
【FdData中間期末：中学社会地理】 
[東南アジア] 

◆パソコン・タブレット版へ移動 

 
 
[ASEAN] 
[問題](2学期期末) 
東南アジアの政治や経済の協力を深め

るために 1967 年に結成された組織は何

か。アルファベットを使って答えよ。 
 
[解答]ASEAN 
[解説] 
 
 
 
 

http://www.fdtext.com/dat/pdf_ch5_1_asia.pdf
http://www.fdtext.com/dat/pdf_ch5_1_asia.pdf


ASEAN(アセアン)(東南アジア諸国連合)
は，1967年に，シンガポール，マレーシ

ア，インドネシア，タイ，フィリピンの

東南アジアの5か国で結成され，経済・

政治等の分野の地域協力を行っている。

現在の加盟国数は10か国である。 
 
※この単元で特に出題頻度が高いのは

「ASEAN」である。 
 
 



[問題](2学期期末) 
 次の各問いに答えよ。 
(1) 東南アジアの地域で，経済・社会・

文化・政治・安全保障などで協力し

あっている組織を何というか。①ア

ルファベットで書け。②また，正式

名称を日本語で書け。 
(2) (1)の組織の現在の加盟国数を答えよ。 
 
[解答](1)① ASEAN 
② 東南アジア諸国連合 (2) 10か国 
 
 



[問題](1学期中間) 
 次の a～d の組織や総称について，各

問いに答えよ。 
a：アジアNIES  b：ASEAN 
c：OPEC  d：APEC 
(1) シンガポールがはいるものを a～d

からすべて選べ。 
(2) 日本がはいるものを a～d からすべ

て選べ。 
 
[解答](1) a，b，d (2) d 
[解説] 
アジア NIES は韓国，台湾，ホンコン，

シンガポールの4か国。OPECは中東の

産油国が中心の組織。APECにはアジア

太平洋地域の 21 か国が参加している。

シンガポールなどの東南アジアの国も参

加している。 



[工業の発展] 
[問題](1学期期末) 
 次の文中の①，②に適語を入れよ。 
東南アジア各国で工業化が進んだ背景

には，日本などの外国企業の進出がある。

日本企業がアジア各国に進出した理由の

1 つは，日本と比べて労働者の賃金が

( ① )いためである。東南アジア各国

も工業用地を整備して，外国企業を受け

入れる( ② )団地を作って，外国企業

の誘致をはかった。 
 
[解答]① 安 ② 工業 
 



[解説] 
 
 
 
 
 
近年，東南アジアや中国などに，日本企

業などの外国企業が進出した。これは，

日本と比べて労働者の賃金
ちんぎん

がはるかに安

いためである。家電製品，自動車，冷凍
れいとう

食

品などをつくる日本企業が，アジアの

国々に工場を建設して日本向けの製品を

生産している。さらに，アジア各国で経

済が発展すると，これらの国々向けの製

品を生産するために，日本から進出する

企業も増えている。タイやマレーシアな

どの工業が発達してきた国々は，工業
こうぎょう



E団地E

だ ん ち

Aをつくって外国の企業を積極的に受

け入れる政策をとっている。最近では，A

E人件費E

じ ん け ん ひ

Aの上昇などが原因で中国からAE撤退E

てったい

A

し，かわりに，東南アジアへ進出する日

本企業が増えている。 
 
※この単元で出題頻度が高いのは「労働

者の賃金が安いため」である。「工業団地」

もよく出題される。 
 
 



[問題](2学期期末) 
日本などの外国企業による東南アジア

への進出が増えた理由について，次の文

の①，②にあてはまる語句を答えよ。た

だし，①は漢字4字，②は漢字2字とす

る。 
東南アジアの国々は，工業化を進める

ために( ① )を整備し，労働者の

( ② )の安さを生かして外国企業を受

け入れてきた。 
 
[解答]① 工業団地 ② 賃金 
 
 



[問題](2学期期末) 
 次の各問いに答えよ。 

 
 
 
 

(1) 日本企業がタイに多く進出している

のはなぜか。上の資料をみて，「賃金」

の語句を用い，「日本と比べて」に続

けて書け。 
(2) タイやベトナムなどで，外国企業を

受け入れて工業化を図るために作ら

れた団地を何というか。 
 
[解答](1) 日本と比べて労働者の賃金が

安いため。 (2) 工業団地 
 

 賃金(月) 
日本 29万400円 
タイ  3万871円 



[輸出品の変化] 
[問題](2学期中間) 
 マレーシア，タイ，インドネシアの最

近の輸出品で何の項目の割合が増えてい

るか。次の[  ]から1つ選べ。 
[ 機械類 石油 自動車 天然ゴム ] 
 
[解答]機械類 
[解説] 
 
 
 
 
かつて，マレーシアやタイなどの輸出の

中心は，鉱産資源(石油，すずなど)や農

産物(天然ゴム，米など)が中心であった。

しかし，工業化が進み，現在では，機械

類などの工業製品が輸出の中心になった。 



(統計出典)「世界国勢図会 2018/2019」
P313，315 
 
※この単元で出題頻度が高いのは，輸出

の中心が「鉱産資源や農産物→機械類な

どの工業製品」に変化したという点であ

る。 
 
 
[問題](前期期末) 
 次の文章中の①，②の(  )内からそ

れぞれ適語を選べ。 
マレーシアやタイなどの輸出品目の割

合は①(資源や農産物／工業製品)が減り，

②(資源や農産物／工業製品)が増加した。 
 
[解答]① 資源や農産物 ② 工業製品 



[東南アジアの稲作] 
[問題](2学期期末改) 
 インドシナ半島の大きな川の流域の平

野やジャワ島などでは，季節風の影響を

受けて降水量が多く，稲作がさかんであ

る。年に2回米をつくる( X )作ができ

る地域もある。1970年代に，かんがい設

備の整備などで米の増産が進んだ。X に

適語を入れよ。 
 
[解答]二期 
[解説] 
 
 
 
 
 



東南アジアでは，年に2回米をA E収穫E

しゅうかく

AするA

E二期作E

に き さ く

Aが行われている。1970年代に，南

アジアや東南アジアでは，かんがいAE設備E

せ つ び

A

の整備などで米の増産が進んだ。 
 
※この単元で出題頻度が高いのは「米」

「二期作」である。 
 
 
[問題](2学期中間) 
 次の各問いに答えよ。 
(1) 地図中のAやBの国で多く生産され

る農作物を次から選べ。 
[ 小麦 米 大麦 いも ] 

(2) 同じ土地で，年に 2 回同じ作物をつ

くることを何というか。 
[解答](1) 米 (2) 二期作 



[問題](2学期中間) 
 次の各問いに答えよ。 
(1) 東南アジアの大河川の流域などでお

もに生産されている農作物は何か。 
(2) 1970年代に入ると，南アジアや東南

アジアでは(1)の農作物の増産が進ん

だ。その理由としては農業の近代化

があげられるが，特に耕地に水を運

べるように整備したことが大きい。

下線部の設備を何設備というか。 
(3) 東南アジアには(1)の農作物の二期作

が行われている地域がある。二期作

とは何か。簡単に説明せよ。 
 
[解答](1) 米 (2) かんがい設備 
(3) 同じ作物を年に2度収穫する農業。 
 



[問題](2学期期末) 
次のグラフは米の国別生産量と輸出量

を示している。A，Bの国名を書け。 
 
 
 
 
 
 
 
[解答]A 中国 B タイ 
[解説] 
 
 
 
 
 



米の生産が多いのは中国とインドである。

しかし，中国は人口が多いため国内の消

費も多く，生産した米のほとんどを国内

で消費するため，米の輸入量が輸出量よ

りも多い。米の生産量が世界第2位のイ

ンドは，近年輸出量も増加している。 
米の輸出が最も多いのは，タイ(世界1位)
である。 
(統計修正)「世界国勢図会 2018/2019」
P205，222 
 
※この単元でよく出題頻度されるの，「米

の輸出世界1位はタイ」である。 
 
 



[プランテーションなど] 
[問題](2学期中間改) 
マレーシアやインドネシアなどでは，

ゴムやコーヒーなどを大農園で栽培する

ために植民地の時代につくられた

( X )という大農園が，第二次世界大戦

後には現地の人々によって経営されるよ

うになった。その一方で，パーム油の原

料であるアブラやしの農園にするために

大規模な開発が進み，熱帯雨林の減少も

起こっている。フィリピンではバナナの

(X)が開かれ，タイやインドネシアなどの

マングローブが広がる海岸では，日本に

輸出するためにえびの養殖場がつくられ

た。文章中のXに適する語をカタカナで

答えよ 
 



[解答]プランテーション 
[解説] 
 
 
 
 
 
 
マレーシアやインドネシアなどでは，ゴ

ムやコーヒーなどをAE大農園E

だいのうえん

AでAE栽培E

さいばい

Aするた

めにAE植民地E

しょくみんち

Aの時代につくられたプランテ

ーションが，第二次世界大戦後には現地

の人々によって経営されるようになった。

マレーシアなどでは，アブラやし(マーガ

リン等を作るためのパーム油の原料)の
農園にするために大規模な開発が進み，A

E熱帯E

ねったい

AA E林E

りん

A(A E熱帯E

ねったい

AA E雨林E

う り ん

A)の減少も起こっている。 



タイやインドネシアなどのマングローブ

が広がる海岸では，日本に輸出するため

にえびのA E養殖場 E

ようしょくじょう

Aがつくられ，フィリピ

ンではバナナ農園が開かれてきた。 
 
※この単元で特に出題頻度が高いのは

「プランテーション」である。「植民地時

代」「アブラやし」「熱帯林の減少」もと

きどき出題される。 
 
 



[問題](2学期中間) 
東南アジアの農業について書かれた次

の文を読み，後の各問いに答えよ。 
東南アジアで，単一の作物を輸出用に

栽培するために( ① )時代に作られた

大規模な農園を( ② )という。 
(1) 文中の①，②に当てはまる語句を書

け。ただし，①は漢字 3 字，②はカ

タカナで答えよ。 
(2) ②の大規模な農園で栽培される作物

に当てはまらないものを次の[  ]
から1つ選べ。 
[ アブラヤシ コーヒー 
 天然ゴム 米 ] 

 
[解答](1)① 植民地 
② プランテーション (2) 米 



[問題](後期中間) 
 次の各問いに答えよ。 
(1) マレーシアやインドネシアには，植

民地時代から天然ゴムやコーヒーな

どを栽培するためにつくられた大規

模な農園があった。この大規模な農

園を何と呼ぶか。 
(2) 農園の大規模開発を行うことによっ

てどのような環境問題がおこってい

るか，説明せよ。 
(3) 近年マーガリン等を作るためにパー

ム油が利用されているが，このパー

ム油の原料となる植物の名前を答え

よ。 
 
[解答](1) プランテーション 
(2) 熱帯林の減少 (3) アブラやし 



[問題](1学期期末) 
次の文中の①，②に適語を入れよ。 
タイやインドネシアなどのマングロー

ブが広がる海岸では，日本に輸出するた

めに( ① )の養殖場がつくられ，フィ

リピンでは( ② )農園が開かれてきた。 
 
[解答]① えび ② バナナ 
 
 
[急速な都市化と課題] 
[問題](2学期中間) 
東南アジアの各都市では人口が急増し，

都市圏が拡大したことにより，激しい交

通渋滞や(  )と呼ばれる劣悪な住環境

などの都市問題が起きている。(  )に
適語を入れよ。 



[解答]スラム 
[解説] 
 
 
 
 
 
タイ，インドネシア，マレーシアなどで

は，農業の機械化が進んで農村で人手がA

E余E

あま

Aるようになった。都市部では工業化が

進んだため，働く場を求めて多くの若者

が農村から都市へ出て行くようになった。 
都市の人口が急増し都市圏が拡大したこ

とにより，さまざまな都市問題が起こっ

ている。すなわち，急ごしらえの住宅で

電気・水道などが通っていない場所があ

ったり，低所得者層の集まる生活環境の



悪いスラムができたりしている。また，

激しいA E交通E

こうつう

AA E渋滞E

じゅうたい

AやA E通勤E

つうきん

Aラッシュが起こ

っている。 
 
※この単元で出題頻度が高いのは「スラ

ム」である。 
 
 



[問題](前期期末) 
東南アジアで課題となっている都市問

題に関しての説明として誤っているもの

をア～エから1つ選べ。 
ア 急激な人口増加により，激しい交通

渋滞や通勤ラッシュが起こっている。 
イ 急ごしらえの住宅で電気・水道など

が通っていない場所がある。 
ウ 低所得者層の集まる，生活環境の悪

いスラムができ，治安が悪化してい

る。 
エ 都市部に集まる人々は1人暮らしの

高齢者が多く，福祉問題が課題にな

っている。 
 
[解答]エ 
 



[問題](2学期中間) 
 近年のアジア諸国では，都市部の著し

い人口増加が問題となっている。人口増

加に施設面の整備が追いつかない現象の

ことを都市問題というが，この都市問題

の具体的な例を1つあげよ。 
 
[解答]生活環境が悪いスラムが広がる地

域がある。(激しい交通渋滞が発生してい

る。) 
 
 
[問題](1学期中間) 
 タイ，インドネシア，マレーシアでは

農村の人々が都市に出て働くようになっ

たが，その理由を，「農業の機械化」「人

手」の語句を使って答えよ。 



[解答]農業の機械化が進み，農村で人手

が余るようになったから。 
 
[その他] 
[問題](前期期末) 
 次の文章中の①，②に適語を入れよ。 
マレーシアには，古くから住んでいる

マレー系の人々以外にも( ① )といわ

れる中国系の人々も住んでいる。マレー

シアのように複数の民族からなる国を

( ② )国家という。 
 
[解答]① 華人 ② 多民族 
[解説] 
マレーシアは，マレー系(67％)，A E華人E

か じ ん

Aと

よばれる中国系(25％)，インド系(7％)な
ど複数の民族からなる多民族国家である。 



※この単元でよく出題されるのは「華人」

である。「多民族国家」はたまに出題され

る。 
 
 
[問題](前期期末) 
 次の文章中の①～③に適語を入れよ。 
東南アジアには様々な宗教を信仰して

いる人々が存在している。タイには

( ① )を信仰している人が最も多く，

フィリピンでは( ② )を信仰している

人が最も多い。インドネシアには

( ③ )を信仰している人が最も多い。 
 
[解答]① 仏教 ② キリスト教 
③ イスラム教 
 



[解説] 
タイ，ミャンマー，カンボジアなどでは

仏教が信仰されている。インドネシア，

マレーシアなどではイスラム教信者が多

い。かつてスペインの植民地であったフ

ィリピンではキリスト教(カトリック)を
信仰している人が最も多い。 
 
※この単元はときどき出題される。 
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理科2年 
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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

