
【FdData中間期末：中学社会地理】 
[乾燥帯の暮らし] 

◆パソコン・タブレット版へ移動 

 
 
[サヘル，オアシス] 
[問題](前期期末) 
次の地図のXは，サハラ砂漠の南に接

して，わずかに木や草が生えている地域

である。この地域を何というか。 
 
 
 
 
 
 
[解答]サヘル 
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[解説] 
 
 
 
 
 
 
 
サハラ砂漠

さ ば く

の南に

接して，わずかに

木や草が生えてい

る土地が見られる。

この地域は，サハ

ラ砂漠を大海原
おおうなばら

に

見立てて，アラビ

ア語の「岸辺
き し べ

」を意味するサヘルと呼ば

れている。 



サヘルは，サハラ砂漠と同様に乾燥帯
かんそうたい

に

属するが，少量の降水量
こうすいりょう

がある。サハラ

砂漠やサヘルで地下水がわき出て，樹木
じゅもく

が育つ場所をオアシスという。 
 
※この単元で出題頻度が高いのは「サヘ

ル」「オアシス」である。「乾燥帯」「サハ

ラ砂漠」もしばしば出題される。 
 
 



[問題](1学期期末) 
 次の各問いに答えよ。 
(1) サハラ砂漠の南ふちにそって細長く

のびる，アラビア語の「岸辺」を意

味する地域を何というか。 
(2) サハラ砂漠や(1)の地域が含まれる気

候帯を何というか。 
(3) 砂漠や(1)の中で，地下水がわき出て，

樹木が育つ場所を何というか。 
 
[解答](1) サヘル (2) 乾燥帯 
(3) オアシス 
 



[問題](前期期末) 
 次の各問いに答えよ。 
 
 
 
 
 
(1) 図中のXの砂漠を何というか。 
(2) X の砂漠の南ふちにそって細長くの

びるYの地域を何というか。 
(3) Y の気候の特徴の説明として，誤っ

ているものを次のア～エから 1 つ選

べ。 
ア とても乾燥している。 
イ 雨がまったく降らない。 
ウ 一年中暑い。 
エ 日差しが強い。 



(4) XやYで，地下水がわき出る場所を

何というか。カタカナで答えよ。 
(5) サヘルにある都市の雨温図はどれか，

次のA～Eから選び，記号で答えよ。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



[解答](1) サハラ砂漠 (2) サヘル 
(3) イ (4) オアシス (5) B 
 
 
[遊牧，焼畑農業] 
[問題](前期中間) 
 次の各問いに答えよ。 
(1) サヘルなどで見られる，水や草を求

めて移動しながら羊ややぎを飼育す

る牧畜を何というか。 
(2) サヘルでは，草原を焼きはらい，で

きた灰を肥料にして畑作を行う農業

が行われている。この農業を何とい

うか。 
 
[解答](1) 遊牧 (2) 焼畑農業 
 



[解説] 
 
 
 
 
サヘルに住む人々は，乾燥

かんそう

に強い羊やや

ぎとともに水や草を求めて移動して生活

する遊牧
ゆうぼく

をおこなってきた。また，少な

い雨を利用し，草原を焼きその灰を肥料
ひりょう

とする焼畑
やきはた

農業で，ひえ，きび，もろこ

しなどの穀物
こくもつ

を作ってきた。 
 
※この単元で出題頻度が高いのは「遊牧」

「焼畑農業」である。 
 



[問題](前期中間) 
 次の文の①～③に適語を入れよ。 
アフリカ北部のサハラ砂漠の南のふち

に広がる地域を( ① )とよぶ。(①)では，

水や草を求めて移動しながら，やぎや羊

などの家畜を育てる牧畜がおこなわれて

きた。このような牧畜を( ② )という。

また，(①)では，草原を焼き，その灰を

肥料とする( ③ )農業が行われてきた。 
 
[解答]① サヘル ② 遊牧 ③ 焼畑 
 



[問題](1学期期末) 
 次の各問いに答えよ。 
 
 
 
 
 
(1) 地図のXはサハラの「岸辺」を意味

する名で呼ばれている。何という呼

び名か。 
(2) (1)では水や草を求めて移動しながら，

やぎや羊などの家畜を育てる牧畜が

おこなわれている。このような牧畜

を何というか。 
(3) 砂漠や(1)で見られる，地下水がわき

出る場所を何というか。 
(4) 草原などを焼きはらって畑をつくり，

作物を栽培する農業を何というか。 



[解答](1) サヘル (2) 遊牧 
(3) オアシス (4) 焼畑農業 
 
[問題](2学期中間) 
サヘルで行われる農業について，次の

各問いに答えよ。 
(1) サヘルで栽培される作物として当て

はまらないものを[  ]から 1 つ選

べ。 
[ きび 小麦 ひえ もろこし ] 

(2) サヘルでの農業について書かれた次

のア～エのうち，誤っているものを

1つ選び，記号で答えよ。 
ア わずかに木が生えた草原を焼き

はらって畑をつくり，焼いてで

きた灰を肥料として活用する焼

畑農業を行っている。 



イ 地下水がわき出るオアシスを利

用して農業を行っている。 
ウ ヤギや羊の群れとともにえさの

あるところを移動して暮らす遊

牧を行っている。 
エ 1年間のうちに，短いながらも多

量の雨が降る期間を利用して，

トウモロコシや米の栽培が伝統

的に盛んである。 
 
[解答](1) 小麦 (2) エ 
 
 



[変化するサヘルの生活と環境] 
[問題](2学期中間) 
サヘルの人々の主食は，ひえやもろこ

し，とうもろこしなどの穀物であるが，

近年，ある施設の整備などにより，米も

普及してきた。何という施設か。 
 
[解答]かんがい施設 
[解説] 
 
 
ブルキナファソの主食は，ひえやもろこ

し，とうもろこしなどの穀物であるが，

かんがい施設の整備などにより，米も普

及してきた。代表的な料理は，粉状にし

た穀物から作るトーや，野菜の煮こみ，

羊や鳥のくし焼きである。 



※この単元でやや出題頻度が高いのは

「かんがい施設」である。「米」もときど

き出題される。 
 
 
[問題](1学期期末) 
次の文章中の①～③にあてはまる語句

を答えよ。 
ブルキナファソの主食は，ひえやもろ

こし，とうもろこしなどの穀物であるが，

( ① )施設の整備などにより，( ② )
も普及してきた。代表的な料理は，粉状

にした穀物から作る( ③ )や，野菜の

煮こみ，羊や鳥のくし焼きである。 
 
[解答]① かんがい ② 米 ③ トー 
 



[問題](1学期期末) 
西アジアや北アフリカの乾燥帯では，

住居をつくる材料として泥をかためて乾

燥させたものが使われている。何という

材料か。 
 
[解答]日干しれんが 
[解説] 
サヘルなどの乾燥帯では樹木が育たない

ため，住居の材料として木材を使うこと

はできない。泥をかためて乾燥させた

日干
ひ ぼ

しれんがが使われている。 
 
※この単元で「日干しれんが」はときど

き出題される。 
 
 



[砂漠化] 
[問題](前期中間) 
 サヘルでは，土地を休ませずに耕作や

放牧を続けたために，草も育たないやせ

た土地になる問題が起こっている。これ

を何というか。漢字3字で答えよ。 
 
[解答]砂漠化 
[解説] 
 
 
 
 
いつもより雨が少ない年が何年も続くと，

今まで植物が生えていた地域でも植物が

育たなくなる。また，人口が増えて大量

の作物や家畜，燃料が必要になると，土



地を休ませずに耕作や放牧を続けること

がある。このようなことが続くと，草も

育たないやせた土地になってしう。これ

を砂漠化
さ ば く か

という。 
現在，砂漠化を防ぐために，かまどを改

良して，たきぎの消費を減らしたり，

植林
しょくりん

をしたりするなどの活動が行われ

ている。 
 
※この単元で出題頻度が高いのは「砂漠

化」「砂漠化の原因」である。 
 
 



[問題](1学期期末) 
 砂漠化の原因を説明した文として正し

くないものを，次から1つ選べ。 
ア いつもより雨の少ない年が何年も続

く。 
イ 土地を休ませずに耕作や放牧を行う。 
ウ 人口が増えすぎたことにより，木を

切りすぎる。 
エ かんがいで海の水が流れ込んで，土

地の栄養分が失われる。 
 
[解答]エ 
 
 



[問題](前期期末) 
人口増加によってサヘルで起こってい

る砂漠化の原因を，「放牧」「まき木」の

語句を使って説明せよ。 
 
[解答]土地を休ませずに耕作や放牧を続

けたり，まき木を切りすぎたりしたため。 
 
 
[問題](1学期期末) 
サヘルでは砂漠化が問題となっている。

砂漠化を解決するために行っていること

を簡単に書け。 
 
[解答]かまどを改良してたきぎの消費を

減らしたり，植林をしたりする活動。 
 



[アラビア半島：オアシス・かんがい・遊

牧] 
[問題](1学期期末) 
次の写真は乾燥した地域に見られる水

飲み場のようすである。乾燥地帯で，地

下水がわき出て樹木が育つ場所を何と呼

ぶか。カタカナで答えよ。 
 
 
 
 
 
 
[解答]オアシス 



[解説] 
 
 
 
 
 
アラビア半島は乾燥帯

かんそうたい

の砂漠
さ ば く

気候
き こ う

で，水

が得られる場所が限られている。自然に

水がわき出てくるところや，地下水路や

井戸
い ど

を掘
ほ

ることによって水が得られると

ころなど，水を得やすい場所はオアシス

とよばれ，その周辺には人々が暮らして

いる。オアシスの周辺では，水が少なく

ても育つ小麦，なつめやしのような作物

を，がんがいなどにより栽培してきた。

また，乾燥に強いらくだや羊を飼
か

う遊牧
ゆうぼく

も行われてきた。 



※この単元で特に出題頻度が高いのは

「オアシス」である。「かんがい」「遊牧」

「乾燥帯」もよく出題される。 
 
 
[問題](前期期末改) 
 次の文章中の①～③に適語を入れよ。 
アラビア半島は乾燥帯に属し，水が得

やすい( ① )の周辺に人々が暮らして

いる。(①)の周辺では，水が少なくても

育つ小麦，なつめやしのような作物を，

地下水などをくみ上げて行う( ② )に
よって栽培してきた。また，乾燥に強い

らくだや羊を飼う( ③ )も行ってきた。 
 
[解答]① オアシス ② かんがい 
③ 遊牧 



[問題](2学期中間改) 
 次の各問いに答えよ。 
(1) アラビア半島は何という気候帯に属

するか。 
(2) (1)の地域の中でも水を得やすい場所

を何というか。 
(3) (1)の地域で行われている，水路を通

して農作物に与えるための水を引く

ことを何というか。 
(4) (2)の場所で栽培されているものとし

てふさわしいものを次の[  ]から

2つ選べ。 
[ 小麦 じゃがいも とうもろこし 
 なつめやし ] 

(5) 乾燥した地域で行われている，移動

しながら家畜を飼育することを何と

いうか。 



[解答](1) 乾燥帯 (2) オアシス 
(3) かんがい (4) 小麦，なつめやし 
(5) 遊牧 
 
 
[問題](1学期期末) 
アラビア半島の気候について，正しい

説明を次から1 つ選び，記号で答えよ。 
ア 昼と夜の気温差が大きく，降水量は

極端に少ない。 
イ 昼と夜の気温差が大きく，降水量は

かなり多い。 
ウ 昼と夜の気温差は小さく，降水量は

極端に少ない。 
エ 昼と夜の気温差は小さく，降水量は

かなり多い。 
 



[解答]ア 
[解説] 
アラビア半島は乾燥帯の中でも砂漠気候

で降水量は極端に少ない。岩石や砂は，

熱しやすく冷えやすいので，昼と夜の気

温差が大きい。 
 
 



[水をめぐる生活の変化] 
[問題](1学期期末) 
乾燥した地域の農業のようすについて

説明した次の文章の①～③に適語を入れ

よ。 
水を得にくい農地に水を引くことを

( ① )という。近年では，( ② )をく

み上げ，( ③ )という装置を使って水

をまき，野菜などの栽培を行っている。

しかし，(②)のくみ上げすぎによる枯渇

が心配されている。 
 
[解答]① かんがい ② 地下水 
③ スプリンクラー 



[解説] 
サウジアラビアなどの国々では，深い

井戸
い ど

を掘
ほ

って電動モーターで地下水を大

量にくみ上げ給水プールにためて，各家

庭にパイプを使って送る施設の整備が進

んでいる。また，スプリンクラーを使っ

て地下水を農地にまくことによって，乾

燥した地域でも野菜などの栽培が大規模

に行われるようになった。 
※この単元でときどき出題されるのは

「スプリンクラー」「地下水」である。 
 
 



[問題](1学期期末) 
次の資料は近年，乾燥した地域で行わ

れている農業のようすである。この農業

の方法について，「スプリンクラー」「野

菜や果物」の語句を使って説明せよ。 
 
 
 
 
 
 
[解答]スプリンクラーを使って地下水を

農地にまくことによって，野菜や果物を

栽培している。 
 
 



[住居・食事・衣服] 
[問題](1学期期末) 
 アラビア半島の暮らしについて，次の

各問いに答えよ。 
 
 
 
 
 
 
(1) 上の写真は乾燥した地域の伝統的な

住居のようすである。この住居の建

設に使われているものは何か。 
(2) この地域の伝統的な食事を次の

[  ]から1つ選べ。 
[ 芋の蒸し焼き トナカイの肉 
 米のおかゆ 羊の肉 ] 



[解答](1) 日干しれんが (2) 羊の肉 
[解説] 
アラビア半島は乾燥帯なので，森林が少

なく木材を得にくいため，伝統的な家に

は，土をこねてつくった日干
ひ ぼ

しれんがを

利用している。食事は，らくだや羊の肉

を焼いた料理や，小麦を使ったうす焼き

のパンのような料理がみられる。衣服は

日中の強い日ざしや砂ぼこりから身を守

るために，長そでで，たけの長いものを

着ている。 
 
※この単元で出題頻度が高いのは「日干

しれんが」である。 
 



[問題](2学期中間) 
アラビア半島の生活のようすとしてあ

てはまらないものを，次のア～エから 1
つ選べ。 
ア 衣服は長そでで，たけの長いものを

身に着けている。 
イ 伝統的な家は，日干しれんがを使っ

てつくられている。 
ウ 水を得られる地域では森林が豊富な

ため，木造の家も見られる。 
エ らくだや羊の肉を焼いた料理や，小

麦を使ったうす焼きのパンのような

料理がみられる。 
 
[解答]ウ 
 
 



[問題](1学期期末) 
 アラビア半島の生活について，次の各

問いに答えよ。 
(1) この地域の食べ物について，食べら

れていないものを次の[  ]から選

べ。 
[ 米 小麦を使った薄焼きパン 
 ラクダや羊 なつめやし ] 

(2) この地域の衣服について，工夫が見

られる点を1つ答えよ。 
 
[解答](1) 米 (2) 日中の強い日差しや

砂ぼこりから身を守るため，長そでで，

たけの長いものを着ている。 
 



【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 

http://www.fdtext.com/dp/qanda_k.html
http://www.fdtext.com/dp/seihin.html
mailto:info2@fdtext.com

