
【FdData中間期末：中学社会地理】 
[アメリカ合衆国の人種・文化] 

◆パソコン・タブレット版へ移動 
 
[先住民・移民] 
[問題](2学期中間改) 
 次の文章中の①，②に適語を入れよ。 
北アメリカには先住民が住んでいたが，

( ① )(州名)からの移民が，先住民の土

地をうばいながら開拓を進めた。その際

に本国の文化を持ち込んだために，アメ

リカとカナダではおもに英語が，メキシ

コなどの地域ではスペイン語が使われ，

多くの人がキリスト教を信仰している。

( ② )大陸からは，多くの人々が奴隷

として連れて来られた。 
 
[解答]① ヨーロッパ ② アフリカ 
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[解説] 
 
 
 
 
北アメリカにはもともとネイティブアメ

リカンと呼ばれる先住民
せんじゅうみん

が住んでいた。

15 世紀末にコロンブスがアメリカ大陸

を発見したが，17世紀以降，ヨーロッパ

北西部やイベリア半島からやってきたヨ

ーロッパ系の移民
い み ん

は先住民
せんじゅうみん

の土地をう

ばいながら開拓
かいたく

を進めていった。その際

に本国の文化を持ちこんだため，アメリ

カでは英語が，カナダでは英語とフラン

ス語が，そのほかの地域ではスペイン語

が使われるようになった。宗教では多く

の人がキリスト教を信仰
しんこう

している。 



また，アフリカ大陸からは，南部の綿花
め ん か

農

場で働かせるための奴隷
ど れ い

として黒人が連

れてこられた(現在でも南部には黒人が

多い)。 
 
※この単元でときどき出題されるのは

「先住民のネイティブアメリカン」「ヨー

ロッパからの移民」「英語」「キリスト教」

「アフリカ大陸から奴隷として黒人」で

ある。 
 
 



[問題](2学期期末) 
次の文章中の①～⑥にあてはまる語句

を答えよ。 
北アメリカにはもともとネイティブア

メリカンと呼ばれる( ① )民が住んで

いた。ヨーロッパからの( ② )民は，

(①)民の土地をうばいながら開拓を進め

た。その際に本国の文化を持ち込んだた

めに，アメリカとカナダではおもに

( ③ )語が，ほかの地域では( ④ )
語が使われ，多くの人が( ⑤ )教を信

仰している。アフリカ大陸からは，多く

の黒人が( ⑥ )として連れて来られた。 
 
[解答]① 先住 ② 移 ③ 英 
④ スペイン ⑤ キリスト ⑥ 奴隷 
 



[問題](後期中間) 
 次の各問いに答えよ。 
(1) 北アメリカの先住民を何というか。 
(2) アメリカに住む黒人の多くは，かつ

ての奴隷の子孫である。黒人奴隷は，

どこから，何のために連れてこられ

たのか。簡潔に答えよ。 
(3) 現在も黒人が多い地域はどこか。次

の[  ]から正しいものを1つ選べ。 
[ 北部 東部 西部 南部 ] 

 
[解答](1) ネイティブアメリカン 
(2) アフリカ大陸から，綿花栽培の労働

力として使うため。 (3) 南部 
 



[ヒスパニックなど] 
[問題](3学期改) 
アメリカで近年増加しているスペイン

語を話す，メキシコや西インド諸島から

やってきた移民やその子孫を( X )と
いう。(X)は働く場所と高い賃金を求めて

アメリカに移住してきた人々である。文

章中のXに適語を入れよ。 
 
[解答]ヒスパニック 
[解説] 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
アメリカで近年増加している，スペイン

語を話す，メキシコや中央アメリカや西

インド諸島からの移民を 
ヒスパニックという。(メキシコなどはか

つてスペインの植民地だったため，現在

でもスペイン語が使われている。) ヒス

パニックは，働く機会と高い賃金を求め

てアメリカにやってくる。アメリカの労

働力の不足をおぎなう反面，安い賃金で

も働くため，それまでいた人が仕事を奪
うば



われるという問題もある。ヒスパニック

は図のようにメキシコとの国境に近い地

域に多く居住している。 
 
※この単元で特に出題頻度が高いのは

「ヒスパニック」である。「スペイン語」

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) 働く場所と高い賃金を求めてメキシ

コや中央アメリカや西インド諸島な

どの国々からアメリカに移住してき

た移民を何というか。 
(2) (1)の人々が主に使用している言語は

何か。 



[解答](1) ヒスパニック (2) スペイン

語 
 
 
[問題](2学期期末) 
地図のX，Y は，メキシコなどから移

住してきた人々，黒人のいずれかの住む

割合が30％以上の州である。 
 
 
 
 
 
 
(1) メキシコなどから移住してきた，ス

ペイン語系の人々は，何と呼ばれて

いるか。 



(2) (1)の人々が多いのは地図中の X，Y
のどちらの地域か。 

(3) (1)の人々がアメリカに多く流入して

いる理由を簡潔に説明せよ。 
 
[解答](1) ヒスパニック (2) X 
(3) 働く場所と高い賃金を求めてアメリ

カに来る人が多いから。 
 
 
[問題](2学期期末) 
ヒスパニックと呼ばれる人々はどこか

ら来たどのような人々か，説明せよ。 
 
[解答]メキシコや中央アメリカや西イン

ド諸島などの国々からアメリカに移住し

てきたスペイン語を話す人々。 



[問題](3学期) 
次のグラフを見て，次の文章中の①～

⑥に適語を入れよ。ただし，文章中の①

～⑤とグラフ中の①～⑤には同じ語句が

入る。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



アメリカ合衆国には，もともと

( ① )と呼ばれる先住民が住んでいた

が，17世紀に( ② )からの移民が入植

し，その後，( ③ )系の人々が奴隷と

して連れてこられた。さらに，スペイン

語を話す( ④ )が移民としてやってき

た。現在では日本や中国などの( ⑤ )
からの移民も多く，それぞれの文化が尊

重され，新しい文化も生まれる社会とな

っている。このような多くの民族が生活

する国を( ⑥ )国家と呼ぶ。 
 
[解答]① ネイティブアメリカン 
② ヨーロッパ ③ アフリカ 
④ ヒスパニック ⑤ アジア 
⑥ 多民族 
 



[自動車・ショッピングセンター] 
[問題](2学期中間) 
次の写真のように，アメリカの社会に

おいて，都市郊外にあるショッピングセ

ンターでの買い物などで欠かすことので

きない交通手段は何か。 
 
 
 
 
 
 
[解答]自動車 
[解説] 
国土が広大で人口密度が低いアメリカで

は，自動車は欠かすことのできない交通

手段である。都市の郊外には，広い駐車



場をもつショッピングセンターがある。

週末になると，高速道路を利用しておお

ぜいの買い物客が自動車でやってきて，

食料品や日用品を 1 週間から 10 日間分

というように，大量にまとめ買いをする。 
※この単元はときどき出題される。 
 
 
[問題](1学期中間) 
 次の文章中の①，②に適語を入れよ。 
アメリカで大量生産が始まった

( ① )は，アメリカでの生活の足とし

て欠かせない。都市の郊外には，広い駐

車場をもつ( ② )がある。週末になる

と，高速道路を利用しておおぜいの買い

物客が(①)でやってきて，食料品や日用

品を大量にまとめ買いをする。 



[解答]① 自動車 ② ショッピングセン

ター 
 
 
[アメリカから世界に広がった文化] 
[問題](2学期中間) 
世界に広まったアメリカの文化を次の

[  ]から2つ選べ。 
[ キリスト教 稲作 
 ショッピングセンター 
ファストフード 漢字 ] 

 
[解答]ショッピングセンター，ファスト

フード 



[解説] 
アメリカから世界に広がった文化として

は，次のようなものがある。 
・食文化：ファストフード(マグドナルド，

ケンタッキー)，コーラ 
・服装：ジーンズ 
・音楽・映画：ジャズは黒人が，アフリ

カの音楽と西洋音楽をミックスさせて生

み出した。 
映画の中心地はハリウッドである。 

・その他：ショッピングセンター，イン

ターネット 
 
※この単元はときどき出題される。 
 



[問題](後期中間) 
 次の各問いに答えよ。 
(1) アメリカから世界中に広まった文化

でないものを，次の[  ]から1つ選

べ。 
[ ジーンズ キリスト教 
 ショッピングセンター 
 ファストフード 
 インターネット ] 

(2) 黒人が，アフリカの音楽と西洋音楽

をミックスさせて生み出したものは

何か。次の[  ]から1つ選べ。 
[ クラシック ジャズ ボサノバ 
 タンゴ ] 

 
[解答](1) キリスト教 (2) ジャズ 
 



[問題](前期期末) 
 次の文章中の①～⑤に適語を入れよ。 
ショッピングセンターや自動車の利用

のほかにも，アメリカで生まれて世界中

に広がり，人々に親しまれている文化が

たくさんある。( ① )や T シャツとい

った衣類などのほか，ハンバーガーなど

の( ② )フードや，コーラなどの清涼

飲料水もその一つである。音楽の分野で

は，さまざまなジャンルで一流のミュー

ジシャンを輩出している。( ③ )はア

メリカの南部で発祥した。また，映画産

業もさかんであり，その中心地は

( ④ )である。アメリカで生まれたも

のが，世界中に広まっている理由の一つ

に，それを作っている企業が世界各地に

支社や子会社をつくり，国境をこえて活



動していることがあげられる。このよう

な企業を( ⑤ )という。 
 
[解答]① ジーンズ ② ファスト 
③ ジャズ ④ ハリウッド 
⑤ 多国籍企業 
 
 



【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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