
【FdData中間期末：中学社会地理】 
[北アメリカの国名・都市名] 

◆パソコン・タブレット版へ移動 
 
 
[アメリカ合衆国] 
[問題](2学期期末) 
次の地図中のX 国の正式国名を書け。 

 
 
 
 
 
 
[解答]アメリカ合衆国 
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[解説] 
 
 
 
 
 
 
アメリカ合衆国

がっしゅうこく

は，かつてイギリスの

植民地
しょくみんち

であったが，独立戦争に勝利をお

さめて 1776 年に独立した。独立当時は

13州であったが，現在は50州である。

図のアラスカ州は，1867年にロシアから

買収
ばいしゅう

した土地である。 
アメリカ合衆国の国土面積は，日本の約

26 倍で，世界第 3 位である(1 位はロシ

ア連邦，2 位はカナダ)。人口も世界第 3
位である(1位は中国，2位はインド)。 



代表的な都市としては，ワシントン(首都
し ゅ と

)，ニューヨーク(人口が最も多い。世界

経済の中心。国連本部がある。自由の

女神像
め が み ぞ う

。)，ロサンゼルス(人口が 2 番目

に多い。航空機産業や映画産業がさか

ん。) 
 
※この単元で出題頻度が高いのは「アメ

リカ合衆国」である。「アラスカ州」「ワ

シントン」「ニューヨーク」「ロサンゼル

ス」もときどき出題される。 
 
 



[問題](2学期期末) 
 次の各問いに答えよ。 
 
 
 
 
 
(1) 図のX国の正式国名を答えよ。 
(2) X 国は 1776 年にヨーロッパの何と

いう国から独立してつくられたか。 
(3) X 国の面積は日本の約何倍か。整数

で答えよ。 
(4) ①X国の州はいくつあるか。②また，

図にはX国の2つの州がえがかれて

いない。1 つはハワイ州である。も

う1つは何州か。 



(5) 次の①～③の説明にあてはまる都市

を，地図中のa～cから1つずつ選び，

記号と都市名を答えよ。 
① 地図中のXの国の首都。 
② X の国で最も人口が多く自由の

女神像がある都市。 
③ X の国で 2 番目に人口が多く，

航空機産業や映画産業がさかん

な都市。 
 
[解答](1) アメリカ合衆国 
(2) イギリス (3) 約26倍 (4)① 50州 
② アラスカ州 (5)① c，ワシントン 
② b，ニューヨーク ③ a，ロサンゼル

ス 
 
 



[カナダ・メキシコなど] 
[問題](2学期中間) 
①次の地図のA，B の国名をそれぞれ

答えよ。②A国の公用語は英語と何語か。 
 
 
 
 
 
 
 
[解答]①A カナダ B メキシコ 
② フランス語 
 



[解説] 
 
 
 
 
 
 
 
カナダは，世界で2番目に国土

こ く ど

面積
めんせき

が広

い国である。首都はオタワである。カナ

ダでは，最初にフランス人が移住
いじゅう

し，そ

の後，イギリス人が増加した。このよう

な歴史から，英語とフランス語の両方が

公用語
こ う よ う ご

となっている。国の大部分は冷帯
れいたい

であるが，北部には寒帯
かんたい

が広がり，

先住民
せんじゅうみん

のイヌイットがくらしている。 
 



アメリカ合衆国とカナダの地域をアング

ロアメリカという。 
メキシコや西インド諸島

しょとう

(カリブ海)の
国々は，かつてスペインの植民地

しょくみんち

であっ

たため，現在でもスペイン語が主要な言

語になっている。南米とともにラテンア

メリカの一部である。 
 
※この単元で特に出題頻度が高いのは

「カナダ」である。「カナダの公用語は英

語とフランス語」「メキシコ」の出題頻度

も高い。 
 
 



[問題](2学期中間) 
 次の各問いに答えよ。 
 
 
 
 
 
(1) 地図中のXの国名を答えよ。 
(2) X国の首都名を答えよ。 
(3) X 国の公用語は 2 つあるが，何語と

何語か。 
(4) X国の面積は世界で第何位か。 
(5) Yの国名を答えよ。 
(6) Y 国や西インド諸島の国々では，お

もに何語が話されているか。 
(7) アメリカ合衆国とX国の地域を何ア

メリカというか。カタカナで答えよ。 



[解答](1) カナダ (2) オタワ (3) 英語

とフランス語 (4) 2 位 (5) メキシコ 

(6) スペイン語 (7) アングロアメリカ 
 
 
[問題](2学期中間) 
次の①～⑤にあてはまる国を地図中か

ら1つずつ選べ。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



① カリブ海の国で，たばこやさとうき

びの栽培がさかんである。 
② アメリカ合衆国と国境を接し，かつ

てアステカ文明が栄えていた。 
③ 国の中央部に北アメリカ州と南アメ

リカ州を結ぶ地峡がある。 
④ 世界の政治・経済をリードしている。 
⑤ 首都はオタワで，世界で2番目に国

土面積が広い。 
 
[解答]① キューバ ② メキシコ 
③ パナマ ④ アメリカ合衆国 
⑤ カナダ 



[解説] 
 
 
 
 
 
 
 
メキシコや西インド諸島

しょとう

(カリブ海)の
国々は，かつてスペインの植民地

しょくみんち

であっ

たため，現在でもスペイン語が主要な言

語になっている。キューバはたばこやさ

とうきびの栽培
さいばい

がさかんである。パナマ

は国の中央部に北アメリカ州と南アメリ

カ州を結ぶ地峡
ちきょう

があり，太平洋と大西洋

を結ぶパナマ運河
う ん が

がある。 
 



[NAFTA] 
[問題](2学期中間) 
アメリカ，カナダ，メキシコの3国で

結ばれた北米自由貿易協定を，アルファ

ベットの略称で答えよ。 
 
[解答]NAFTA 
[解説] 
 
 
 
NAFTA( 北米

ほくべい

自由
じ ゆ う

貿易
ぼうえき

協定
きょうてい

)(North 
American Free Trade Agreement)は，

アメリカ合衆国，カナダ，メキシコの 3
国で結ばれた自由貿易協定である。カナ

ダとメキシコの輸出の 7～8 割はアメリ

カ合衆国向けである。また，アメリカ合



衆国の輸出相手国は，1 位がカナダ，2
位がメキシコである(2016年)。 
 
※この単元で出題頻度が高いのは

「NAFTA」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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