
【FdData中間期末：中学社会地理】 
[宗教] 

◆パソコン・タブレット版へ移動 

 

 
[分布] 
[問題](2学期中間) 
次の地図中のA～Dの地域で広く信仰

されている宗教をそれぞれ答えよ。 
 
 
 
 
 
 
[解答]A キリスト教 B イスラム教 
C ヒンドゥー教 D 仏教 
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[解説] 
 
 
 
 
 
 
 
世界の三大宗教は，キリスト教，イスラ

ム教，仏教である。そのほかにヒンドゥ

ー教などがある。 
仏教は紀元前6世紀ごろのインドでシャ

カが始め，その後，中国や東南アジアに

伝わった。しかし，インドでは仏教はお

とろえ，ヒンドゥー教が中心となってい

る。 
 



イスラム教は，610 年にアラビア半島の

商人ムハンマドが始めた宗教である。ム

ハンマドはアラビア半島を統一し，さら

にその後継者
こうけいしゃ

たちが西は北アフリカから，

西アジアや中央アジアにまでいたる巨大

なイスラム帝国をつくった。さらに，イ

スラム商人によって東南アジアの一部

(インドネシア，マレーシアなど)に伝え

られた。キリスト教はイエスがユダヤ教

をもとにはじめた宗教である。ヨーロッ

パやロシアで信仰されている。地理上の

発見の後，ヨーロッパ人は南アメリカ，

北アメリカに進出し，キリスト教をもち

こんだ。また，イギリスの植民地となっ

たオセアニアにもキリスト教が広まった。 
※この単元(各宗教の分布)は特に出題頻

度が高い。 



[問題](1学期期末) 
地図のア～エの地域で信仰されている

宗教を下の[  ]からそれぞれ選べ。 
[ キリスト教 イスラム教 
 ヒンドゥー教 仏教 ] 
 
 
 
 
 
 
[解答]ア キリスト教 イ ヒンドゥー教 
ウ イスラム教 エ 仏教 
 



[問題](2学期中間) 
次の①～④の地域や国で信者が多い宗

教を下の[  ]からそれぞれ選べ。 
① 西アジアや北アフリカ 
② ヨーロッパや北アメリカ 
③ タイ，ベトナム 
④ インド 
[ キリスト教 仏教 イスラム教 
 ヒンドゥー教 ] 
 
[解答]① イスラム教 ② キリスト教 
③ 仏教 ④ ヒンドゥー教 
 
 



[イスラム教] 
[問題](2学期中間) 
イスラム教について述べた次の文中の

①，②にあてはまる語句を答えよ。 
 イスラム教は，7 世紀前半にムハンマ

ドによって開かれた宗教で，その教典で

ある( ① )には，1 日 5 回，聖地であ

るメッカの方向に向かって礼拝を行うこ

と，イスラム暦の 9 月(ラマダン)に 1 か

月間，日中に一切食事をとらない

( ② )を行うこと，豚肉を食べてはな

らないこと，酒を飲んではならないこと

などが定められている。 
 
[解答]① コーラン ② 断食 
 
 



[解説] 
 
 
 
 
 
 
イスラム教は，7 世紀前半にムハンマド

によって開かれた宗教で，北アフリカ，

西アジア，中央アジアなどで信仰されて

いる。イスラム教

の教典
きょうてん

はコーラン

で，アラー(アッラ

ー)を唯一の神と

している。イスラム教では，豚肉を食べ

たり，酒を飲んだりすることは禁じられ

ている。信者は，金曜日に各地にあるモ



スクという寺院に礼拝
れいはい

に行く。また，1
日5回メッカのカーバー神殿に向かって

礼拝をする。さらに，イスラム暦
れき

の9月

(ラマダン)になると約 1 か月の間，日の

出から日没までまったく飲食をしない

断食
だんじき

を行う。 
 
※この単元で出題頻度が高いのは「イス

ラム教」「コーラン」「断食」である。 
 
 



[問題](前期中間) 
 次の各問いに答えよ。 
(1) イスラム教を開いた人物は誰か。 
(2) イスラム教の教典は何か。 
(3) イスラム暦の 9 月(ラマダン)に 1 か

月間，日中に一切食事をとらない宗

教行事を何というか。漢字 2 字で答

えよ。 
(4) イスラム教の聖地はどこか。 
(5) イスラム教で，食べることが禁止さ

れている動物は何か。 
(6) イスラム教を信じる人々が金曜日に

集まっていのりをささげる礼拝所を

何というか。カタカナ3字で答えよ。 
 
[解答](1) ムハンマド (2) コーラン 
(3) 断食 (4) メッカ (5) 豚 
(6) モスク 



[ヒンドゥー教] 
[問題](前期期末) 
 次の各問いに答えよ。 
(1) インドを中心として信仰されている

宗教名を答えよ。 
(2) (1)の宗教では，ある動物が神の使い

とされているため，その肉を食べな

い。この動物は何か。 
 
[解答](1) ヒンドゥー教 (2) 牛 
[解説] 
 
 
 
 
 
 



世界の三大宗教は，キリス

ト教，イスラム教，仏教で

ある。ヒンドゥー教やユダ

ヤ教は特定の民族や地域で信仰
しんこう

されてい

るため，三大宗教にはいらない。 
インドでは，ヒンドゥー教が信仰されて

いる。カーストといわれる身分制度とつ

ながりが深い。ヒンドゥー教徒は，牛を

神の使いと考え牛肉を食べない。また，

ガンジス川は聖なる川とされ，人々が水

に身をひたして沐浴
もくよく

(体を清め罪を流し

去ること)を行う。 
 
※この単元で出題頻度が高いのは「ヒン

ドゥー教」「牛を食べない」である。 
 
 



[問題](前期期末) 
 次の文章中の①～③に適語を入れよ。 
インドでは80％以上の人々が( ① )

教を信仰しており，インドの社会や暮ら

しに大きな影響を与えている。(①)教で

は( ② )は神の使いとされている。こ

のため(①)教を信仰している人は(②)を
食べない。また，( ③ )川は聖なる川

とされ，人々が水に身をひたして沐浴(体
を清め罪を流し去ること)を行う。 
 
[解答]① ヒンドゥー ② 牛 
③ ガンジス 
 



[問題](2学期中間) 
インドのファストフード店では，牛肉

のかわりに鶏肉などを使うことが多いが，

その理由を「ヒンドゥー教」「神の使い」

の語句を使って答えよ。 
 
[解答]ヒンドゥー教では牛は神の使いと

されていて，牛を食べないから。 
 
 
[問題](前期期末) 
 次の各問いに答えよ。 
(1) 世界の三大宗教を答えよ。 
(2) ヒンドゥー教は，仏教より信仰して

いる人口は多いが，三大宗教ではな

い。その理由を簡単に説明せよ。 
 



[解答](1) キリスト教，イスラム教，仏教 

(2) 特定の民族や地域と強く結びついて

いるため。 
 
 
[キリスト教] 
[問題](後期中間) 
 次の宗教は何か。 
「イエスが開いた宗教で，その教典は聖

書で，信者は日曜日に教会に礼拝に行く。

ヨーロッパ，ロシア，南北アメリカなど

で信仰されている。」 
 
[解答]キリスト教 



[解説] 
 
 
 
 
キリスト教はイエスがはじめた宗教であ

る。教典は聖書
せいしょ

である。ヨーロッパ，ロ

シア，南北アメリカなどで信仰されてい

る。信者は日曜日に教会に礼拝に行く。 
 
※この単元で出題頻度が高いのは「キリ

スト教」である。「イエス」「教会」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) キリスト教を開いた人物は誰か。 
(2) キリスト教の教典は何か。 
(3) キリスト教の信者が日曜日に行く礼

拝所は何か。 
 
[解答](1) イエス (2) 聖書 (3) 教会 
 
 
[仏教] 
[問題](1学期中間) 
 次の各問いに答えよ。 
(1) 仏教を開いた人物は誰か。 
(2) 仏教の経典を何というか，漢字 1 字

で答えよ。 
 



[解答](1) シャカ (2) 経 
[解説] 
 
 
 
 
世界三大宗教の1つである仏教は，イン

ドでシャカが紀元前6世紀ごろに始めた。

教典は経
きょう

である。仏教が信仰されている

のは，タイなど東南アジアの一部，中国，

日本である。タイでは，町をめぐって食

べ物などを受け取る托鉢
たくはつ

が，僧の修行と

して行われる。 
 
※この単元でやや出題頻度が高いのは

「シャカ」である。 
 



[宗教全般] 
[問題](3学期) 
次の地図中のA～Dは宗教の分布をし

めしている。イスラム教，仏教，キリス

ト教，ヒンドゥー教にあてはまるものを

A～D，ア～エからそれぞれ選べ。 
 
 
 
 
 
 
 
ア 牛を神の使いと考え牛肉を食べない。 
イ シャカが始めた宗教で，教典は「経」

である。 



ウ 教典は「コーラン」で，ラマダンに

は断食を行う。 
エ 「聖書」を教典とし，日曜日には教

会で祈りをささげる人が多い。 
 
[解答]イスラム教：B，ウ 仏教：A，イ 
キリスト教：D，エ 
ヒンドゥー教：C，ア 
 
 



[問題](前期中間) 
次の①～⑦の文は何という宗教と関連

が深いか。キリスト教なら「キ」，イスラ

ム教なら「イ」，仏教なら「仏」，ヒンド

ゥー教なら「ヒ」と答えよ。 
① 豚肉を食べない。 
② 牛を食べない。 
③ 教典は聖書である。 
④ 教典はコーランである。 
⑤ 教典は経である。 
⑥ ラマダンには断食を行う。 
⑦ 日曜日には教会に行って礼拝を行う。 
 
[解答]① イ ② ヒ ③ キ ④ イ 
⑤ 仏 ⑥ イ ⑦ キ 
 
 



[問題](1学期中間) 
次の文章中の①～⑩に適語を入れよ。 
世界にはさまざまな宗教がある。その

中でも，東アジアや東南アジアに広がっ

ている( ① )教，ヨーロッパ州や南北

アメリカ州に広がっている( ② )教，

北アフリカや西アジアなどに広がってい

る( ③ )教は世界の( ④ )宗教とい

われている。(①)教はシャカが始めた宗

教で教典は( ⑤ )である。 (②)教の教

典は( ⑥ )である。(③)教の教典は

( ⑦ )である。(③)教徒は( ⑧ )肉を

食べない。これらの宗教以外にも，イン

ドで広がっている( ⑨ )教がある。(⑨)
教では神の使いである( ⑩ )を食べな

い。 
 



[解答]① 仏 ② キリスト 
③ イスラム ④ 三大 ⑤ 経 ⑥ 聖書 
⑦ コーラン ⑧ 豚 ⑨ ヒンドゥー 
⑩ 牛 
 
 



[問題](2学期中間) 
次の資料を見て，各問いに答えよ。 

 
 
 
 
 
 
 
 
(1) A～D にもっとも関係の深い宗教名

をそれぞれ答えよ。 
(2) 次の①～④は，A～D のどの宗教と

関係が深いか。 
① 牛を神の使いと考え，牛肉を食

べない。 
② 豚肉を食べたり，酒を飲んだり

してはいけない。 



③ 日曜日には教会に行く。 
④ 食べ物などを受け取る托鉢が，

修行として行われる。 
(3) A～Dの宗教が分布している地域を，

次のア～エからそれぞれ 1 つずつ選

べ。 
ア 北アフリカ，西アジア，中央ア

ジア，東南アジア 
イ 東南アジア，東アジア 
ウ おもにインドやその他一部の地

域 
エ ヨーロッパ，南北アメリカ，オ

セアニア 
(4) ①A～D のうち，世界三大宗教でな

いものを選べ。②また，その宗教が

三大宗教に属していない理由を説明

せよ。 



(5) A の写真で人々はこの宗教の聖地に

むかって礼拝しているが，その聖地

とはどこか。 
(6) D の写真で人々が沐浴している川の

名前を答えよ。 
 
[解答](1)A イスラム教 B 仏教 
C キリスト教 D ヒンドゥー教 
(2)① D ② A ③ C ④ B (3)A ア 
B イ C エ D ウ (4)① D 
② 特定の民族や地域で信仰されている

から。 (5) メッカ (6) ガンジス川 
 



【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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