
【FdData中間期末：中学社会地理】 
[インド] 

◆パソコン・タブレット版へ移動 

 
[インドの情報技術産業] 
[問題](前期期末改) 
インドでは，図のバン

ガロールを中心に( X )
産業(IT 産業)がさかんで

ある。(X)産業がさかんなのは，インドで

は，もともと数学の教育に力を入れてお

り，イギリスの植民地であった関係から

英語が普及しているためである。インド

の(X)産業の成長で重要な役割をはたし

たのは，アメリカのシリコンバレーで働

いていた人々である。文章中のXに適語

を入れよ。 
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[解答]情報技術 
[解説] 
 
 
 
 
 
インドでは，バンガロールを中心に情報

じょうほう

技術
ぎじゅつ

産業
さんぎょう

(IT産業) (情報通信技術関連産

業(ICT関連産業))が盛んである。中でも

ソフトウェア産業ののびが著しい。イン

ドはもともと数学の教育に力を入れてお

り，英語が話せる人が多い(かつてイギリ

スの植民地であったから)。当初はアメリ

カのシリコンバレーなどへ技術者が渡り，

ソフトウェアの開発にたずさわっていた

が，現在は国内での開発が中心になって

いる。 



※教科書によって，「情報技術産業(IT産

業)」と表現している教科書と，「情報通

信技術関連産業(ICT 関連産業)」と表現

している教科書がある。 
 
※この単元で出題頻度が高いのは「情報

技術産業(IT産業)」「情報通信技術関連産

業(ICT関連産業)」である。「バンガロー

ル」「英語や数学」もよく出題される。 
 
 



[問題](2学期中間改) 
 次の各問いに答えよ。 
(1) インドでソフトウェアの開発を行う，

バンガロールを中心に急速に発展し

ている産業を何というか。日本語で

答えよ。 
(2) インドの急速な成長を支えているの

は教育水準の高さであるが，特にど

のような科目の水準が高いか。2 つ

あげよ 
 
[解答](1) 情報技術産業(情報通信技術関

連産業) (2) 数学，英語 
 
 



[問題](2学期期末) 
最近，インドではアメリカなどの企業

がおこなうソフトウェア開発などの仕事

が増えている。 
(1) このような産業を何産業というか。

アルファベットを使って書け。 
(2) このような仕事がインドで増えた理

由を，言語の面から簡潔に説明せよ。 
 
[解答](1) IT産業(ICT関連産業) (2) イ
ンドでは英語を話せる人が多いから。 
 
 



[問題](2学期期末) 
インドの情報技術

産業について，次の各

問いに答えよ。 
(1) 1990 年代に経済

の自由化が進み，ITパークが整備さ

れ，欧米の情報専門会社が進出した

地図中のXの都市名を答えよ。 
(2) インドの情報技術産業の成長で重要

な役割を果たした人々の多くは，ア

メリカの情報技術産業のさかんな地

域で働いていた。そのアメリカの地

域名を答えよ。 
 
[解答](1) バンガロール 
(2) シリコンバレー 
 



[問題](2学期期末) 
インドのバンガロールには，世界的な

コンピューターソフトを開発する企業が，

次々に進出している。インドで現在，IT
産業が急速に発達している理由を，人材

という面から説明せよ。 
 
[解答]インドはもともと数学の教育に力

を入れており，英語を話せる人が多いか

ら。 
 
 



[問題](後期中間改) 
 次の文章中の①～③に適語を入れよ。 
 図は，アメリカの企

業 が イ ン ド の

( ① )(地図中 X の

都市)に開設したコー

ルセンターのようす

を示している。インド

にコールセンターを

置いた理由は，インドでは( ② )を話

せる人が多いことと，アメリカと約 12
時間の( ③ )があるため，夜中でも問

い合わせ電話への対応ができることであ

る。 
 
[解答]① バンガロール ② 英語 
③ 時差 



[解説] 
アメリカとインドは，約 12 時間の時差

があるため昼と夜が反対になる。アメリ

カでの夜の時間帯に，アメリカの企業A
社への電話をインドのコールセンターB
社につなぐことで，アメリカの企業A社

は24時間対応できるようになる。 
 
※この単元はときどき出題される。 
 
 



[インドの農業] 
[問題](後期中間) 
 次の各問いに答えよ。 

(1) インドの農業の

中心は図のAの

川流域に広がる

B の平野である。

A の川，B の平

野の名前を答えよ。 
(2) 降水量の多いA川の下流部ではどの

ような作物が栽培されているか。1
つ答えよ。 

(3) 降水量の少ないA川の上流部ではど

のような作物が栽培されているか。1
つ答えよ。 



(4) 図中の●，▲はある農産物の分布を

表している。それぞれの農産物名を

次の[  ]から1つずつ選べ。 
[ カカオ 綿花 コーヒー 茶 
 さとうきび ] 

 
[解答](1)A ガンジス川 
B ヒンドスタン平野 (2) 米 (3) 小麦 
(4)●：綿花 ▲：茶 
[解説] 
 
 
 
 
 
 
 



インドの農業の中心はヒンドスタン平野

で，降水量
こうすいりょう

の多いガンジス川下流部では

米が，降水量が少ない上流部では小麦の

栽培
さいばい

が盛んに行われている。また，デカ

ン高原では綿花
め ん か

の栽培が，アッサム地方

やセイロン島(スリランカ)では茶の栽培

が行われている。 
 
※この単元はときどき出題される。 
 
 



[変わる都市と農村など] 
[問題](補充問題) 
 次の文章中の①，②に適語を入れよ。 
インドでは，1960年代から農業の近代

化が進められ，農村から都市へと人々が

移り住んだ。急激に人口が増えた大都市

では，( ① )という劣悪な住環境や交

通渋滞など深刻な( ② )問題が起きて

いる。 
 
[解答]① スラム ② 都市 
[解説] 
インドでは，1960年代から農業の近代化

が進められ，農村から都市へと人々が移

り住んだ。急激に人口が増えた大都市で

は，スラムという劣悪
れつあく

な住
じゅう

環境
かんきょう

や交通

渋滞
じゅうたい

など深刻な都市問題が起きている。 
※この単元はときどき出題される。 



[宗教など] 
[問題](1学期期末) 
 次の各問いに答えよ。 
(1) インドで一番多くの人が信仰してい

る宗教は何か。 
(2) (1)の信者が一般的に食べない肉は何

の肉か。 
(3) インドで古くからある身分制度は何

か。 
 
[解答](1) ヒンドゥー教 (2) 牛の肉 

(3) カースト制度 
[解説] 
インドでは，ヒンドゥー教が信仰されて

いる。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。ヒンドゥー教はカースト制度と

いわれる身分制度とつながりが深い。 
※この単元でときどき出題されるのは

「ヒンドゥー教」「牛を食べない」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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