
【FdData中間期末：中学社会地理】 
[EU の課題] 

◆パソコン・タブレット版へ移動 
 
 
[経済格差] 
[問題](2学期期末改) 
以前からEUに加盟していたイギリス，

ドイツ，フランスなどの西ヨーロッパの

加盟国は1人あたりの国民所得が大きい

が，2004年以降に加盟した東ヨーロッパ

諸国の 1 人あたりの国民所得は小さい。

EU による統合が進む中で大きな課題に

なっているのは，このようなEU加盟国

間の経済( X )である。このため，1人

当たりの国民所得が低い東ヨーロッパな

どから，賃金の高いドイツ，フランス，
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イギリスなどへ働きに来る外国人労働者

が増えている。文章中のXに適語を入れ

よ。 
 
[解答]格差 
[解説] 
 
 
 
 
 
 
EUによる統合

とうごう

が進む中で大きな課題
か だ い

に

なっているのは，EU加盟
か め い

国
こく

の間の経済
けいざい

格差
か く さ

である。1 人あたりの国民
こくみん

所得
しょとく

が大

きいのは，以前からの西ヨーロッパの加

盟国(イギリス，ドイツ，フランス，イタ



リアなど)である。これに対し，2004 年

以降に加盟した東ヨーロッパ諸国の1人

あたりの国民所得は小さい。1 人あたり

の国民所得は，EU加盟国間で最大10倍

以上の差がある。 
経済格差が大きいため，1 人当たりの国

民所得が低い東ヨーロッパなどから，賃

金の高いドイツ，フランス，イギリスな

どへ働きに来る外国人労働者が増えてい

る。国内の外国人労働者数が最も多い国

はドイツである。フランスへは，かつて

フランスの植民地だったアフリカ大陸北

部の国々から働きに来る外国人労働者が

多い。 
 
※この単元で特に出題頻度が高いのは

「経済格差が大きい」である。 



[問題](2学期中間) 
 EU の加盟国が増える中で起きている

問題を「格差」という語を用いて答えよ。 
 
[解答]EU 加盟国の間で経済格差が大き

いこと。 
 
 



[問題](1学期期末) 
次の資料は，EU 加盟国の国民 1 人あ

たりの国民総所得をあらわした地図であ

る。地図から読み取れる，EU のかかえ

る課題について正しく説明しているもの

をア～エから1つ選べ。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ア 国民1人あたりの国民総所得につい

て，加盟国間の違いはほとんどない。 
イ 国民1人あたりの国民総所得につい

て，北部は高いが，南部は低い。 
ウ 国民1人あたりの国民総所得につい

て，西部は高いが，東部は低い。 
エ 国民1人あたりの国民総所得につい

て，内陸部は高いが，沿岸部は低い。 
 
[解答]ウ 
 
 



[問題](1学期中間) 
次の資料 1，2 をみて，各問いに答え

よ。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) 資料 2 を見て，EU の中で 1 人あた

りの国民所得の①高い国と，②低い

国は，それぞれヨーロッパのどの地

域に多いか。次の[  ]から1つずつ

選んで書け。 
[ 北部 南部 東部 西部 ] 



(2) 1 人あたりの国民所得が 2 万ドル未

満の国は，資料1，2からどのような

国々といえるか。説明せよ。 
(3) 資料 1，2 から EU はどのような問

題をかかえているといえるか。「経

済」の語句を使って説明せよ。 
 
[解答](1)① 西部 ② 東部 
(2) 2004年以降にEU に加盟した国  々
(3) EU 加盟国の間で経済格差が大きい

こと。 
 
 



[問題](補充問題) 
次の資料 1 は，ヨーロッパ連合(EU)

加盟各国への外国人労働者の移動を示し

たものである。資料2は，各国の1人あ

たりの国民総所得を示したものである。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) 資料 1 のような移動が起こるのはな

ぜか。その理由を，資料 2 から読み

取れることにふれて，簡単に書け。 
(2) 国内の外国人労働者数が最も多い国

はどこか。資料 1 を参考にして国名

を書け。 
 
(岩手県) 



[解答](1) 1人あたりの国民所得が少ない

国の労働者が，より高い賃金を求めて働

きに出るため。 (2) ドイツ 
 
 
[問題](2学期中間) 
 EU では，1990年代以降，東ヨーロッ

パへ工場を移転する企業が増えた。その

理由を説明せよ。 
 
[解答]東ヨーロッパ諸国では賃金が安い

から。 
[解説] 
賃金が安い東ヨーロッパに工場を移転す

る西ヨーロッパの企業が増えている。こ

れは，結果として，EU 内の経済格差を

解消させていくのに役立つ。 



[その他] 
[問題](1学期中間) 

EU には経済格差の問題のほかにどの

ような問題があるか。意思決定について，

「意見」「調整」の語句を使って説明せよ。 
 
[解答]各国の意見の調整に時間がかかる

ようになったこと。 
 



【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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