
【FdData中間期末：中学社会地理】 
[アフリカの課題と展望] 

◆パソコン・タブレット版へ移動 
 
[人口増加による食料不足・乳児死亡率] 
[問題](後期中間) 
 アフリカについて，次のア～オから正

しくないものを1つ選べ。 
ア 人口増加率が非常に高く，しばしば

食料不足が起こる。 
イ 栄養が十分でない人が多く，老人や

子どもの死亡率が高い。 
ウ 医療の発達によって乳児死亡率は日

本の2倍程度まで低下してきた。 
エ エイズ感染者が多い。 
オ 農地の拡大により森林破壊が進み，

野生の動植物が減少している。 

http://www.fdtext.com/dat/pdf_ch5_1_asia2.pdf
http://www.fdtext.com/dat/pdf_ch5_1_asia2.pdf


[解答]ウ 
[解説] 
 
 
 
 
アフリカのかかえる課題の1つに人口増

加の問題がある。人口が増えると，砂漠

化や天候不順によってすぐに食料不足が

生じる。栄養がじゅうぶんでないために，

病気に対する抵抗力が弱く，多くの老人

や子どもは軽い病気でも死亡することが

ある。2013年の1歳未満の乳児死亡率(出
生 1000 人あたりの死亡数)は，日本が 2
人であるのに対し，西部・中部アフリカ

は 72 人となっている。また，エイズ感

染率が高いことも，大きな課題である。



E乳児E

にゅうじ

A死亡率が高く，エイズAE感染者E

かんせんしゃ

Aも多い

ため平均A E寿命E

じゅみょう

Aが短い。また，A E環境E

かんきょう

A問題

も深刻である。農地の拡大により森林破

壊が進み，野生の動植物が減少している。 
※この単元はしばしば出題される。 
 
 
[問題](後期期末) 
 現在のアフリカのかかえる問題を次の

ア～エからすべて選べ。 
ア 高齢化が急速に進んでいる。 
イ 食糧不足が起きやすい。 
ウ 今でも人種隔離政策が行われている。 
エ エイズ発症率が高い。 
オ 乳児死亡率が高い。 
 
[解答]イ，エ，オ 



[問題](1学期期末) 
次の表について，正しく述べられてい

る文章を下記のア～エから1つ選べ。た

だし，乳児死亡率は，出生 1000 人あた

りの死亡数で表す。 

 
 

地域 乳児死亡

率(1 歳未

満) 

出生児の

平均寿命

(年) 
東部・南部

アフリカ 
 50  59 

西部・中部

アフリカ 
 72  54 

中東と北ア

フリカ 
 24  71 

日本   2  84 
世界  34  71 



ア アフリカのどの地域も，世界の数値

よりも乳児死亡率が高く，平均寿命

も短い。 
イ 日本と比べると，東部・南部アフリ

カは出生時の平均寿命は短いが，乳

児死亡率は同じくらいである。 
ウ 西部・中部アフリカは出生時の平均

寿命がもっとも短く，乳児死亡率も

もっとも高い。 
エ 中東と北アフリカの出生時の平均寿

命は世界とほぼ同じだが，乳児死亡

率は世界よりも高い。 
 
[解答]ウ 
 



[問題](2学期期末) 
次の表中の①と②は，何の統計の数値

か。下の[  ]からそれぞれ選べ。 

 
[ 月の平均収入 出生児の平均寿命 
 乳児死亡率 人口密度 高齢化率 ] 
 
[解答]① 乳児死亡率 
② 出生児の平均寿命 

地域  ①  ② 
東部・南部ア

フリカ 
 50  59 

西部・中部ア

フリカ 
 72  54 

中東と北ア

フリカ 
 24  71 

日本   2  84 
世界  34  71 



[問題](2学期期末) 
 次の資料はアフリカ各国と日本の乳児

死亡率 ( 出生 1000 人あたりの死亡

数)(2016年)を表している。これについて，

各問いに答えよ。 

 
(1) 資料を見て，アフリカと日本の乳児

死亡率の違いを簡潔に説明せよ。 
(2) アフリカの乳児死亡率が高いのはな

ぜか。 
 

 国 乳児死亡率 
(1歳未満) 

シエラレオネ   83 
コンゴ共和国   39 
ソマリア   83 
アンゴラ   55 
日本   2 



[解答](1) 日本と比べると表のアフリカ

諸国の乳児死亡率は非常に高い。 
(2) 食料不足によって栄養状態が悪いた

め。 
 
[問題](後期中間) 
アフリカの課題について述べた次の文

章の①，②にあてはまる語句を，下の

[  ]の中からそれぞれ選べ。 
アフリカのかかえる課題の1つに人口

増加の問題がある。人口が増えると，

( ① )が深刻となる。すると，(①)とな

った老人や子どもの抵抗力が弱くなり，

軽い病気でも死亡してしまう。また，農

地拡大のために森林が減少し，( ② )
が進むといった環境問題にもつながる。 
[ 砂漠化 住宅不足 食料不足 
 都市問題 ] 



[解答]① 食料不足 ② 砂漠化 
 
 
[問題](2学期期末) 
アフリカ諸国は現在も大きな困難をか

かえている。「栄養」「乳児死亡率」「エイ

ズ」の語句を使って，アフリカ諸国の困

難な状況を説明せよ。 
 
[解答]食料不足によって栄養状態が悪い

ため乳児死亡率が高く，エイズ感染者も

多い。 
 
 



[都市化] 
[問題](2学期中間) 
資料のように，アフリカの都市部で見

られる，水道や電気がなく，衛生状態の

よくない狭い住宅が集まる地区を何とい

うか。 
 
 
 
 
 
 
[解答]スラム 
[解説] 
 
 
 



アフリカでも，中国やインド，東南アジ

アの国々と同じように，農村から都市へ

の人口集中がおこっている。これは，農

村に比べて，都市は仕事が多く，高い収

入が得られるからである。このような急

激な都市化に対し，上下水道や電気など

のインフラのAE整備E

せ い び

Aが追いついていない。

都市への移住者の多くは，AE賃金E

ちんぎん

Aの安い単

純労働の仕事をしており，スラムと呼ば

れる劣悪な居住地区に住んでいる。 
 
※この単元で出題頻度が高いのは「スラ

ム」である。 
 



[問題](2学期期末) 
アフリカ諸国は現在も大きな困難をか

かえている。次の[  ]内の言葉を使っ

て，アフリカ諸国の困難な状況を説明せ

よ。 
[ スラム 都市部 ] 
 
[解答]都市部への人口集中がすすみ，ス

ラムと呼ばれる劣悪な居住環境が広がっ

ている。 
 
 
[問題](3学期) 
アフリカでも，中国やインド，東南ア

ジアの国々と同じように，農村から都市

への人口集中がおこっている。その理由

を「収入」の語句を使って説明せよ。 



[解答]農村に比べて，都市は仕事が多く，

高い収入が得られるから。 
 
 
[AU など] 
[問題](1学期期末) 
アフリカ諸国がかかえる問題を共有し，

解決の方法を共同で考えるために，2002
年に結成された組織を何というか。次の

[  ]から選べ。 
[ NGO ODA EU AU ] 
 
[解答]AU 
[解説] 
 
 
 



アフリカの課題を解決するためには生活

環境の向上が欠かせない。そのために道

路や水道などのインフラと呼ばれる社会

設備を整備しようとしている。ただ，貧

しい国が多いアフリカでは国がそれを成

しとげるのが難しい。そのため，先進国

の政府や政府機関は，発展途上国に対し

て資金協力や技術協力などの ODA(政府

開発援助)を行っている。また，もうけや

利益を目的としない NGO(非政府組織)
からの援助も行われている。アフリカ諸

国は，共同で諸問題の解決に取り組むた

め，2002 年に EU をモデルにしたアフ

リカ連合(AU)を結成した。 
 
※この単元で出題頻度が高いのは「アフ

リカ連合(AU)」「NGO」である。「ODA」
もときどき出題される。 



[問題](2学期中間) 
 次の各問いに答えよ。 
(1) アフリカで，2002年にEU をモデル

に作られた組織は何か。 
(2) アフリカなどの発展途上国の貧困を

救うために，先進国の政府が発展途

上国に対して行っている援助を何と

いうか。 
(3) 政府だけでなく，非政府組織もアフ

リカで技術指導などの支援をおこな

っている。この非政府組織のアルフ

ァベットの略称を答えよ。 
 
[解答](1) AU(アフリカ連合) 
(2) ODA(政府開発援助) (3) NGO 
 
 



[問題](2学期期末) 
 次の文の①～③に適語を入れよ。 
アフリカの課題を解決するためには生

活環境の向上が欠かせない。そのために

道路や水道などの( ① )と呼ばれる社

会設備を整備しようとしている。ただ，

貧しい国が多いアフリカでは国がそれを

成しとげるのが難しく，先進国の援助や

( ② )と呼ばれるもうけや利益を目的

としない組織からの援助も行われている。

また，アフリカ諸国の連帯を求めて

( ③ )という組織が 2002 年に設立さ

れた。 
 
[解答]① インフラ ② NGO 
③ AU(アフリカ連合) 
 



【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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