
【FdData中間期末：中学社会地理】 
[南アメリカの歴史・文化] 

◆パソコン・タブレット版へ移動 
 
 
[先住民の文化] 
[問題](後期中間改) 
アンデス山脈中の次の図Xの位置に先

住民のインディオが築き，15世紀に最盛

期を迎えたが，のちにスペインに滅ぼさ

れた帝国を何というか。「空中都市」と呼

ばれるマチュピチュで有名である。 
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[解答]インカ帝国 
[解説] 
 
 
 
 
 
 
 
南アメリカの先住民

せんじゅうみん

はインディオで，か

つて，アンデス山脈
さんみゃく

中の現在のペルーの

位置に，インカ帝国
ていこく

という高度な文明を

築いていた。インカ帝国は 15 世紀に

最盛期
さいせいき

を迎えたが，16世紀前半にスペイ

ンに滅ぼされた。インカ帝国が残した「空

中都市」と呼ばれるマチュピチュは世界
せ か い

遺産
い さ ん

に登録されている。 



※この単元で出題頻度が高いのは「イン

カ帝国」「インディオ」である。「マチュ

ピチュ」もときどき出題される。 
 
[問題](2学期期末) 
 次の文章中の①～③に適語を入れよ。 
 
 
 
 
 
南アメリカの先住民はインディオで，

かつて，略地図の( ① )の位置で

( ② )帝国という高度な文明を築いて

いた。(②)帝国が残した「空中都市」と

呼ばれる写真の( ③ )は世界遺産に登

録されている。 



[解答]① イ ② インカ 
③ マチュピチュ 
 
[問題](後期中間) 
右の地図中のXでは，

先住民が作った帝国が

栄えていた。各問いに答

えよ。 
(1) この帝国の名前を

答えよ。 
(2) この帝国が残した「空中都市」と呼

ばれる世界遺産を何というか。 
(3) 南アメリカの先住民を何というか。 
(4) (1)の帝国をほろぼしたヨーロッパの

国の名前を答えよ。 
(5) X の地域は，現在の何という国にあ

るか。 



[解答](1) インカ帝国 (2) マチュピチ

ュ (3) インディオ (4) スペイン 
(5) ペルー 
 
[植民地時代の影響] 
[問題](後期中間改) 
かつて南アメリカ大陸の大部分を支配

したヨーロッパの国は( X )とポルト

ガルである。ブラジルはポルトガルが支

配したので，ポルトガル語が使われてい

る。それ以外の地域は(X)が支配したので，

(X)語が使われている。また，南アメリカ

ではキリスト教(カトリック)を信仰して

いる人が多いが，このように，ヨーロッ

パ文化の影響が見られるのは，南アメリ

カがかつて(X)やポルトガルの植民地で

あったからである。X にあてはまる国名

を答えよ。 



[解答]スペイン 
[解説] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16 世紀にスペインとポルトガルがイン

カ帝国などの先住民の国をほろばし，

植民地
しょくみんち

として支配したが，その影響が南

米各国の公用語
こ う よ う ご

に現れている。すなわち，

ブラジルはポルトガルが支配したので，

ポルトガル語が使われている。 



それ以外の地域はスペインが支配したの

で，スペイン語が使われている。 
また，植民地時代に広められたキリスト

教(カトリック)が広く信仰
しんこう

されている。

ブラジルはリオデジャネイロのカーニバ

ルで有名であるが，この行事はキリスト

教の謝肉祭
しゃにくさい

に由来
ゆ ら い

している。メキシコ以

南の国々が「ラテンアメリカ」と呼ばれ

ているのは，言語や宗教などにスペイン

やポルトガルなどラテン系民族としての

共通性があるためである。 
 
※この単元で特に出題頻度が高いのは

「ポルトガル語」「スペイン語」である。

「キリスト教」も出題頻度が高い。 
 
 



[問題](2学期期末) 
次の図は南アメリカ州の公用語の分布

図である。地図中のA，B の言語名を答

えよ。 
 
 
 
 
 
 
 
 
[解答]A ポルトガル語 B スペイン語 
 
 



[問題](1学期期末) 
 次の各問いに答えよ。 
(1) 南アメリカ州でポルトガル語が使わ

れている国はどこか。国名を答えよ。 
(2) (1)の国を除く南アメリカの多くの

国々において公用語となっている言

語は何語か。 
(3) 南アメリカで信仰する人が多い宗教

名を答えよ。 
 
[解答](1) ブラジル (2) スペイン語 
(3) キリスト教 
 
 



[問題](2学期期末) 
南アメリカでは多くの国で公用語とし

てスペイン語が使われているが，ブラジ

ルではポルトガル語が公用語として使わ

れている。公用語がちがう理由を簡単に

述べよ。 
 
[解答]南アメリカの多くはスペインの植

民地であったが，ブラジルはポルトガル

の植民地であったから。 
 
 



[問題](2学期期末) 
南アメリカ州の文化について，次の文

中の①，②に適する語句を下の[  ]か
らそれぞれ選べ。 
ブラジルのリオデジャネイロでは

( ① )という有名な祭りが毎年行われ

ている。またアルゼンチンでは( ② )
という音楽が生み出された。 
[ サンバ ロック ボサノバ 
 カーニバル タンゴ ] 
 
[解答]① カーニバル ② タンゴ 
 
 



[メスチソなど] 
[問題](2学期中間改) 
南アメリカには，先住民であるインデ

ィオのほかに，ヨーロッパ系の白人，奴

隷として連れてこられた黒人，20世紀に

移住した日本人の子孫である日系人など

さまざまな人種や民族がくらしている。

現在では，先住民と白人との間で混血が

進み，( X )と呼ばれる混血者が多くな

っている。Xにあてはまる適語を答えよ。 

 
[解答]メスチソ 
[解説] 
 
 
 
 



南アメリカには，先住民(インディオ)の

ほか，ヨーロッパ系，アフリカ系，アジ

ア系などさまざまな人種や民族がくらし

ている。アフリカ大陸からは大農園の労

働者として，黒人が奴隷
ど れ い

として連れてこ

られた。 
先住民と白人との間で混血

こんけつ

が進み，メス

チソと呼ばれる混血者が多くなっている。

20世紀に入ると，日本人もおもに農業労

働者として南アメリカに数多く移住した。

これら移住した日本人の子孫を日系人
にっけいじん

と

いう。 
 

※この単元で特に出題頻度が高いのは

「メスチソ」である。「日系人」もとき

どき出題される。 
 



[問題](3学期) 
南アメリカについて，次の各問いに答

えよ。 
(1) 白人と先住民との混血を何というか。 
(2) 20 世紀はじめからブラジルなどに

移住した日本人の子孫を何というか。 
 
[解答](1) メスチソ (2) 日系人 
 
 



[問題](2学期中間) 
 次の文章中の①～③に適語を入れよ。 

南アメリカには，さまざまな人種や民

族がくらしている。アフリカ大陸からは

大農園の労働者として，黒人が( ① )
として連れてこられた。その後，先住民

と白人との間で混血が進み，( ② )と
呼ばれる混血者が多くなっている。20世

紀に入ると，日本人も南アメリカに数多

く移住した。これら移住した日本人の子

孫を( ③ )という。 
 
[解答]① 奴隷 ② メスチソ 
③ 日系人 
 



[歴史文化全般] 
[問題](後期中間) 
 次の各問いに答えよ。 
(1) 南アメリカの先住民を何というか。 
(2) 15世紀に栄えた，マチュピチュなど

で有名な帝国の名称を答えよ。 
(3) 16 世紀に南アメリカにやってきて，

先住民を支配したヨーロッパの国は

ポルトガルともう1つはどこか。 
(4) 南アメリカでは，先住民と白人の間

で混血が進んだ。この混血者を何と

いうか。 
(5) 南アメリカで広く信仰されている宗

教を答えよ。 
(6) ヨーロッパの謝肉祭に起源をもつ，

リオジャネイロで行われている祭り

は何か。 



[解答](1) インディオ (2) インカ帝国 
(3) スペイン (4) メスチソ 
(5) キリスト教 (6) カーニバル 
 



【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 

http://www.fdtext.com/dp/qanda_k.html
http://www.fdtext.com/dp/seihin.html
mailto:info2@fdtext.com

