年：各7,800円 
ご注文は電話，メールで承っております。 
FdData中間期末(製品版)の注文方法 
※パソコン版ホームページは，Google
などで「fddata」で検索できます。 

※Amazonでも販売しております。 
 (「amazon fddata」で検索) 
 
【Fd教材開発】電話：092-811-0960 
メール： info2@fdtext.com 
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