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◆パソコン・タブレット版へ移動 

 
 
[一人っ子政策] 
[問題](2学期期末改) 
中国では人口増加をおさえるために，

1979年に夫婦1組につき子どもを原則1
人に制限する( X )政策を始めた。この

政策は一定の効果をあげ，人口増加率は

低下してきている。その反面で，急激な

少子高齢化が問題になりつつある。こう

した中，2015 年に中国政府は(X)政策を

見直して，すべての夫婦に2人までの子

供を持つことを認めることとした。X に

あてはまる適語を答えよ。 

http://www.fdtext.com/dat/pdf_ch5_1_asia.pdf
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[解答]一人っ子 
[解説] 
 
 
 
 
 
1949 年の建国時に 5 億人台であった中

国の人口は，増加を続け，1970年には8
億人を越え，2018 年現在の人口は 14.2
億人になった。人口増加は食料不足をも

たらすおそれがあったので，中国政府は

人口増加を抑
おさ

えるために，1979 年に 1
夫婦に子どもは1人という一人っ子

ひ と り っ こ

政策
せいさく

を始めた。この政策は一定の効果をあげ，

人口増加率は低下してきている。しかし，

その結果として，急激な少子
しょうし

高齢化
こ う れ い か

が問



題になりつつある。現在ではこの政策が

見直され，2016年以降すべての夫婦が2
人まで子どもを育てられるようになった。 
 
※この単元で特に出題頻度が高いのは

「一人っ子政策」である。 
 
 



[問題](後期期末) 
中国では，最近まで，夫婦1組につき

子どもを原則1人に制限する政策をとっ

てきた。これについて，次の各問いに答

えよ。 
(1) この政策を何というか。 
(2) この政策は，どのような目的で実施

されたか。簡潔に説明せよ 
(3) この政策を実施したために起こった

新たな問題は何かを漢字 5 字で答え

よ。(現在の日本でも同じ問題が起こ

っている。) 
 
[解答](1) 一人っ子政策 
(2) 人口の増加をおさえるため。 
(3) 少子高齢化 
 



[問題](後期中間) 
中国では人口増加率が低下しつつある。

その理由を簡単に説明せよ。 
 
[解答]人口を抑えるための一人っ子政策

をとってきたため。 
 
 
[漢族・少数民族] 
[問題](2学期期末) 
中国の人口の9割以上をしめる民族は

何族か。 
 
[解答]漢族(漢民族) 
 



[解説] 
 
 
 
 
 
中国では人口の約 9 割をしめる漢族

かんぞく

(漢
かん

民族
みんぞく

)のほかに，55 の少数
しょうすう

民族
みんぞく

がくらし

ている。少数民族は主に中国の西部で生

活している。このように，多様な文化や

宗教が入りまじりさまざまな民族がくら

している国を多民族
た み ん ぞ く

国家
こ っ か

という。 
東南アジアの各地に移り住み，商業や金

融業を営み，現地の国籍
こくせき

をとって定着し

た中国系の人々を華人
か じ ん

という。 
 
 



※この単元で出題頻度が高いのは「漢族

(漢民族)」である。「少数民族」「華人」

もよく出題される。「多民族国家」はとき

どき出題される。 
 
[問題](2学期期末) 
中国の民族について，次の各問いに答

えよ。 
(1) 中国の全人口の 9 割をしめている民

族は何か。 
(2) (1)の民族以外(55の民族)をまとめて

何というか。 
(3) 複数の民族によってつくられる国家

を何というか。 
(4) 東南アジアの各地に移り住み，商業

や金融業を営み，現地の国籍をとっ

て定着した中国系の人々を何という

か。 



[解答](1) 漢族(漢民族) (2) 少数民族 
(3) 多民族国家 (4) 華人 
 
 
[問題](2学期中間改) 
 次の文章中の①，②に適語を入れ，③

の(  )内より適語を選べ。 
中国では人口の 9 割をしめる( ① )

族のほかに，55の( ② )民族がくらし

ている。(②)民族は主に中国の③(東部／

西部)で生活している。東南アジアの各地

に移り住み，商業や金融業を営み，現地

の国籍をとって定着した中国系の人々を

( ④ )という。 
 
[解答]① 漢(漢民) ② 少数 ③ 西部 
④ 華人 



[中国の経済成長] 
[問題](前期期末改) 
中国は，日本やアメリカなどの先進国

から資金と技術を導入して工業の発展を

はかるため，1979年に図のシェンチェン

やアモイなど 5 都市を( X )区に指定

した。日本やアメリカの企業にとって，

労働者の賃金が安くかつ労働力が豊富で

ある中国へ進出する利益が大きかったの

で，あいついで進出を行った。文章中の

Xに適語を入れよ。 
 
 
 
 
 
[解答]経済特 



[解説] 
 
 
 
 
中国は，日本やアメリカなどの先進国か

ら資金と技術を導入して工業の発展をは

かるため，1979年にシェンチェンやアモ

イ な ど を

経済特区
け いざ いとっ く

に

指定した。日

本やアメリ

カの企業に

とって，安くて豊富な労働力が手にはい

る中国へ進出する利益が大きかったので，

あいついで進出を行った。 
経済特区に指定された地区はいずれも



E沿岸部E

え ん が ん ぶ

Aである。これは，沿岸部のほうが，

船での輸出や輸入に便利だからである

(陸上輸送の費用は海上輸送費用よりは

るかに高い)。 
その後，沿岸部を中心に工業化，経済成

長が急速に進み，中国の工業製品は世界

中に輸出されるようになり，中国は「世

界の工場」と呼ばれるようになった。 
 
※この単元で特に出題頻度が高いのは

「経済特区」である。「安くて豊富な労働

力」「世界の工場」もよく出題される。 
 
 



[問題](2学期中間) 
中国の沿岸部の都市には，外国の資本

や企業を誘致し，経済発展を目指して

1979年以降に設定された地域がある。 
(1) これらの地域を何と呼ぶか。 
(2) (1)の地域が沿岸部に集中している理

由を簡単に説明せよ。 
(3) (1)の地域に外国資本が流入してきた

理由を「労働力」という語句を使っ

て簡単に説明せよ。 
 
[解答](1) 経済特区 
(2) 船での輸出や輸入に便利だから。 
(3) 安くて豊富な労働力が手にはいるか

ら。 
 
 



[問題](後期中間) 
 次の各問いに答えよ。 
 
 
 
 
 
(1) 中国が工業化を進める際に，積極的

に外国企業を受け入れた「経済特区」

の場所として正しいものを，図の A
～Cから 
1つ選べ。 

(2) 中国は近年工業化が急速に進み，中

国の工業製品は世界中に輸出される

ようになった。そのため，中国は世

界の何と呼ばれるようになったか。 



(3) 最近は，日本や欧米の企業が，中国

から東南アジアの国々に工場などを

移すようになってきている。その理

由を簡単に説明せよ。 
 
[解答](1) C (2) 世界の工場 
(3) 東南アジアの国々のほうが中国より

賃金が安いから。 
[解説] 
(3) 中国では，経済成長により労働者の

賃金が上昇してきている。このため，安

い賃金にひかれて中国に進出した日本や

欧米の企業の中には，より賃金が安い東

南アジアの国々に工場を移すものも多く

なっている。 
 
 



[沿岸部と内陸部の経済格差] 
[問題](2学期期末改) 
 次の文章中の①，②の(  )内からそ

れぞれ適語を選べ。 
中国は，1979年に経済特区を設けて先

進国から資金と技術を導入した結果，

1990年代から，①(沿岸部／内陸部)を中

心に高い経済成長を続けた。その反面，

②(沿岸部／内陸部)は貧しいまま取り残

され，(①)と(②)の経済格差が大きくなっ

た。高い収入を得るために，(②)から(①)
へ出かせぎに行く人々も増えている。 
 
[解答]① 沿岸部 ② 内陸部 
 



[解説] 
 
 
 
 
A E外資E

が い し

AA E導入E

どうにゅう

AなどのA E改革E

かいかく

AA E開放E

かいほう

A政策により，

1990年代から，中国は高い経済成長を続

け，現在では「世界の工場」と呼ばれる

までになっている。 
しかし，経済成長の中心はAE沿岸部E

え ん が ん ぶ

Aの都市

で，AE内陸部E

な い り く ぶ

A，とくに農村は貧しいままに

なっている。沿岸部都市と内陸部農村部

の経済AE格差E

か く さ

Aは拡大し続けている。内陸部

の農村と沿岸部の都市ではAE所得E

しょとく

AのAE格差E

か く さ

Aが

あるため，農村から都市へ高い収入を求

めて出かせぎへ行く人(農民工)が増えて

いる。 



沿岸部と内陸部の経済格差をなくすため，

「西部大開発」が進められている。その

内容は，鉄道や道路などの整備，工業の

育成である。 
 
※この単元で出題頻度が高いのは「内陸

部と沿岸部の経済格差が大きくなった」

である。 
 
 



[問題](後期中間) 
次の文章は，次の資料について説明し

たものである。文章中の①～③の(  )
内からそれ 
ぞれ適語を選べ。 
中国で経済発展している地域は，①(沿

岸部／内陸部)に集中し，(①)と②(沿岸部

／内陸部)との間に③(格差／競争)が広が

っている。 
 
 
 
 
 
 
 
 



[解答]① 沿岸部 ② 内陸部 ③ 格差 
 
 
[問題](2学期期末) 
次の資料に見られる中国の経済問題を

「沿岸部」「内陸部」の語句を用いて書け。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[解答]内陸部と沿岸部の経済格差が大き

い。 



[問題](2学期期末改) 
次の文は，中国の沿岸部と内陸部で

人々の収入に大きな差が生まれているこ

とを説明している。①～④にあてはまる

語句を，下の[  ]からそれぞれ選べ。 
中国の沿岸部では( ① )が発達し，

都市化が進んでいる。( ② )では農業

が中心のため収入が少ない。そのため，

より多くの収入を求めて，都市への

( ③ )も多くなっている。一方，沿岸

部と内陸部の経済格差をなくすため，

「( ④ )大開発」が進められている。

その内容は，鉄道や道路などの整備，工

業の育成である。 
[ 鉱業 工業 山間部 内陸部 
 出かせぎ U ターン 東部 西部 ] 
 



[解答]① 工業 ② 内陸部 
③ 出かせぎ ④ 西部 
 
 
[問題](補充問題) 
中国では，急速な工業化と都市化によ

って深刻な環境問題が生じている。どの

ような問題か。「～汚染」という形で 3
つあげよ。 
 
[解答]大気汚染，水質汚染，土壌汚染 
[解説] 
中国では，急速な工業化と都市化によっ

て深刻な環境問題が生じている。ばいAE煙E

えん

A

や光化学スモッグによるAE大気E

た い き

AAE汚染E

お せ ん

Aはペキ

ンなどの大都市で特に深刻である。

P.5(微小粒子状物質)はAE偏西風E

へんせいふう

Aに乗って日



本などへもAE飛来E

ひ ら い

Aしている。また，工場や

家庭からの排水によるAE水質E

すいしつ

AAE汚染E

お せ ん

A，AE廃棄物E

は い き ぶ つ

A

によるAE土壌E

どじょう

A汚染なども深刻である。 
 
 



[中国の農業] 
[問題](2学期中間改) 
中国の農業は大きく3つに区分される。

次の図のAの乾燥した地域では羊など乾

燥に強い家畜の遊牧が中心である。降水

量の少ないBの一帯では小麦や大豆など

を作る畑作が中心である。また，降水量

が多く温暖なCの長江流域やそれより南

の地域では( X )作を中心とした農業

が行われている。X にあてはまる語句を

答えよ。 
 
 
 
 
 
 



[解答]稲 
[解説] 
 
 
 
 
 
 
中国の農業は大きく3つに区分される。A

E揚子E

よ う す

AAE江E

こう

A流域のAE華中E

かちゅう

Aやチュー川流域のAE河南E

か な ん

A

など，温暖でA E降水量E

こうすいりょう

Aの多い地域ではAE稲作E

いなさく

Aや茶の栽培がさかんである。華南のチュ

ー川流域では，暖かい気候を利用して米

のAE二期作E

に き さ く

Aが行われている。 
降水量が少ないAE黄河E

こ う が

A流域のAE華E

か

AAE北E

ほく

Aや東北地

方では，小麦，大豆，とうもろこしなど

のAE畑作E

はたさく

Aが中心である。乾燥した西部では



羊などを飼うA E牧畜E

ぼくちく

A(A E遊牧E

ゆうぼく

A)が行われている。 
中国は，小麦や米の生産量が世界1位で

ある。しかし，人口が多いため，生産量

された小麦や米は国内で消費され，さら

に，不足分は輸入にたよっている。 
 
※この単元で出題頻度が高いのは，南部

で「稲作」，北部で「畑作(小麦や大豆)」，
西部で「牧畜(遊牧)」である。 
 
 



[問題](後期中間) 
次の図の中国の農業分布図を見て，A

～C の各地域にあてはまる文を次のア～

ウからそれぞれ選び，記号で答えよ。 
 
 
 
 
 
ア 降水量の少ないこの地域では，小麦

や大豆などを作る畑作が中心である。 
イ 乾燥したこの地域では，遊牧などの

牧畜がさかんである。 
ウ 降水量が多く温暖なこの地域では稲

作を中心とした農業が行われている。 
 
[解答]A イ B ア C ウ 



[問題](前期期末) 
中国の農業についてまとめた次の文の

①～④にあてはまる語句を答えよ。ただ

し，①と③は漢字 2 字，②と④は漢字 1
字で答えよ。 

( ① )量の多い華中や華南では

( ② )作，(①)量の少ない東北区や華北

では( ③ )，大豆，とうもろこしなど

の( ④ )作がさかんである。 
 
[解答]① 降水 ② 稲 ③ 小麦 ④ 畑 
 
 



[問題](1学期中間) 
 中国の農業について，次の各問いに答

えよ。 
(1) 華中，華南の気温が高く雨が多い地

方の代表的な農作物を1つ書け。 
(2) 気温が高い南部で，同じ作物を 1 年

に 2 回つくる農業が行われている。

このような農業を何というか。漢字

3字で答えよ。 
(3) 華北，東北の気温が低く雨が少ない

地方の代表的な農作物を2つ書け。 
(4) 内陸部では羊などを連れ，人間も移

動する牧畜が行われているが，これ

を何というか。 
 
[解答](1) 米 (2) 二期作 (3) 小麦，大

豆(とうもろこし) (4) 遊牧 



[問題](2学期中間) 
中国の東北区・華北と華中・華南では

作られている農作物に大きな違いがある。

これはどのような違いか，「降水量」「稲

作」「畑作」という語句を使って簡単に答

えよ。 
 
[解答]東北区・華北では降水量が少ない

ので畑作が，華中・華南では降水量が多

いので稲作が行われている。 
 
 



[問題](前期期末) 
 次の各問いに答えよ。 
(1) 中国は，米，小麦の生産量が世界第

1位である。次の資料は，2016年の

米，小麦のいずれかの生産量が多い

上位 5 か国とその割合を示している。

米の統計を示しているのは，A，B
のどちらか。 
A：中国(28.3％)，インド(21.4％)，
インドネシア(10.4％)，バングラデシ

ュ(7.1％)， 
ベトナム(5.9％) 

B：中国(17.6％)，インド(12.5％)，
ロシア(9.8％)，アメリカ合衆国

(8.4％)，カナダ(4.1％) 
(2) 中国は米の生産量が世界 1 位である

が，米の輸出量より輸入量が多い。

その理由を簡単に説明せよ。 



[解答](1) A (2) 人口が多いため米の消

費量も多いから。 
[解説] 
(1) 米，小麦ともに生産量が 1 位は中国

で2位はインドである。Aは3位以下に

アジアの国が並んでいるので米の生産を

表していると判断できる。 
(統計修正)「世界国勢図会 2018/2019」
P204 
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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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