
【FdData中間期末：中学社会地理】 
[アフリカの歴史] 

◆パソコン・タブレット版へ移動 
 
 
[奴隷・植民地] 
[問題](2学期中間改) 
アフリカでは，16世紀以降ヨーロッパ

人が千数百万人ともいわれる黒人を奴隷

として南アメリカや北アメリカに連れ去

った。19世紀末までに，エチオピアとリ

ベリアを除くアフリカの全域が，イギリ

スやフランスなどの( X )地となった。

Xにあてはまる語句を答えよ。 
 
[解答]植民 
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[解説] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
アフリカは，古代にエジプト文明が栄え

たように古い歴史を持っている。しかし，

16世紀以後，ヨーロッパ人が千数百万人



ともいわれる多くの黒人を奴隷
ど れ い

として北

アメリカ大陸と南アメリカ大陸に連れ去

った。 
19世紀末までに，エチオピアとリベリア

を除くアフリカのほぼ全域が，ヨーロッ

パ諸国の植民地
しょくみんち

となった。とくに，イギ

リスとフランスは広大な地域を植民地と

した。第二次世界大戦後，ほとんどの国

が独立した。特に， 1960 年は 17 か国

が独立したので，この年は「アフリカの

年」と呼ばれた。 
 
※この単元で出題頻度が高いのは「植民

地」「奴隷」である。 
 



[問題](2学期期末) 
次の文章の①，②にあてはまる語句を

答えよ。 
アフリカは，古代にエジプト文明が栄

えたように古い歴史を持っている。しか

し，16世紀以後，ヨーロッパ人は，多く

の黒人を北アメリカ大陸や南アメリカ大

陸に( ① )として連れ去った。そして，

19世紀末までに，エチオピアとリベリア

を除くアフリカのほぼ全域が，イギリス

やフランスなどのヨーロッパ諸国の

( ② )地となった。 
 
[解答]① 奴隷 ② 植民 
 



[問題](2学期期末) 
アフリカに関する次の文章中の①～⑥

にあてはまる語句を書け。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 アフリカでは 5000 年前にはナイル川

流域で( ① )文明が栄えた。しかし，

16世紀以降，( ② )人が千数百万人と

もいわれる黒人を( ③ )として南米や

北米に連れ去った。19世紀末までに，エ



チオピアとリベリアを除くアフリカの全

域が，(②)諸国の( ④ )地となった。

1910 年ごろにアフリカで一番多くの

(④)地を持っていた(②)の国は，図の A
の地域を支配した( ⑤ )と，B の地域

を支配した( ⑥ )である。 
 
[解答]① エジプト ② ヨーロッパ 
③ 奴隷 ④ 植民 ⑤ フランス 
⑥イギリス 
 
 



[問題](2学期期末) 
 次の文章中の①～③に適語を入れよ。 
アフリカは19世紀末までに，( ① )

とリベリアを除くアフリカの全域が，ヨ

ーロッパ諸国の植民地となった。第二次

世界大戦後，ほとんどの国が独立した。

特に，②(1950年／1955年／1960年)は
17 か国が独立したので，この年は

( ③ )と呼ばれた。 
 
[解答]① エチオピア ② 1960年 
③ アフリカの年 
 
 



[植民地時代の影響①：公用語・宗教] 
[問題](2学期期末) 
次の地図中のA，B の範囲の国の公用

語は何か。[  ]から1つずつ選べ。 
[ スペイン語 英語 フランス語 ポル

トガル語 ] 
 
 
 
 
 
 
 
 
[解答]A 英語 B フランス語 



[解説] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
北アフリカではアラビア語が使われてい

るが，それ以外の地域では多くの民族が

独自の言語を持っている。同じ国内でた

がいに言葉が通じないと困るので，現在



でも英語やフランス語など植民地時代の

旧本国の言語を公用語
こ う よ う ご

としている国が多

くある。宗教の面では，北アフリカでは

おもにイスラム教が信仰
しんこう

されているが，

それ以外の地域では伝統的な宗教を信仰

しており，植民地時代の影響でキリスト

教も広がっている。 
 
※この単元でやや出題頻度が高いのは

「英語やフランス語」「公用語」「イスラ

ム教」「キリスト教」である。 
 
 



[問題](1学期期末) 
 アフリカ州について，次の文章中の①

～④に適語を入れよ。 
16世紀以後，多くのアフリカ人が奴隷

として連れ出され，19世紀には，アフリ

カのほぼ全域はヨーロッパ諸国の

( ① )となった。その影響で，現在で

も英語やフランス語を( ② )語として

いる国が多い。宗教の面では，北アフリ

カではおもに( ③ )教が信仰されてい

るが，それ以外の地域では伝統的な宗教

を信仰しており，(①)時代の影響で

( ④ )教も広がっている。 
 
[解答]① 植民地 ② 公用 
③ イスラム ④ キリスト 
 



[問題](2学期中間) 
アフリカの言語と宗教について，次の

ア～エの中で間違っているものを1つ選

べ。 
ア サハラ砂漠より北では，アラビア語

が話されている。 
イ サハラ砂漠より南では，様々な宗教

が信じられている。 
ウ アフリカでは植民地時代の影響でキ

リスト教を信仰している人が多い。 
エ サハラ砂漠より北では，ヒンドゥー

教が信仰されている。 
 
[解答]エ 
[解説] 
エが誤り。サハラ砂漠より北では，イス

ラム教が信仰されている。 



[問題](補充問題) 
次の図中の で示した国で，人口の

60％以上が信仰している宗教を，次の

[  ]から1つ選べ。 
[ ヒンドゥー教 イスラム教 仏教 
 キリスト教 ] 
 
 
 
 
 
 
(山口県) 
 
[解答]キリスト教 
 
 



[問題](2学期中間) 
アフリカ州には，英語やフランス語な

どのヨーロッパ諸国の言語を公用語にし

ている国が多い。その理由を「多くの民

族」「植民地」という語句を使って簡単に

書け。 
 
[解答]同じ国内に独自の言語を持った多

くの民族がいて，たがいに言葉が通じな

いと困るので植民地時代の旧本国の言語

を公用語にしているから。 
 
 



[植民地時代の影響②：国境線] 
[問題](1学期期末) 
 次の各問いに答えよ。 
 
 
 
 
 
(1) 地図中のAの国名を答えよ。 
(2) A の国の国境線が直線となっている

理由は何か。次から選べ。 
ア この線にそってナイル川という

大きな川が流れているため。 
イ 19世紀の終わりごろ，ヨーロッ

パ諸国が占領した地域に勝手に

境界線を引いたため。 
ウ この線に沿って大きな山がつら

なっているため。 



[解答](1) エジプト (2) イ 
[解説] 
 
 
 
 
 
アフリカ大陸には直線的な国境線が多い

が，これは，かつて植民地としてアフリ

カを支配していたヨーロッパの国々が，

経線
けいせん

や緯線
い せ ん

によって支配地域を分割
ぶんかつ

した

なごりである。この境界線は，民族のま

とまりを無視して引かれたため，1 つの

民族がいくつかの国に分かれたり，いく

つかの民族が1つの国にまとめられたり

した。このように民族の境界線と国どう

しの国境線が合わないところでは，民族



間の対立，さらには内戦が起きることも

ある。 
 
※この単元で出題頻度が高いのは「経線

や緯線によって支配地域を分割」である。 
 
 
[問題](3学期) 
アフリカでは国境が直線になっている

国がある。その理由として適切なものを

次から選び，記号で答えよ。 
ア 民族の分布をもとに引かれたから。 
イ 独立する際に新しく引かれたから。 
ウ 自然環境を利用して定められたから。 
エ 植民地時代にヨーロッパ諸国が経線

や緯線によって支配地域を分割した

から。 



[解答]エ 
 
 
[問題](2学期期末) 
アフリカに直線の国境線が多いのは，

かつて植民地としてアフリカを支配して

いたヨーロッパ諸国が(     )から

である。(  )に適する内容を20字以内

で書け。 
 
[解答]経線や緯線によって支配地域を分

割した 
 
 



[問題](補充問題) 
アフリカ州の国々において，民族間の

対立が多く起こっている理由を，「民族」

「国境線」の2つの言葉を用いて簡単に

書け。 
(愛媛県) 
 
[解答]民族の境界線と国境線が一致して

いないから。 
 
 
[問題](2学期中間) 
アフリカ州の国境が直線的に引かれて

いるため，独立後のアフリカ州の国々で

起こっている問題を「民族」「内戦」の語

句を使って説明せよ。 
 



[解答]民族間の対立から内戦が起きてい

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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