
【FdData中間期末：中学社会地理】 
 [寒帯の暮らし] 

◆パソコン・タブレット版へ移動 

 
 
[問題](2学期中間) 
カナダ北部の次の図のXの地域に住み，

狩りを行って生活してきた北アメリカの

先住民を何というか。 
 
 
 
 
 
[解答]イヌイット 

http://www.fdtext.com/dat/pdf_ch1_2_kuniguni.pdf
http://www.fdtext.com/dat/pdf_ch1_2_kuniguni.pdf


[解説] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
北極
ほっきょく

海
かい

に面したカナダ北部には，イヌイ

ットと呼ばれる人々が生活している。こ

こは，一年中雪と氷におおわれた寒帯
かんたい

な

ので農業はできず，生活の中心は狩
か

りで



あった。夏はあざらしの皮でつくったテ

ントを建ててカリブー(野生のトナカイ)
の狩りをおこない，冬は海の氷の雪を固

めて積み上げたドーム型のイグルーに住

み，あざらしの狩りをおこなっていた。 
カナダ政府は 1950 年代からイヌイット

の定住化
ていじゅうか

を進め，イヌイットが居住する

町を造った。それらの町には学校やスー

パーマーケット，小型飛行機用の空港な

どが造られた。また，発電も行われるよ

うになり，冷蔵庫，電子レンジも使われ

ている。カナダ国内や外国の食べ物が手

に入るようになったこともあり，あざら

しやカリブーの肉を食べる機会は減った

が，今でもたんばく質，ビタミンをとる

食べ物として重要である。近年では，資

源の開発や商業，観光業の仕事をするイ



ヌイットが多くなった。移動用には従来

犬ぞりを使ってきたが，現在ではスノー

モービルを使う人も増えている。 
北極に近いこの地域では，夏には，日が

沈まない白夜
びゃくや

が見られる。 
 
※この単元で特に出題頻度が高いのは

「イヌイット」である。「イグルー」「生

活のようすの変化」の出題頻度も高い。

「寒帯」「白夜」「カナダ北部」もときど

き出題される。 
 
 



[問題](1学期期末) 
 次の各問いに答えよ。 
 
 
 
 
 
 
(1) 北極海に面したカナダ北部の地域で

暮らす人 (々先住民)は何と呼ばれて

いるか。 
(2) 図は(1)の人々が冬に狩りをするとき

に住む，雪を固めて作った住居であ

る。この住居を何というか。 
 
[解答](1) イヌイット (2) イグルー 
 



[問題](1学期中間) 
次の写真の人々はカナダ北部に住んで

いる。この人たちの暮らしについて，各

問いに答えよ。 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) カナダ北部に住み伝統的な暮らしを

している写真の人たちのことを何と

いうか。カタカナで答えよ。 



(2) (1)の人々の暮らしを説明した次のア

～エの文のうち，間違っているもの

を1つ選べ。 
ア 彼らは伝統的に犬ぞりを移動に

使い，カリブーやアザラシを狩

って生活していた。 
イ 狩りで得たものは，肉以外の部

分も余すことなく使ってきた。 
ウ 伝統的な住居として，丸太でで

きたログハウスに住んでいる。 
エ 現在では近代化の影響で，移動

にもスノーモービルが使われる

ようになった。 
(3) カナダ北部のように，一年中雪と氷

におおわれた場所を何帯というか。 
 
[解答](1) イヌイット (2) ウ (3) 寒帯 



[解説] 
(2) ウが誤り。イヌイットが生活するカ

ナダ北部は，樹木の育たない寒帯である

ので，伝統的な住居に木材を使うことは

なかった。 
 
[問題](1学期期末) 
 次の各問いに答えよ。 
 
 
 
 
(1) 上の資料は，カナダ北部でみられる

伝統的な住居である。この住居の名

称を答えよ。 
(2) (1)の住居がみられる地域が属する気

候帯は何帯か。 



(3) 北極海に面したカナダ北部の地域で

暮らす先住民を何というか。 
(4) 次のア～エのうち，(3)の人々の伝統

的な生活として適切ではないものを

1つ選び，記号で答えよ。 
ア 食事はあざらしの肉や魚が中心

であった。 
イ 木造住宅に暮らしていた。 
ウ 移動には犬ぞりを使った。 
エ 移動しながら生活していた。 

(5) 次のア～エのうち，(3)の人々の近年

の生活として適切ではないものを 1
つ選び，記号で答えよ。 
ア 夏はテントで生活する。 
イ 定住化が進んでいる。 
ウ 冷蔵庫や電子レンジを使う。 
エ 外国産の食べ物を食べることが

増えた。 



[解答](1) イグルー (2) 寒帯 
(3) イヌイット (4) イ (5) ア 
 
 
[問題](前期中間) 
 イヌイットの人々の①伝統的な生活と，

②現在の生活の様子を次から2つずつ選

び，記号で答えよ。 
ア 商業や観光業の仕事につく。 
イ 狩りをしながら移動する。 
ウ 冬にはイグルーに住み，夏にはあざ

らしの皮で作ったテントに住む。 
エ 町に定住する。 
 
[解答]① イ，ウ ② ア，エ 
 
 



[問題](1学期期末) 
北アメリカ大陸の寒帯で暮らす人々の

生活について書かれた次の文章を読み，

後の各問いに答えよ。 
北極海に面したこの地域には，

( ① )と呼ばれる人々が生活している。

夏は，雪がとけた沿岸にテントをたてて，

野生のトナカイである( ② )を狩り，

石でつくった貯蔵庫に肉を保存した。一

方，冬になると雪を固めて積み上げたド

ーム型の( ③ )に住み，( ④ )を狩っ

ていた。(②)や(④)の肉は(①)の食事の中

心となり，また⑤肉以外の部分も余すこ

となく利用されてきた。1950年代になる

と，カナダ政府は(①)に対して⑥同じ場

所に住むことをすすめるようになり，

(①)の⑦生活は近代化した。 



(1) ①～④に入る語句を書け。 
(2) 下線部⑤に関連して，どのように利

用されてきたか。例を 1 つあげて説

明せよ。 
(3) 下線部⑥に関連して，同じ場所に住

むことを何というか，漢字で答えよ。 
(4) 近代化した生活の具体例を 1 つ書け。 
 
[解答](1)① イヌイット ② カリブー 
③ イグルー ④ アザラシ 
(2) カリブーの毛皮を衣服として利用し

てきた。 (3) 定住 
(4) 家の中で電化製品を使うようになっ

た。 
 



[問題](前期中間) 
 次の各問いに答えよ。 
(1) イヌイットの人々が暮らしているの

は何という国か。次の[  ]から 1
つ選べ。 
[ ロシア カナダ イタリア 
 フィンランド ] 

(2) イヌイットの人々が狩りを行う野生

のトナカイを何というか。 
(3) イヌイットの人々の伝統的な食事は

どのようなものか。「生肉」という語

句を使って簡単に説明せよ。 
(4) イヌイットの人々は，移動用の乗り

物として，以前は( ① )を使ってい

たが，現在では( ② )を使うことが

多くなった。①，②に適語を入れよ。 



(5) イヌイットの住む高緯度の地域では，

太陽が沈まない時期がある。この現

象を何というか。 
(6) イヌイットの住む高緯度の地域では，

一年の大半が雪と氷におおわれ，一

年中寒い。このような気候帯を何と

いうか。 
(7) (4)の気候帯にあてはまるグラフを次

のA～Eから1つ選べ。 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
[解答](1) カナダ (2) カリブー 
(3) あざらしやカリブーの生肉を食べる。 
(4)① 犬ぞり ② スノーモービル 
(5) 白夜 (6) 寒帯 (7) A 
[解説] 
(7)寒帯は一年のうちでもっとも暖かい

月の気温が 10℃未満であることで見分

ける。 
 



【各ファイルへのリンク】 
社会地理 
[世界1] [世界2] [日本1] [日本2] 
 
社会歴史 
[古代] [中世] [近世] [近代] [現代] 
 
社会公民 
[現代社会] [人権] [三権] [経済] 
 
理科1年 
[光音力] [化学] [植物] [地学] 
 
理科2年 
[電気] [化学] [動物] [天気] 
 
理科3年 
[運動] [化学] [生殖] [天体] [環境] 
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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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