
【FdData中間期末：中学社会地理】 
[冷帯の暮らし] 

◆パソコン・タブレット版へ移動 

 
[シベリアの気候] 
[問題](1学期期末) 
冷帯(亜寒帯)の地域に広がる針葉樹林

帯のことを何というか。カタカナで答え

よ。 
[解答]タイガ 
[解説] 
 
 
 
 
 
 

http://www.fdtext.com/dat/pdf_ch1_2_kuniguni.pdf
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冷帯
れいたい

(亜寒帯
あ か ん た い

)は冬の寒さが厳
きび

しいが，短

い夏には気温が上がる。一年の気温差が

大きいのが冷帯の特徴である。夏が暑い

ので，寒帯と違って樹木
じゅもく

や作物が育つ。

シベリア，カナダ，アラスカなどではタ

イガとよばれる針葉
しんよう

樹林帯
じゅりんたい

が広がってい

る。森林の下には，一年中凍
こお

ったままの

永久
えいきゅう

凍土
と う ど

がある。 
 
※この単元で特に出題頻度が高いのは

「タイガ」である。「冷帯」「針葉樹」「永

久凍土」「夏と冬の気温差が大きい」もよ

く出題される。 
 
 



[問題](2学期中間) 
 次の文章中の①，②の(  )内から適

語を選び，③，④の(  )内に適語を入

れよ。 
 
 
 
 
 
 シベリアは，冬は－30℃を下回り，夏

には30℃近くになる日もある。このよう

に一年の気温の差が大きいのが①(冷帯

／寒帯)の特徴である。写真は，冬の寒さ

に強い，まつなどからなるシベリアを代

表する広大な②(広葉樹／針葉樹)の森林

で，( ③ )とよばれている。写真のよ

うな森林の下には一年中凍ったままの土

がある。このような土を( ④ )という。 



[解答]① 冷帯 ② 針葉樹 ③ タイガ 
④ 永久凍土 
 
 
[問題](1学期期末) 
次の図を見て，各問いに答えよ。 

 
 
 
 
(1) 図中のXとYの気候帯の名称を答え

よ。 
(2) A の地域に見られる針葉樹林帯を何

というか。 
(3) A の地域に見られる一年中凍ってい

る土を何というか。 
 



[解答](1)X 冷帯(亜寒帯) Y 寒帯 
(2) タイガ (3) 永久凍土 
 
[問題](1学期期末) 
 次の各問いに答えよ。 
(1) シベリア地方などが属する気候帯の

名称を答えよ。 
(2) (1)の気候帯の雨温図として適するも

のを，次のA～D から1 つ選び，記

号で答えよ。 
 
 
 
 
 
 
 



(3) (1)の地域では衣服について次のよう

な特徴がみられる。夏と冬でこのよ

うな違いがみられる理由を「夏と冬

の気温の差」という語句を用いて簡

単に説明せよ。 
夏：薄着(Tシャツ，短パンなど) 
冬：厚着(毛皮のコート，厚手の手袋，

マフラーなど) 
[解答](1) 冷帯 (2) D 
(3) 夏と冬の気温差が大きいから。 
[解説] 
(2)(3) Aの雨温図は寒帯，Bは乾燥帯，C
は温帯(地中海性気候)で，D が冷帯であ

る。Dの雨温図で，冬は約－20℃と非常

に寒さが厳しいが，夏は約 18℃となり，

夏と冬の気温差が大きい。冷帯では夏の

気温が高いので，寒帯と違って樹木や作

物が育つ。 



[問題](1学期期末) 
次の各問いに答えよ。 

(1) 右のグラフはロ

シアのイルクー

ツクのものであ

る。その気温の

特徴を簡単に説

明せよ。 
(2) 寒帯と冷帯の違いを「夏の気温」「樹

木や作物」という語句を用いて説明

せよ。 
 
[解答](1) 夏と冬の気温差が大きい。 

(2) 冷帯では夏の気温が高いので，寒帯

と違って樹木や作物が育つ。 
 
 



[高床の住居] 
[問題](前期期末) 
シベリアの地域の中層アパートには高

床になっているものがあるが，その理由

としてあてはまるものを次のア～エから

1つ選べ。 
ア 夏に収穫した野菜や果物を床下に保

存するため。 
イ 床下からの熱が家屋まで届くのを防

ぐため。 
ウ 床下を駐車場にするため。 
エ 暖房の熱で永久凍土がとけて建物が

傾くのを防ぐため。 
 
[解答]エ 



[解説] 
 
 
 
 
シベリアの都市部にある中層アパートに

は高床
たかゆか

になっているものがある。地下に

永久
えいきゅう

凍土層
と う ど そ う

が広がるこの地域では，暖房
だんぼう

などの熱が伝わると，凍土がとけて建物

が傾くなどの被害が出る。そこで，高床

の建物にして熱を地面に伝わりにくくし

て，永久凍土がとけて建物が傾くことが

ないようにしている。 
 
※この単元で特に出題頻度が高いのは

「アパートが高床になっている理由」で

ある。 



[問題](1学期期末) 
次の資料をみて，各問いに答えよ。 

 
 
 
 
 
 
 
(1) 資料の住居の材料について述べた次

の文章にある空欄①～③に最も適す

る語句をそれぞれ答えよ。 
シベリア地方では，広大な( ① )

樹の森林である( ② )が広がって

いるため，材料はおもに( ③ )を利

用している。 



(2) 資料の住居は床を高くする工夫がさ

れている。その理由として適切なも

のを次のア～エから 1 つ選び，記号

で答えよ。 
ア 冬の寒さをしのぐため。 
イ 室内の暖房の熱を地面に伝えな

いようにするため。 
ウ 夏の湿気に対して，風通しをよ

くするため。 
エ 移動しながら生活するため。 

 
[解答](1)① 針葉 ② タイガ 
③ 木(木材) (2) イ 
 
 



[問題](1学期期末) 
 シベリアでは，次の写真のような建物

が多く見られる。建物が高床になってい

る理由を「暖房」「永久凍土」「傾く」と

いう語句を使って簡潔に答えよ。 
 
 
 
 
 
 
[解答]暖房などの熱で永久凍土がとけて

建物が傾くのを防ぐため。 
 



[その他] 
[問題](1学期期末) 
 次の各問いに答えよ。 
(1) シベリアの地域の住居に見られる寒

さを防ぐ工夫を「窓」という語句を

使って書け。 
(2) 郊外にある家庭菜園付きの小さな家

を何というか。カタカナで答えよ。 
 
[解答](1) 窓が二重になっている。 
(2) ダーチャ 
[解説] 
 
 
 
冷帯のシベリアにはタイガという針葉

しんよう

樹林帯
じゅりんたい

が広がり木材資源にめぐまれてい



るため，住居は，丸太
ま る た

を組み合わせたロ

グハウスが多い。非常に寒い冬に備える

ため，窓は二重
にじゅう

窓
まど

で，玄関のとびらは厚

い木のとびらになっている。 
短い夏には，都市部のアパートに住む

人々は，郊外
こうがい

にある家庭
か て い

菜園
さいえん

付きのダー

チャという小屋へ出かける。ここで，

日光浴
にっこうよく

を楽しんだり，夏にだけ味わえる

新鮮な野菜やじゃがいもをつくったりす

る。夏に収穫
しゅうかく

した野菜はつけ物にして冬

に備える(冬の気候は農業に不向きなた

め)。衣服の面では，寒い冬には保温性の

高いトナカイなどの毛皮
け が わ

でできたコート

などを着用する。 
 
※この単元でときどき出題されるのは

「窓が二重」「ダーチャ」「ログハウス」

である。 



[問題](前期中間) 
 次の文の①～④に適語を入れよ。 
シベリアに住む人々の住居は，丸太を

組み合わせた( ① )が多く，窓は

( ② )窓になっている。都市部にある

中層アパートには，冬の暖房の熱で永久

凍土がとけて土地がしずみ建物が傾くの

を防ぐために( ③ )になっているもの

がある。夏に野菜を作ったり，日光浴を

楽しんだりするために使用する小屋を

( ④ )という。 
 
[解答]① ログハウス ② 二重 
③ 高床 ④ ダーチャ 
 
 
 



[問題](1学期期末) 
次のア～オの文のうちシベリアのよう

すを説明した文章をすべて選び記号で答

えよ。 
ア 建物の窓は二重窓で，外気が伝わら

ないようにしている。 
イ 汗を吸いやすく風通しの良い服を着

ている。 
ウ 野菜を酢漬けにした保存食などが食

べられている。 
エ タイガと呼ばれる針葉樹林帯が広が

っている。 
オ 水道管は地表にあると凍ってしまう

ので，温かい地面の中に埋めてある。 
 
[解答]ア，ウ，エ 
 



【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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