
【FdData中間期末：中学社会地理】 
[南アメリカ：産業の発達] 

◆パソコン・タブレット版へ移動 
 
 
[バイオエタノール] 
[問題](後期中間) 
ブラジルでは，さとうきびから輸出品

である砂糖の他に燃料も作っている。こ

の燃料を何というか。 
 
[解答]バイオエタノール(バイオ燃料) 
[解説] 
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ブラジルでは近年，自動車の燃料にさと

うきびからつくったバイオエタノール

(バイオ燃料)が利用されている。ガソリ

ンを使用すると地球
ちきゅう

温暖化
おんだんか

に影響を与え

る二酸化炭素を発生させるが，バイオエ

タノールの場合は先に原料の植物が二酸

化炭素を吸収しているため，燃やしても

全体としては大気中の二酸化炭素は増加

しない。しかし，さとうきびの畑を作る

ために森林が伐採されるという問題がお

きている。 
 
※この単元で特に出題頻度が高いのは

「バイオエタノール」である。「さとうき

び」「地球温暖化」もしばしば出題される。 
 
 



[問題](後期中間) 
次の説明文の①～③にあてはまる語句

を下の[  ]からそれぞれ選べ。 
ブラジルでは近年，自動車の燃料に

( ① )からつくった( ② )が利用さ

れている。ガソリンを使用すると

( ③ )の原因となる二酸化炭素を発生

させるが，(②)は原料の植物が二酸化炭

素を吸収しているため，燃やしても大気

中の二酸化炭素は増加しない。しかし，

(①)の畑を作るために森林が伐採される

という問題もおきている。 
[ 電気 地球温暖化 太陽光発電 
 バイオエタノール バナナ 
 さとうきび ] 
 
[解答]① さとうきび ② バイオエタノ

ール ③ 地球温暖化 



[問題](3学期) 
ブラジルでは，バイオエタノールが広

く普及している。①バイオエタノールの

普及が環境にとって良い点はどんなとこ

ろか。「原料の植物」「地球温暖化」「二酸

化炭素」という語句を使って説明せよ。

②また，バイオエタノールの普及によっ

てどのような問題が引き起こされている

か。「森林」という語句を使って説明せよ。 
 
[解答]① バイオエタノールは原料の植

物が地球温暖化の原因となる二酸化炭素

を吸収しているため，燃やしても全体と

して大気中の二酸化炭素は増加しない。 

② 原料のさとうきび畑を作るために森

林が伐採されること。 
 



[ブラジルのコーヒー] 
[問題](3学期改) 
ブラジルは世界一

の( X )の生産国で

ある。ヨーロッパ人が

(X)のプランテーショ

ンを開き，図Pのブラ

ジル高原南部で大規

模な生産を行った。かつて，(X)はブラジ

ルの最大の輸出品で，ブラジル経済は(X)
の輸出にたよるモノカルチャー経済であ

った。しかし，現在では，(X)だけにたよ

らない農業を実現するために，大豆，さ

とうきびなど複数の作物を生産すること

に力を入れるようになった。文章中のX
にあてはまる農産物を答えよ。 
 



[解答]コーヒー(コーヒー豆) 
[解説] 
 
 
 
 
 
ブラジルは世界一のコーヒー(コーヒー

豆)の生産国で，ブラジル高原南部などで

栽培
さいばい

されている。 
ブラジルでは，19 世紀の初めごろから，

ヨーロッパ人がコーヒーを栽培するプラ

ンテーション

を開き，先住民

やアフリカか

らつれてきた

人々などを使



って大規模な生産を行っていた。 
かつて，ブラジルの最大の輸出品はコー

ヒーで，ブラジルの農業は，長い間コー

ヒーの輸出に依存してきた。しかし，天

候の影響で不作になったり，生産が多す

ぎて輸出価格が下がったりすると，国の

経済が大きな打撃を受ける。このような

経済をモノカルチャー経済という。そこ

で，コーヒーだけにたよらない農業を実

現するために，複数の作物を生産するこ

とに力を入れるようになった。その結果，

大豆，さとうきび，などの生産が増えて

いる。とくに大豆は重要な輸出品になっ

ている。 
※この単元でよく出題されるのは「コー

ヒー」である。「プランテーション」「モ

ノカルチャー経済」もしばしば出題され

る。 



[問題](2学期期末) 
 次の各問いに答えよ。 
(1) 次の帯グラフは，何という農産物の

国別生産割合を示しているか。 
 
 
 
(2) アフリカや南アメリカで見られる，

ヨーロッパ人が現地の人々を使って

運営した大規模な農園のことを何と

いうか。 
(3) ブラジルでは，(1)の作物だけにたよ

らず複数の作物を生産することに力

を入れるようになったが，その理由

として( A )経済にならないため

ということがある。A にあてはまる

語句を答えよ。 



[解答](1) コーヒー(コーヒー豆) 
(2) プランテーション 
(3) モノカルチャー 
 
 
[問題](2学期期末) 
 次のグラフはブラジルの輸出品の変化

を示している。後の各問いに答えよ。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(1) グラフ中の A，B にあてはまる農産

物は何か。 
(2) 資料の 1960 年のように，少ない種

類の農産品などの輸出にたよる経済

を何というか。 
 
[解答](1)A コーヒー(コーヒー豆) 
B 大豆 (2) モノカルチャー経済 
 
 



[鉱業] 
[問題](2学期中間) 
次の略地図のXはカラジャス鉄道を表

している。この鉄道は沿線で大量にとれ

る「ある鉱産資源」の開発のために建設

された。この鉱産資源名を答えよ。 
 
 
 
 
 
 
[解答]鉄鉱石 



[解説] 
 
 
 
 
 
南アメリカは鉱産資

源にめぐまれている。

鉄鉱石はブラジル

(生産量世界第 2 位)
で，銅はチリ(生産量

世界第 1 位)で採掘
さいくつ

されている。 
石油は，生産量の多い方から，ベネズエ

ラ，ブラジル，コロンビア，アルゼンチ

ン，エクアドルなどで採掘されている。

また，南アメリカは，マンガンやアンチ



モンなど電子機器に使われる希少金属

(レアメタル)も豊富である。 
 
※この単元でときどき出題されるのは

「ブラジルの鉄鉱石」「チリの銅」「ベネ

ズエラの石油」「レアメタル」である。 
 
 



[問題](前期期末) 
 次の各問いに答えよ。 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) 地図中の■，▲，★の地下資源名を

答えよ。 
(2) 南アメリカでは，マンガンやアンチ

モンなど電子機器に使われる金属が

豊富である。これらをカタカナで何

というか。 
 



[解答](1)■：石油 ▲：鉄鉱石 ★：銅 
(2) レアメタル 
 
 
[問題](2学期中間) 
次の表の①，②にあてはまる鉱産資源

を，下の[  ]から1つずつ選べ。 
 
鉱 産

資 源

名 

国別産出割合(2016年) 

 ① オーストラリア(34.7％)，ブラジ

ル(18.4％)，中国(16.6％)，イン

ド(6.9％)，ロシア(4.4％) 
 ② チリ(30.2％)，中国(9.0％)，ペル

ー (8.9％ )，アメリカ合衆国

(7.2％) 
[ 石炭 鉄鉱石 石油 鉄 銅 ] 
 



[解答]① 鉄鉱石 ② 銅 
 
 
[ブラジルの発展] 
[問題](2学期中間) 
南アメリカ州で，近年，経済が急速に

発展している国はどこか。 
 
[解答]ブラジル 
[解説] 
 
 
 
 
南アメリカで，もっとも工業化が進み，

経済が急速に発展している国はブラジル

である。日本の技術協力で国内でとれる



鉄鉱石を原料とする鉄鋼業が発達し，自

動車や航空機(世界第 4 位)などの工業製

品の生産もさかんになっている。 
さらに，コンピューター関連産業などの

先端技術産業も発展している。 
このような変化は，輸出品の変化にも現

れている。かつては，コーヒーが輸出額

の半分以上をしめていたが，現在では，

鉄鉱石や石油(海底油田)などの鉱産資源

や大豆などの農産物のほかに，機械類，

自動車，鉄鋼などの工業製品の輸出が増

えている。 
 
※この単元はしばしば出題される。 
 
 
 



[問題](2学期中間) 
次の文中の①，②にあてはまる語句を

[  ]から1つずつ選べ。 
ブラジルでは，日本の技術協力で国内

でとれる鉱産資源を原料とする( ① )
業が発達し，自動車や( ② )(世界第 4
位)などの工業製品の生産ものびている。 
[ 綿織物 船舶 航空機 鉄鋼 ] 
 
[解答]① 鉄鋼 ② 航空機 
 



【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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