
【FdData中間期末：中学社会地理】 
[アジアの地形・気候] 

◆パソコン・タブレット版へ移動 

 
 
[重要な地形] 
[問題](2学期期末) 
 次の略地図中の a の山脈，b と c の河

川の名前を書け。 
 
 
 
 
 
 
[解答]a ヒマラヤ山脈 b 長江 c 黄河 
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[解説] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
アジアの中央部には，8000mをこえる

山々が連
つら

なるヒマラヤ山脈やチベット高

原があり，「世界の屋根
や ね

」ともいわれてい

る。 
それらの山地から，東には長江

ちょうこう

，黄河
こ う が

，

西にはインダス川，南にはメコン川など

の大きな川が流れ出ている。 



※この単元で特に出題頻度が高いのは

「ヒマラヤ山脈」「長江」「黄河」である。 
「アラビア半島」「チベット高原」「メコ

ン川」「インダス川」「インド洋」もよく

出題される。 
 
 



[問題](2学期中間) 
次の地図のA の山脈，B の高原，C～

Fの河川，Gの半島，Hの海洋の名称を

答えよ。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[解答]A ヒマラヤ山脈 B チベット高

原 C 長江 D 黄河 E メコン川 
F インダス川 G アラビア半島 
H インド洋 



[その他の地形] 
[問題](2学期期末) 
 次の各問いに答えよ。 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) 地図中のア～エから赤道を示してい

るものを選べ。 
(2) 地図中のA～Fの地形名を答えよ。 
(3) 地図中のFの山脈中にある，標高が

世界で一番高い山は何か。 
 



[解答](1) ウ (2)A インドシナ半島 
B デカン高原 C ペルシャ湾 
D ガンジス川 E ヒンドスタン平野 
F ヒマラヤ山脈 (3) エベレスト山 
[解説] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



[問題](2学期中間) 
 次の地図中のA～P の地形名などを答

えよ。 
 
 
 
 
 
 
 
 
[解答]A 黄河 B 長江 C メコン川 
D 南シナ海 E スマトラ島 
F マレー半島 G インドシナ半島 
H デカン高原 I ヒマラヤ山脈 
J チベット高原 K ゴビ砂漠 
L インダス川 M ペルシャ湾 
N アラビア半島 O カスピ海 P 赤道 



[季節風] 
[問題](2学期期末改) 
アジアの東部と南部では，次の図のよ

うに，半年ごとに風向きが逆になり，夏

は海から陸へ，冬は陸から海へ( X )
がふく。インドシナ半島やインド半島で

は，夏は海からの湿った(X)がふくため雨

量が多い(雨季)。冬は，大陸から乾燥し

た(X)がふくため雨量が少ない(乾季)。X
にあてはまる風の名前を答えよ。 
 
 
 
 
 
 
 



[解答]季節風(モンスーン) 
[解説] 
 
 
 
 
アジアの東部と南部では，図のように，

半年ごとに風向きが逆になり，夏は海か

ら陸へ，冬は陸から海方向へ風がふく。

この風を季節風
き せ つ ふ う

(モンスーン)という。 
インドシナ半島やインド半島では，夏は

海からの湿
しめ

った季節風がふくため雨量が

多い(雨季
う き

)。冬は，大陸から乾燥
かんそう

した季

節風がふくため雨量が少ない(乾季
か ん き

)。一

方，大陸内部から西アジアにかけては，

太平洋やインド洋からの風の影響が及ば

ないため乾燥帯
かんそうたい

になっている。 



※この単元で特に出題頻度が高いのは

「季節風(モンスーン)」である。「夏と冬

の風向き」もよく出題される。 
 
 
[問題](2学期中間) 
地図中の P 地点で

ふく風について次の

各問に答えよ。 
(1) 冬にふく風の向き

をA，Bから1つ

選べ。 
(2) この風を何というか。 
 
[解答](1) B (2) 季節風(モンスーン) 
 
 



[問題](前期期末) 
次の文の①～④の(  )内から適語を

選べ。また，⑤には適語を入れよ。 
アジア州では夏は①(南／北)から②(乾

燥した／湿った)風が，冬には③(南／北)
から④(乾燥した／湿った)風が吹く。こ

の風を( ⑤ )という。 
 
[解答]① 南 ② 湿った ③ 北 
④ 乾燥した ⑤ 季節風 
 
 



[問題](2学期期末) 
 次の文章中の①，②は(  )内より適

語を選び，③～⑤は適語を記入せよ。 
アジアの①(東部／西部)と南部では②

(春と秋／夏と冬)で風のふく向きが逆に

なる。この風を( ③ )という。インド

シナ半島やインド半島で，(③)の影響に

よって雨がよく降る季節を( ④ )とい

い，雨があまり降らない季節を( ⑤ )
という。 
 
[解答]① 東部 ② 夏と冬 ③ 季節風 
(モンスーン) ④ 雨季 ⑤ 乾季 
 
 



[問題](2学期中間) 
アジアの治岸部では，雨季がみられる

地域がある。雨季がおこる仕組みについ

て説明せよ。その際，影響をあたえてい

る風の名前を必ずいれること。 
 
[解答]海から大陸ににむかって湿った季

節風(モンスーン)が吹くため。 
 
 



[雨温図] 
[問題](2学期中間) 
次の地図中のリヤドとシンガポールの

雨温図を示したグラフをア～ウから1つ

ずつ選び，記号を答えよ。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



[解答]リヤド：イ シンガポール：ウ 
[解説] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



上の①～⑤の雨
う

温図
お ん ず

が何という気候帯の

ものかを判断し，次に，それぞれ下の地

図中の5つのどの都市のものかについて

考えてみる。 
まず，降水量

こうすいりょう

が非常に少ない乾燥帯
かんそうたい

の雨

温図がないかどうか調べる。雨温図のう

ち，④と⑤は降水量が非常に少ないこと

から，乾燥帯のものだと判断できる。分

布図から，乾燥帯に属するのはリヤドと

ウランバートルの2つである。ウランバ

ートルはリヤドより高緯度
こ う い ど

にあるので，

気温が低い。したがって，④がウランバ

ートル，⑤がリヤドの雨温図と判断でき

る。 
残りの①～③は，コルカタ(熱帯)，シン

ガポール(熱帯)，シャンハイ(温帯)のいず

れかなので，熱帯か温帯である。このう



ち①と②は平均気温が20℃台で，最寒
さいかん

月
げつ

の気温が18℃以上なので，熱帯であると

判断できる。赤道直下にあるシンガポー

ルは，年中雨の多い熱帯
ねったい

雨林
う り ん

気候
き こ う

なので，

雨温図は①であるとわかる。赤道からは

なれたコルカタは，雨季と乾季のある熱

帯のサバナ気候なので，雨温図は②であ

ると判断できる。温帯にあるシャンハイ

の雨温図は，平均気温が10℃台で，最寒

月の気温が－3℃～18℃である③である。 
※この単元はときどき出題される。 
 
 



[問題](2学期中間) 
次の X，Y，Z のグラフの都市を地図

中のア～ウから1つずつ選び，それぞれ

記号で答えよ。また，気候帯をそれぞれ

答えよ。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



[解答]X イ，熱帯 Y ア，乾燥帯 Z ウ，

温帯 
[解説] 
アはカラチで乾燥帯，イはシンガポール

で熱帯，ウはシャンハイで温帯である。

雨温図の X は熱帯(熱帯雨林気候)，Y は

乾燥帯，Zは温帯である。 
 
 



【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 
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