
【FdData中間期末：中学社会地理】 
[EU の統合と人々の生活] 

◆パソコン・タブレット版へ移動 
 
 
[共通通貨ユーロ] 
[問題](2学期期末) 
ヨーロッパ連合(EU)の経済統合を促

進するために，2002年に導入され，EU
加盟国のほとんどの国で使われるように

なった図の共通通貨を何というか。 
 
 
 
 
[解答]ユーロ 

http://www.fdtext.com/dat/pdf_ch5_3_eu.pdf
http://www.fdtext.com/dat/pdf_ch5_3_eu.pdf


[解説] 
 
 
 
2002年に共通

きょうつう

通貨
つ う か

のユーロが導入
どうにゅう

され

た。共通通貨を導入した目的は，EUの

経済
けいざい

統合
とうごう

を促進
そくしん

することである。ただし，

EU加盟国のすべてがユーロを使ってい

るわけではない。 
デンマークやスウェーデンなどユーロを

導入しないで独自の通貨を使っている国

もある(イギリスもポンドという独自の

通貨を使っている)。 
※この単元で特に出題頻度が高いのは

「ユーロ」である。「EU加盟国のすべて

がユーロを使っているわけではない」

「EU の経済統合を促進する目的」もと

きどき出題される。 



[問題](1学期期末) 
 次の各問いに答えよ。 
 
 
 
 
 
(1) 資料は，EU 加盟国の多くの国で使

用されている共通通貨である。この

通貨の名称を答えよ。 
(2) (1)の共通通貨を導入した目的を簡単

に説明せよ。 
 
[解答](1) ユーロ 
(2) EUの経済統合を促進すること。 
 
 



[問題](後期中間) 
EU に関する説明として間違っている

ものを，次のア～エから1つ選べ。 
ア EU ではすべての加盟国が共通通貨

ユーロを使用している。 
イ EU 内ではパスポートを持たずに，

自由に国境を越えることができる。 
ウ EUの加盟国は，現在28か国である。 
エ EU 加盟国なら貿易の際に関税がか

からない。 
 
[解答]ア 
[解説] 
アが誤り。デンマークやスウェーデンな

どユーロを導入しないで独自の通貨を使

っている国もある。 
 



[国境・関税・資格など] 
[問題](2学期中間) 

EU のとっている政策について，次の

文章中の①～③にあてはまる語句を答え

よ。 
EU 加盟国内では，( ① )なしで国境

を自由に通過でき，輸入品に( ② )が
かからない。このため，国境をこえて買

い物や通勤や旅行をする人が増えている。

また，他国の大学で授業を受けても卒業

資格を取得でき，仕事の( ③ )が共通

なので他国で働くこともできる。さらに，

電気製品などの規格も同じなので，他国

でもそのまま使うことができる。 
 
[解答]① パスポート ② 関税(税金) 
③ 資格 



[解説] 
 
 
 
 
 
人やものが国境

こっきょう

をこえて移動
い ど う

するとき

には，通常ではパスポートが必要で，出

入国の手続きが行われたり，輸入品に

関税
かんぜい

がかかったりするなど，さまざまな

制限がある。 
EUでは，そのような制限を取りはらっ

た。すなわち，EU内では，パスポート

なしに自由に国境を通過
つ う か

でき，EU内で

は関税もかからない。さらに，2002年に

は共通
きょうつう

通貨
つ う か

のユーロが導入され，EUの

経済統合が進められている。 



これによって，国境をこえて買い物や

通勤
つうきん

をする人や旅行をする人が増えてい

る。例えば，賃金の高いルクセンブルク

に通勤するフランス人が増えている。食

料品をもとめて国境をこえてフランスで

買い物をするドイツ人もいる。 
人々はEU内のどこでも，国内と同じよ

うに居住し，働くことができるので，EU
内での労働者の移動も多くなっている。

仕事の資格
し か く

はEU内で共通である。他国

の大学で授業を受けても卒業資格を取得

できる。また，電気製品などの規格
き か く

も同

じなので，他国でも，そのまま使うこと

ができる。ただし，完全に1つの国にな

ったわけではないので，例えば，福祉
ふ く し

サ

ービスは国によって異なる。 
 



※この単元で出題頻度が高いのは「パス

ポートなしに自由に国境を通過できる」

である。「関税がかからない」「仕事の資

格や大学の卒業資格が共通」もよく出題

される。 
 
[問題](2学期期末) 

EU について述べた文として，誤って

いるものを1つ選べ。 
ア 加盟国間では，パスポートなしで国

境を行き来することができる。 
イ 他国の大学で授業を受けても，卒業

資格をとることができる。 
ウ 仕事に必要な資格は，他国でも通用

する。 
エ 加盟国間での輸入品は，関税が半額

になる。 



[解答]エ 
[解説] 
エが誤り。加盟国間での輸入品には関税

はまったくかからない。 
 
 
[問題](2学期中間) 

EU が進めているものを次のア～エか

ら2つ選べ。 
ア 通貨の統一 
イ キリスト教の拡大 
ウ 言語の統一 
エ 仕事の資格の統一 
 
[解答]ア，エ 
 
 



[解説] 
EU の統合は，主として経済的・政治的

統合である。言語や宗教など文化面での

統合は行われていない。 
 
[問題](2学期期末) 

EU の政策として誤っているものを，

次のア～エからすべて選べ。 
ア 国境におけるパスポートの検査をな

くした。 
イ 電気製品などの規格が統一されてい

る。 
ウ 他国の選挙に参加(投票)することが

できる。 
エ 大学の卒業資格が統一されている。 
オ 言語が統一されている。 
[解答]ウ，オ 



[問題](前期期末) 
 次の各問いに答えよ。 
(1) EU の特徴を「人の移動」の面から

答えよ。ただし，「パスポート」「国

境」の語句を使うこと。 
(2) EU 加盟国間での貿易がさかんに行

われているが，その理由を簡潔に説

明せよ。ただし，「輸入品」「関税」

という語句を使うこと。 
 
[解答](1) パスポートなしに自由に国境

を通過できること。 (2) 加盟国間では

輸入品に関税がかからないから。 
 



[EU の交通網の整備] 
[問題](2学期期末改) 

EU による統合がすすむ中で，人々の

移動を支える交通網も整備されてきてい

る。ロンドンとパリを結ぶ( X )という

高速鉄道やフランクフルトからパリまで

のびたドイツの特急 ICE などはその代

表格である。(X)は図のようにドーバー海

峡に掘られたユーロトンネルを通ってい

る。Xにあてはまる語句を答えよ。 
 
 
 
 
 
[解答]ユーロスター 
 



[解説] 
 
 
 
 
 
 
EUによる統合がすすむ中で，人々の

移動
い ど う

を支える交通網
こうつうもう

も整備
せ い び

されてきてい

る。イギリスの首都
し ゅ と

ロンドンとフランス

の首都パリを 2 時間 15 分で結ぶユーロ

スターという高速鉄道が運用されている。

ユーロスターは，ドーバー海峡
かいきょう

に掘
ほ

られ

たユーロトンネルを通っている。また，

フランクフルトからパリまで伸びたドイ

ツの特急ICEもある。 
 



※この単元で出題頻度が高いのは「ユー

ロスター」「ユーロトンネル」である。

「ICE」もときどき出題される。 
 
 
[問題](2学期期末) 
ヨーロッパ各国で

は，高速鉄道網が発達

している。写真は，ロ

ンドンとパリを結ぶ

高速鉄道である。 
(1) この高速鉄道を何というか。 
(2) (1)の高速鉄道が通っている，ドーバ

ー海峡に掘られたトンネルを何とい

うか。 
(3) フランクフルトからパリまでのびた

ドイツの特急を何というか。 



[解答](1) ユーロスター 
(2) ユーロトンネル (3) ICE 
 
 
[問題](1学期中間) 
図中a～cの中から，1994年に開通し

たユーロトンネルのある海峡が位置して

いるところを1つ選べ。 
 
 
 
 
 
 
 
[解答]b 
 



[問題](2学期中間) 
EU についての次の説明文の①～⑤に

あてはまる語句を下の[  ]の中からそ

れぞれ選べ。 
多くのEU加盟国では，国境で( ① )

の検査はなく，自由に国境を出入りでき

る。国境を超えた買い物も簡単になった。

2002 年に導入された共通通貨である

( ② )によって全体の経済規模は大き

くなった。ヨーロッパの人々は，夏には

長期の休暇をとるが，これを( ③ )と
いう。多くの人々は地中海沿岸に出かけ

ていたが，近年，スキーリゾートに出か

ける人も多くなった。また，統合が進む

中で人々の移動を支える鉄道網も整備さ

れた。ロンドンとパリを結ぶ( ④ )や，

フランクフルトからパリまでのびたドイ



ツの特急( ⑤ )などはその代表格であ

る。 
[ ICE パスポート VISA 
 エキュー ユーロ ユーロスター 
 バカンス ] 
 
[解答]① パスポート ② ユーロ 
③ バカンス ④ ユーロスター 
⑤ ICE 
 
 



【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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