
【FdData中間期末：中学社会地理】 
[EU の発足] 

◆パソコン・タブレット版へ移動 
 
 
[EC・EU の発足とその目的] 
[問題](2学期中間改) 
第二次世界大戦によって国力が弱体化

した西ヨーロッパの国々では，政治・経

済の面でアメリカ合衆国などの大国に対

抗することと，二度とヨーロッパで戦争

を起こさないようにするために，国家の

わくをこえて経済的に協力する動きが起

こった。1967 年にヨーロッパ共同体(略
称は EC)，さらに，1993 年にヨーロッ

パ連合(略称は( X ))を結成した。文中

のXにあてはまる適語を答えよ。 
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[解答]EU 
[解説] 
 
 
 
 
 
 
 
第二次世界大戦の戦場となったヨーロッ

パの多くの国々は国力が弱体化した。ま

た，ヨーロッパの国々は面積や人口規模
き ぼ

が小さく，アメリカなどの大国との競争

に勝てないと考えた。そこで，国境をは

さんで存在する石炭や鉄鉱石を共同で使

い，国家のわくをこえて経済的に協力す

る動きが起こった。1967年にヨーロッパ



E共同体E

きょうどうたい

A(EC)，さらに，1993 年にヨーロ

ッパAE連合E

れんごう

A(EU)を結成した。 
その目的の1つは，政治・経済の面でア

メリカ合衆国などの大国に対抗するため

である。 
もう1つの目的は，二度とヨーロッパで

戦争を起こさないようにするためである。 
※ヨーロッパの大半はキリスト教を中心

にした同質の文化AE圏E

けん

Aであるにもかかわら

ず，中世以来，血なまぐさい戦争をくり

返してきた(例えば 17 世紀におこった三

十年戦争では，ドイツの人口の 3 分の 1
がAE犠牲E

ぎ せ い

Aになったといわれている)。20 世

紀には，2 度にわたる世界大戦の舞台と

なり，おびただしい犠牲者を出した。ヨ

ーロッパの国々が数々の困難をのりこえ

て経済的・政治的な統合をはかろうとす



るのは，互いの手をAE縛E

しば

Aり合って，戦争を

できないようにするためであると考えら

れる。 
 
※この単元で特に出題頻度が高いのは

「EU(ヨーロッパ連合)」である。「政治・

経済の面でアメリカ合衆国などの大国に

対抗するため」もよく出題される。「二度

とヨーロッパで戦争を起こさないように

するため」もしばしば出題される。 
 
 



[問題](3学期) 
 次の各問いに答えよ。 
(1) フランスやドイツなどが 1967 年に

結成し，その後，イギリスなどが加

盟した組織の名前を書け。 
(2) (1)の結合をさらに進めるために

1993 年に発足した組織の名前を書

け。 
(3) ヨーロッパの国々が統合を進めた理

由として，あてはまるものを，次の

ア～オから2つ選び，記号で答えよ。 
ア ヨーロッパの宗教を統合するた

め。 
イ 政治・経済の面でアメリカ合衆

国などの大国に対抗するため。 
ウ ヨーロッパの言語を統合するた

め。 



エ ヨーロッパ内の競争を高めるた

め。 
オ 二度とヨーロッパで戦争を起こ

さないようにするため。 
 
[解答](1) ヨーロッパ共同体(EC) 
(2) ヨーロッパ連合(EU) (3) イ，オ 
 
[問題](1学期期末) 
次のグラフを参考に，EU(ヨーロッパ

連合)設立の目的を簡単に説明せよ。 
 
 
 
 
 
 



[解答]政治・経済の面でアメリカ合衆国

などの大国に対抗するため。 
[解説] 
ヨーロッパ諸国で人口が1億人をこえる

国はないが，EU としてまとまることで，

人口は約 5.1 億人となり，アメリカ合衆

国の3.3億人をこえている。また，GDP
総額もアメリカ合衆国とほぼ同じになっ

ている。 
(統計修正)「世界国勢図会 2018/2019」
P37，40 
 



[問題](1学期期末) 
次の資料は，EU とアメリカ，日本の

人口，面積，GDP を比較したグラフで

ある。 
 
 
 
 
 
 
 
(1) EU とアメリカにあたるものを A～

Cからそれぞれ選び，記号で答えよ。 
(2) ヨーロッパの国々が国境を越えて統

合した理由を資料からわかることを

もとに，簡潔に説明せよ。 
 



[解答](1)EU：B アメリカ：A 
(2) 政治・経済の面でアメリカ合衆国な

どの大国に対抗するため。 
 
 
[問題](2学期期末) 

EU がつくられた背景の 1 つに，ヨー

ロッパの個々の国ではアメリカなどの大

国との競争に勝てないという理由がある。

もう1つの理由は何か，簡潔に書け。 
 
[解答]二度とヨーロッパで戦争を起こさ

ないようにするため。 
 



[加盟国数など] 
[問題](3学期) 
右はある組織のマ

ークである。 
(1) その組織の名称

をアルファベッ

トで答えよ。 
(2) 現在，(1)の組織にはいくつの国が加

盟しているか。 
 
[解答](1) EU (2) 28か国 
[解説] 
 
 
 
 
 



EUは最初，西ヨーロッパA E諸国E

しょこく

Aを中心に

発足したが，後に，東ヨーロッパ諸国がA

E加盟E

か め い

Aした。EUの加盟国は少しずつ増え，

28か国が加盟するまでになった。AE未加盟E

み か め い

AAE国E

こく

Aとしてはスイス，ノルウェーなどがあ

る。イギリスは 2016 年，国民投票の結

果EUからのA E離脱E

り だ つ

Aを決定し，2017 年に

EUに離脱をAE通告E

つうこく

Aし，2019年に離脱予定

である。(イギリス離脱前は 28 か国であ

るが，離脱後は27か国になる。) 
EU の本部はベルギーのブリュッセルに

おかれている。 
 
※この単元で出題頻度が高いのは「加盟

国数」「本部はブリュッセル」である。「イ

ギリスの離脱」も重要である。 
 



[問題](2学期期末) 
次の各問いに答えよ。 

(1) EU の加盟国数は何か国か。 
(2) 次のうち EU に加盟していない国を

2つ選べ。 
[ ノルウェー デンマーク ドイツ 
 スイス フランス ] 

(3) 2017 年に EU からの離脱を通告し

た国はどこか。 
(4) EU の本部はベルギーの何という都

市におかれているか。 
 
[解答](1) 28か国 (2) ノルウェー，スイ

ス (3) イギリス (4) ブリュッセル 
 



[問題](後期中間) 
 次の各問いに答えよ。 
(1) EU の本部は何という国の何という

都市にあるか。 
(2) EU に参加していないヨーロッパの

国で，「永世中立国」を宣言している

国はどこか。 
(3) 2004 年以降に多くの国が EU に加

盟した地域を，次の[  ]から1つ選

べ。 
[ 北ヨーロッパ 東ヨーロッパ 西

ヨーロッパ ] 
(4) 次の文章中の①，②に適語を入れよ。 

2016 年 6 月，( ① )で，EU を

離脱するか残留するかをめぐって国

民投票が行われた。国民投票の結果，

わずかな差で( ② )派が勝利した。

EU(②)が決定した(①)の今後の動向

から目が離せない。 



[解答](1) ベルギーのブリュッセル 
(2) スイス (3) 東ヨーロッパ 
(4)① イギリス ② 離脱 



【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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