
【FdData中間期末：中学社会地理】 
[温帯の暮らし] 

◆パソコン・タブレット版へ移動 

 
 
[イタリア：果樹の栽培に適した地中海性

気候] 
 
[問題](2学期中間) 
同じ温帯でも，イタリアの気候は日本

の気候とは大きく異なる。夏に乾燥し，

雨の多くは冬にふる。このようなイタリ

アの気候を何というか。 
 
[解答]地中海性気候 
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[解説] 
 
 
 
 
 
 
 
地中海に面したイタ

リアは温帯
おんたい

の中の地
ち

中海性
ちゅうかいせい

気候
き こ う

である。雨

温図を見ればわかる

ように，夏(7 月ごろ)
の降水量が非常に少ない。 
夏に暑くて乾燥する気候は，オリーブ(オ
リーブオイルの原料)，ふどう(ワインの

原料)，トマトなどの果樹
か じ ゅ

の栽培に適する。

比較的降水量が多い冬に小麦を栽培する。 



※この単元で出題頻度が高いのは「地中

海性気候」「オリーブ」「ぶどう」である。

「夏の降水量が少ない」もしばしば出題

される。 
 
 
[問題](前期中間) 
イタリアの気候の特徴を次のア～エか

ら2つ選べ。 
ア 夏は暑く乾燥する。 
イ 梅雨の時期がある。 
ウ オアシスがある。 
エ 雨の多くは冬にふる。 
 
[解答]ア，エ 
 
 



[問題](1学期期末) 
 次の各問いに答えよ。 
 
 
 
 
 
 
(1) 地図のXの国名と，Yの海洋名をそ

れぞれ答えよ。 
(2) 次の文章はX国の気候と農業を説明

したものである。①，②の(  )内よ

り適語を選べ。また，③，④にあて

はまる語句を答えよ。  
①(夏／冬)は乾燥するが，②(夏／冬)
は比較的雨がふり，温暖である。(①)
の乾燥に強いぶどうや( ③ )が栽



培される。X の国の食事には，ぶど

うからつくった( ④ )や，(③)の実

をしぼった(③)オイル，トマトがかか

せない。 
(3) X 国の気候は温帯の中でも何という

気候に属するか。 
(4) (3)の気候を表す雨温図を次のア～ウ

から1つ選べ。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



[解答](1)X イタリア Y 地中海 
(2)① 夏 ② 冬 ③ オリーブ 
④ ワイン (3) 地中海性気候 (4) ア 
[解説] 
(4) ア，イ，ウは年平均気温が10℃台な

ので温帯と判断できる(正確には，最寒月

の気温が－3℃～18℃であれば温帯)。温

帯は，地
ち

中海性
ちゅうかいせい

気候
き こ う

，西岸
せいがん

海洋性
かいようせい

気候
き こ う

，

温帯
おんたい

湿潤
しつじゅん

気候
き こ う

の3つに区分できる。温帯

湿潤気候は「湿潤」とあるように，年降

水量が多い(1000mm以上)。したがって，

イは温帯湿潤気候である。ア，ウは年降

水量が1000mm未満であるので，地中海

性気候か西岸海洋性気候である。地中海

性気候は夏の降水量が極端に少ない。し

たがって，アが地中海性気候，ウが西岸

海洋性気候である。 



[問題](前期期末) 
 次の文章中の①～⑤に適語を入れよ。 
イタリア中部は，( ① )帯の中でも

( ② )気候と呼ばれる気候で，夏は乾

燥する。そのため，乾燥した夏の気候に

適した，食用油の原料となる( ③ )，
ワインの原料となる( ④ )，トマトな

どの栽培がさかんである。比較的に雨の

多い冬にはパスタやピザなどの原料とな

る( ⑤ )が栽培される。 
 
[解答]① 温 ② 地中海性 
③ オリーブ ④ ぶどう ⑤ 小麦 
 



[問題](1学期期末) 
次の地図を見て，温暖な地域の生活に

ついて，各問いに答えよ。 
 
 
 
 
 
 
(1) 地図中のペルージャは何という国に

あるか。 
(2) X の地域の気候帯を何というか。漢

字2字で答えよ。 
(3) (2)の気候帯の中でも，Y の海の周辺

に広がる気候を何というか。 



(4) (3)の気候の地域でさかんに栽培され

ている作物に当てはまらないものを，

次の[  ]から1つ選べ。 
[ オリーブ タマネギ トマト 
 ぶどう ] 

(5) 次の雨温図ア～ウは，東京，ロンド

ン，ローマのいずれかのものである。

①，②の問いに答えよ。 
 
 
 
 
 
 

① 東京，ロンドン，ローマの雨温

図をア～ウからそれぞれ選び，

記号で答えよ。 



② ローマの気候の特徴を，「冬」「乾

燥」の語句を使って説明せよ。 
 
[解答](1) イタリア (2) 温帯 
(3) 地中海性気候 (4) タマネギ 
(5)①東京：ウ ロンドン：ア 
ローマ：イ 
② 冬に降水量が多く，夏は乾燥する。 
 
 
[住居の特徴] 
[問題](前期中間) 
イタリアでは多くの住居は何からでき

ているか。次の[  ]の中から1つ選べ。 
[ アザラシの皮 石 丸太 竹 
 日干しれんが ] 
 



[解答]石 
[解説] 
 
 
 
かたい石が手に入りやすいイタリアでは，

多くの住居のかべが石で造られている。

石でできた住居の窓は小さい。また，窓

の外側には，木で造られたブラインドが

付けられている。これらは，夏の強い日

差しを家の中に入れないようにするため

の工夫である。石のかべは熱を通しにく

いので，ブラインドを閉じたままにして

おくと家の中はすずしく，冷房はほとん

ど必要ない。 
※この単元でやや出題頻度が高いのは，

「窓は小さい」「石で造られている」であ

る。 



[問題](1学期期末) 
イタリアで多く見られる住居の特徴と

して正しいものを次からすべて選べ。 
ア 窓には木で造られたブラインドが付

いている。 
イ 窓はがんじょうな二重窓である。 
ウ 窓のサイズは小さめである。 
エ 玄関のとびらは厚い木でできている。 
オ かべは太い丸太でできている。 
カ かべは石でできている。 
 
[解答]ア，ウ，カ 
 
 



[問題](1学期期末) 
次の文章について，後の各問いに答え

よ。 
イタリアでは，かたい( ① )が手に

入りやすく，多くの住居では壁を(①)で
造っている。窓は小さく，窓の外側には

木で造られた( ② )が付けられている。

これは，( ③ )ための工夫である。(②)
を閉じたままにしておくと，家の中は涼

しく，冷房はほとんど必要ない。 
(1) ①，②にあてはまる語句を書け。ま

た，③は文で書け。 
(2) 文章中の下線部のなる理由は，(①)

にどのような性質があるからか。簡

単に説明せよ。 
 
 



[解答](1)① 石 ② ブラインド 
③ 夏の強い日差しを家の中に入れない 
(2) 熱を通しにくい性質 
 
[問題](1学期期末) 
イタリアの住居や都市のつくりについ

て書かれた文章ア～エのうち，誤ってい

るものを1つ選び，記号で答えよ。 
ア 石でできた住居の窓は小さく，その

外側には木でつくられたブラインド

がつけられている。 
イ 病気を防ぐために丘の上に町をつく

った。 
ウ 町の中心には広場とキリスト教の大

聖堂がある。 
エ 近年では，古い建物を壊し，高層ビ

ルなどがつくられるようになってき

ている。 



[解答]エ 
 
[スペイン：果樹の栽培に適した地中海性

気候] 
[問題](補充問題) 
 次の各問いに答えよ。 
(1) 夏に乾燥し冬に雨が多く降るスペイ

ンの気候は，温帯の何という気候に

属するか。 
(2) (1)の気候の地域でさかんに栽培され

ている作物に当てはまらないものを，

次の[  ]から1つ選べ。 
[ オリーブ オレンジ じゃがいも 
 ぶどう ] 

 
[解答](1) 地中海性気候 
(2) じゃがいも 



[解説] 
 
 
 
 
地中海沿岸のスペインは温帯

おんたい

に属する。

温帯の中でも，夏に乾燥
かんそう

し，冬に雨が多

く降る地
ち

中海性
ちゅうかいせい

気候
き こ う

となっている。農業

では，乾燥に強いオリーブ，オレンジ，

ぶどうなどが広く栽培
さいばい

されている。なか

でもオリーブは，酢
す

づけにして食べたり，

オイルにして料理に使ったりなど，スペ

インの食卓
しょくたく

に欠かせないものとなって

いる。 
 
※この単元で出題頻度が高いのは「地中

海性気候」「オリーブ，オレンジ，ぶどう」

である。 



[問題](1学期期末) 
 次の各問いに答えよ。 
(1) スペインは，何という気候帯に属し

ているか。 
(2) スペインの夏の気候について，「気

温」「降水量」という言葉を用いて説

明せよ。 
(3) (2)のような特徴をもつスペインの気

候は，(1)の中でも特に何というか。 
(4) スペインで栽培がさかんな果物を，

次の[  ]から2つ選べ。 
[ オレンジ りんご ぶどう バナ

ナ いちご ] 
 
[解答](1) 温帯 (2) 夏は気温が高く，降

水量が少ない。 (3) 地中海性気候 
(4) オレンジ，ぶどう 



[住居その他] 
[問題](補充問題) 
 次の文章中の①～③に適語を入れよ。 
スペインの多くの家は，夏の強い日ざ

しをさえぎるために( ① )が小さく，

壁も厚くつくられている。雨が少なく日

ざしが強いので，( ② )発電がさかん

である。暑い夏の昼間は，なるべく活動

を避けるために，( ③ )とよばれる休

憩を2時間ほどとる習慣がある。 
 
[解答]① 窓 ② 太陽光 ③ シエスタ 
[解説] 
スペインの多くの家は，夏の強い日ざし

をさえぎるために窓
まど

が小さく，壁も厚く

つくられている。強い日ざしをはねかえ

して家の中をすずしく保つために，壁を



E石灰E

せっかい

Aで白くぬった家もある。雨が少なく

日ざしが強いスペインでは，AE太陽光E

たいようこう

AAE発電E

はつでん

A

がさかんである。 
スペインでは，暑い夏の昼間は，なるべ

く活動を避けるために，シエスタとよば

れるA E休憩E

きゅうけい

Aを 2 時間ほどとるA E習慣E

しゅうかん

Aがあっ

たが，公務員のシエスタが廃止され，民

間の企業でも，シエスタを廃止する動き

がある。 
 
※この単元でときどき出題されるのは

「窓は小さく，壁は厚く，白い」「シエス

タ」「太陽光発電」である。 
 



[問題](1学期期末) 
 次の各問いに答えよ。 
(1) スペインでは，夏の昼間に 2 時間の

休憩をとる習慣がある。この習慣を

何というか。 
(2) 雨が少なく日ざしが強いスペインで

は何という発電がさかんであるか。 
 
[解答](1) シエスタ (2) 太陽光発電 
 



【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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