
【FdData中間期末：中学社会地理】 
[熱帯の暮らし] 

◆パソコン・タブレット版へ移動 

 
 
[気候と自然] 
[問題](1学期期末) 
フィジーのような熱帯の地域にある，

うっそうとした森林を何というか。 
 
[解答]熱帯雨林 
[解説] 
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フィジーは南太平洋にある島国で，気温

は一年中およそ25℃で，熱帯
ねったい

という気候

帯にある。熱帯にあるうっそうとした森

林を熱帯
ねったい

雨林
う り ん

という。 
島の周辺には美しいさんご礁

しょう

が発達し

ており，豊かな自然を生かした観光業が

さかんである。しかし，観光開発によっ

てさんご礁
しょう

やマングローブが破壊
は か い

され

るといった問題がおこっている。 
 
※この単元で出題頻度が高いのは「熱帯

雨林」「さんご礁」「マングローブ」であ

る。 
 



[問題](前期中間) 
 次の各問いに答えよ。 
(1) フィジーのように，雨が多く，一年

中暑い気候帯のことを何というか。 
(2) (1)の気候帯で見られる，うっそうと

した森林を何というか。 
(3) フィジーには，美しく豊かな自然を

求めて，たくさんの観光客がやって

くる。このように観光産業が成長し

たのは，島の周辺の海に何があるか

らか。 
 
[解答](1) 熱帯 (2) 熱帯雨林 
(3) さんご礁 
 



[問題](1学期期末) 
フィジーで，観光開発による破壊が問

題になっているものを次の[  ]から 2
つ選べ。 
[ マングローブ オアシス さんご礁 
 タイガ ] 
 
[解答]マングローブ，さんご礁 
 
 



[問題](後期中間) 
 次の文章中の①～④に適語を入れよ。 
フィジーの気温は一年を通しておよそ

25℃と高く，季節の変化がほとんどない。

このような地域の気候帯を( ① )とい

う。(①)にあるうっそうとした森林を

( ② )という。フィジーでは島の周辺

の海に美しい( ③ )が発達しており，

豊かな自然を求めて多くの観光客がやっ

てくる。観光がさかんになり，観光開発

によって(③)や( ④ )が破壊されると

いった問題が起きている。 
 
[解答]① 熱帯 ② 熱帯雨林 
③ さんご礁 ④ マングローブ 
 
 



[フィジーの輸出品] 
[問題](後期中間) 
ココやしの実からつくる，フィジーの

重要な輸出品を何というか。 
 
[解答]コプラ 
[解説] 
 
 
 
大規模な畑で，さとうきび(砂糖の原料)
やココやしなどがつくられている。ココ

やしの実からつくるコプラ(食料油や石

けんの原料)は重要な輸出品である。漁業

も重要な産業で，日本へもまぐろを輸出

している。 
 



※この単元でやや出題頻度が高いのは

「ココやし」「コプラ」である。 
 
 
[問題](1学期期末) 
 次の各問いに答えよ。 
(1) 右の写真の作物は，

食料や燃料などフ

ィジーの人々にと

ってとても大切な

ものである。この

作物の名称を答え

よ。 
(2) フィジーの重要な輸出品である，(1)

の実からできる脂肪分に富んだもの

で，マーガリンやせっけんの原料に

なるものは何か。 



(3) フィジーでは砂糖の原料である何と

いう作物が作られているか。 
(4) フィジーが日本へ輸出している魚介

類を1つあげよ。 
 
[解答](1) ココやし (2) コプラ 
(3) さとうきび (4) まぐろ 
 
 
[住居・食事など] 
[問題](前期期末) 
右の資料はフィジー

の伝統的な住居である。

この住居の屋根は何の

葉でふいているか。 
 
[解答]やしの葉 



[解説] 
 
 
 
フィジーの住居は木や竹などでつくられ，

屋根はやしの葉でおおわれている。畑で

は主食になるキャッサバ，タロいも，ヤ

ムいもが栽培されている。地面に穴をほ

って焼けた石を置いたかまどを作り，い

ろいろな食材を入れて蒸すロボ料理が特

徴的である。 
かつてのイギリス植民地時代の影響から，

また，かつてのイギリス植民地時代の影

響から，フィジーではインド系の住民が

多い。 
 
※この単元はときどき出題される。 



[問題](1学期期末) 
 フィジーの生活について，次の各問い

に答えよ。 
(1) 人々の住居を次のア～エから選び，

記号で答えよ。 
 
 
 
 
 
 
 
(2) 畑で栽培され人々の主食になってい

るものを，次の[  ]から3つ選べ。 
[ 米 キャッサバ タロいも もろ

こし 大麦 ヤムいも ] 



(3) 地面に穴をほって焼けた石を置いた

かまどを作り，いろいろな食材を入

れて蒸す料理を何というか。 
(4) かつてのイギリス植民地時代の影響

から，フィジーでは何系の住民が多

いか。 
 
[解答](1) ア (2) キャッサバ，タロいも，

ヤムいも (3) ロボ料理 (4) インド系 
 
 



[インドネシア] 
 [問題](前期中間) 
 次の文章中の①，②に適語を入れよ。 
 インドネシアは熱帯雨林気候で，

( ① )という一時的な強い風をともな

う大つぶの雨が毎日のように降る。伝統

的な家は，熱や湿気がこもらないように

( ② )になっている。 
 
[解答]① スコール ② 高床 
[解説] 
 
 
 
 
 
 



赤道付近に位置するインドネシアは熱帯
ねったい

である。熱帯は， 
一年を通して気温が高く雨が多い熱帯

ねったい

雨林
う り ん

気候
き こ う

と，雨季
う き

と乾季
か ん き

がはっきり分か

れているサバナ気候に分類できるが，イ

ンドネシアは熱帯雨林気候である。イン

ドネシアでは，一年中緑の葉がうっそう

と生いしげった熱帯林(熱帯雨林)が広が

っている。一日の天気は変わりやすく，

スコールという一時的な強い風をともな

う大つぶの雨が毎日のように降
ふ

る。 
伝統的な家は，柱や壁に木材を使い，屋

根は木の葉を重ねてつくられ，床は地面

からはなれた高床
たかゆか

になっていて，家の中

に熱や湿気がこもらないように工夫して

いる。 
 



人々は汗をすいやすく風通しの良い衣服

で過ごす。人々の主食は，熱帯でよく育

つキャッサバやタロいもなどのいも類や

米である。 
 
※この単元で特に出題頻度が高いのは

「スコール」である。「熱帯林(熱帯雨林)」
「高床」もよく出題される。 
 
 



[問題](1学期中間) 
インドネシアの暮らしについて，次の

各問いに答えよ。 
 
 
 
 
 
 
(1) この地域でみられる一年中緑の葉が

うっそうと生い茂った森林を何とい

うか。 
(2) 赤道付近の気温の高い地域でみられ

る，毎日のように一時的に降る強い

雨を何というか。 



(3) 次の(  )にあてはまる語句を，上の

写真を参考にして答えよ。 
伝統的な家は，柱や壁に( ① )

を使用し，屋根は木の葉を使用して

いる。また，熱や( ② )をにがすた

め，床は( ③ )になっている。 
 
[解答](1) 熱帯林(熱帯雨林) 
(2) スコール (3)① 木材 ② 湿気 
③ 高床 
 
 



[問題](1学期期末) 
 次の文を読んで，後の各問いに答えよ。 
インドネシアは，雨が多く一年を通し

て気温が高い( ① )という気候帯に属

している。インドネシアでは一日の天気

が変わりやすく( ② )という一時的な

強い風をともなう大粒の雨が毎日のよう

に降る。この地域の伝統的な家は床が地

面から離れた( ③ )になっている。

人々は汗をすいやすく風通しの( ④ )
衣服で過ごす。 
(1) 上の文中の①～④に適語を入れよ。 
(2) 本文中の(①)の気候帯は，一年を通し

て気温が高く雨が多い( A )気候

と，一年を通して気温が高く，雨季

と乾季がはっきり分かれている

( B )気候に分類できる。A，B に

適語を入れよ。 



(3) この地域で見られる一年中緑の葉が

うっそうと生い茂った森林を何とい

うか。 
(4) 本文中の(③)の家が見られる理由を

説明せよ。 
(5) この地域の人々の主食を次の[  ]

から2つ選べ。 
[ じゃがいも キャッサバ 
 とうもろこし タロいも ] 

 
[解答](1)① 熱帯 ② スコール 
③ 高床 ④ 良い (2)A 熱帯雨林 
B サバナ (3) 熱帯林(熱帯雨林) 
(4) 熱や湿気がこもらないようにするた

め。 (5) キャッサバ，タロいも 
 



【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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