
【FdData中間期末：中学社会地理】 
[アフリカ：産業] 

◆パソコン・タブレット版へ移動 
 
 
[プランテーション] 
[問題](2学期期末改) 
植民地時代のアフリカでは，ヨーロッ

パ人によって( X )という大農園が開

かれた。(X)では，カカオ，コーヒー，綿

花，茶など，特定の輸出用の商品作物を

大量に生産し，ヨーロッパに輸出した。

Xにあてはまる語句を答えよ。 
 
[解答]プランテーション 

http://www.fdtext.com/dat/pdf_ch5_1_asia2.pdf
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[解説] 
 
 
 
 
植民地時代のアフリカでは，ヨーロッパ

人によってプランテーションという大農

園が開かれた。プランテーションでは，

特定の輸出用の商品作物を大量に生産し

ヨーロッパに輸出した。プランテーショ

ンで栽培
さいばい

された農作物としては，カカオ，

コーヒー，綿花，茶などがある。ギニア湾
わん

沿岸のガーナやコートジボワールでは，

チョコレートの原料になるカカオのプラ

ンテーション農業が行われた。ケニアで

は茶のプランテーションが開かれ，現在

も重要な輸出品になっている。 



※この単元で出題頻度が高いのは「プラ

ンテーション」である。 
 
 
[問題](2学期期末) 
 次の文の①，②に適語を入れよ。 
 アフリカ州のほとんどは，19世紀末ま

でにヨーロッパの国々の( ① )となっ

た。そのころヨーロッパ人によって行わ

れた( ② )農業では，カカオ，コーヒ

ー，綿花，茶などの特定の作物だけを栽

培し，ヨーロッパに輸出していた。 
 
[解答]① 植民地 ② プランテーション 
 



[カカオ] 
[問題](2学期期末改) 
次の地図中のギニア湾沿岸のガーナ，

コートジボワール，ナイジェリアなどの

国で，植民地時代からプランテーション

で栽培されてきた農作物は何か。次の

[  ]から1つ選べ。 
[ コーヒー 小麦 カカオ 茶 ] 
 
 
 
 
 
[解答]カカオ 



[解説] 
 
 
 
 
 
 
ギニア湾

わん

沿岸のガーナやコートジボワー

ルでは，チョコレートの原料になるカカ

オのプランテーション農業が行われた。 
 
 
 
 
※この単元で出題頻度が高いのは「カカ

オ」である。 
 



[問題](2学期期末) 
次の地図中のXの地域について，各問

いに答えよ。 
 
 
 
 
 
(1) この地域が面する湾を何というか。 
(2) この地域ではチョコレートの原料と

なる農作物の栽培がさかんである。

この農作物は何か。 
(3) 地図のA国は(2)の世界最大の生産国

であり，この国は昔，象の牙などが

多く輸出されたことから，「象牙海

岸」と呼ばれていた。この国の国名

を答えよ。 



[解答](1) ギニア湾 (2) カカオ 
(3) コートジボワール 
 
 
[問題](2学期期末) 
次のグラフを見て，後の各問いに答え

よ。 
 
 
 
 
(1) グラフで示された農作物を次の

[  ]から選べ。 
[ とうもろこし だいず カカオ 
 バナナ ] 

(2) グラフ中のAにあてはまる国名を答

えよ。 



(3) (1)の農作物からつくられる製品を 1
つあげよ。 

 
[解答](1) カカオ (2) ガーナ 
(3) チョコレート 
 
 



[鉱産資源] 
[問題](2学期期末改) 
 次の文章中の①，②に適語を入れよ。 
 
 
 
 
 
 
 
 

21世紀になり，アフリカ全体として見

ると経済成長率が高くなっているが，こ

れは豊かな鉱産資源を輸出できるからで

ある。( ① )はギニア湾沿岸のナイジ

ェリアや，北アフリカ諸国で産出される。

金は南アフリカ共和国やガーナなどで産



出される。このほか，銅，鉄鉱石，ダイ

ヤモンドなども採掘されている。 
また，アフリカ州で近年採れるようにな

った，自然に存在する量が少なかったり，

品質の高いものを得にくかったりする，

ガリウム，コバルトなどの( ② )も重

要な輸出品である。 
 
[解答]① 石油 ② レアメタル(希少金

属) 



[解説] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
アフリカの鉱産

こうさん

資源
し げ ん

に関してはクロムや

マンガンなどのレアメタル(希少
きしょう

金属
きんぞく

)の
出題頻度が高い。レアメタルは，埋蔵量

まいぞうりょう

がひじょうに少ない金属や，量はあって

も経済的・技術的に純粋なものを取り出

すのが難しい金属の総称で，希少金属と

もいう。携帯電話やコンピューター，自



動車などの生産に欠かせない。 
石油はギニア湾沿岸のナイジェリアや，

北アフリカ諸国で産出される。金は南ア

フリカ共和国やガーナなどで産出される。

このほか，銅，鉄鉱石，ダイヤモンドな

ども採掘されている。21世紀になり，ア

フリカ全体として見ると経済成長率が高

くなっているが，これは豊かな鉱産資源

を輸出できるからである。 
 
※この単元で特に出題頻度が高いのは

「レアメタル」である。「石油」「金」「銅」

の分布図もよく出題される。 
 
 



[問題](2学期期末) 
 次の各問いに答えよ。 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) 地図中の で産出する鉱産資源を，

次の[  ]の中から選べ。 
[ 石炭 石油 鉄鉱石 銅 ] 

(2) アフリカや南アメリカで豊富な，ク

ロムやマンガンなどの産出量の少な

い金属を何というか。 
 



[解答](1) 石油 (2) レアメタル(希少金

属) 
 
 
[問題](3学期) 
 次の各問いに答えよ。 
 
 
 
 
 
 
 
(1) 地図中の ，■，▲は，ある鉱産資

源の産出地を示している。それぞれ

の資源名を，次の[  ]から選べ。 
[ 金 銅 石油 ] 



(2) 近年，アフリカ大陸では，携帯電話

などに欠かせないレアメタルが産出

されている。レアメタルを日本語で

は何金属というか。 
(3) 21世紀になり，アフリカ全体として

見ると経済成長率が高くなっている。

その理由を，「資源」の語句を使って

書け。 
 
[解答](1) ：石油 ■：金 ▲：銅 
(2) 希少金属 (3) 豊かな鉱産資源を輸

出できるから。 
 
 



[輸出品] 
[問題](2学期期末) 
 次のグラフはコートジボワールとナイ

ジェリアの輸出品目である。各問いに答

えよ。 
 
 
 
 
 
 
 
(1) グラフのAは，ガーナも生産国とし

て有名なものである。Aは何か。 
(2) グラフのBにあてはまる語句を答え

よ。 
 



[解答](1) カカオ (2) 石油 
[解説] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
アフリカ諸国の多くは工業化が進んでお

らず，上のグラフに示すように，特定の

農産物や鉱産資源の輸出にたよっている

国が多い。たとえば，コートジボワール

はカカオと石油製品，ナイジェリアは石



油，ケニアは茶の輸出に頼っている。南

アフリカ共和国だけは，工業化が進んで

いるため，自動車，機械類，鉄鋼などの

工業製品の輸出も多い。 
 
※この単元でやや出題頻度が高いのは

「ナイジェリア」「コートジボワール」「南

アフリカ共和国」の輸出品のグラフであ

る。輸出品目の「カカオ」「石油」もとき

どき出題される。 
 



[モノカルチャー経済] 
[問題](1学期期末) 
少ない種類の商品作物や鉱産資源の輸

出にたよって成り立っている経済を何と

いうか。 
 
[解答]モノカルチャー経済 
[解説] 
アフリカ諸国の多くは，少ない種類の商

品作物や鉱産資源の輸出にたよっている。

このような経済をモノカルチャー経済と

いう。 
モノカルチャー経済は，天候

てんこう

や景気
け い き

によ

り取引価格が大きく変動するため，毎年

安定した収入を得ることができないとい

う問題をかかえている。近年，発展途上

国でつくられた農産物などを適正な価格



で取引するフェアトレードの考え方が重

視されるようになっている。 
※この単元で特に出題頻度が高いのは

「モノカルチャー経済」である。「少ない

種類の商品作物や鉱産資源の生産や輸出

にたよる経済」「安定した収入を得ること

ができない」もよく出題される。 
 
[問題](2学期中間) 
 次の文の①の(  )内から適語を選べ。

また，②，③の(  )内に適語を入れよ。 
 アフリカの国の多くは，①(多くの／少

ない)種類の( ② )作物や鉱産資源の輸

出にたよる( ③ )経済の国が多い。(③)
経済は天候や景気によって取引価格が変

化しやすいことにより，収入が安定しな

いという問題がある。 



[解答]① 少ない ② 商品 
③ モノカルチャー 
 
 
[問題](前期中間) 
 アフリカには，モノカルチャー経済の

国が多い。モノカルチャー経済とは何か。

「商品作物」「鉱産資源」の語句を使って

簡単に説明せよ。 
 
[解答]少ない種類の商品作物や鉱産資源

の輸出にたよって成り立っている経済。 
 
 



[問題](2学期期末) 
次の各問いに答えよ。 

(1) 次の文の①～③に入れる適語を下の

[  ]より選べ。 

アフリカにはわずかな種類の

( ① )や( ② )の輸出にたよる国

が多い。(②)では，最新の電子機器に

使用される( ③ )が注目されている。 

[ 商品作物 金 機械類 希少金属 
 鉱産資源 ] 

(2) (1)のような輸出で成り立っている経

済は不安定になりやすいが，その理

由を書け。 
(3) 発展途上国でつくられた農産物など

を適正な価格で取引をするしくみを

何というか。 



[解答](1)① 商品作物 ② 鉱産資源 
③ 希少金属 (2) 天候や景気によって

取引価格が変化しやすいことにより，収

入が安定しないから。 (3) フェアトレ

ード 
 



【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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