
【FdData中間期末：中学社会地理】 
[オセアニア：地域・地形・気候] 

◆パソコン・タブレット版へ移動 
 
[国・都市] 
[問題](2学期期末) 
 次の各問いに答えよ。 
 
 
 
 
 
(1) 地図中のA，Bの国名を答えよ。 
(2) A国の首都名を答えよ。 
 
[解答](1)A オーストラリア 
B ニュージーランド (2) キャンベラ 
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[解説] 
 
 
 
 
 
 
 
 
オーストラリアの首都はキャンベラであ

るが，人口が最も多いのはシドニーであ

る。ニュージーランドの首都はウェリン

トンである。そのほか，オセアニア州に

ある国としては，パプアニューギニアや

ツバルなどがある。 
 
 



※この単元でやや出題頻度が高いのは

「オーストラリア」「キャンベラ」「ニュ

ージーランド」である。 
 
[問題](2学期中間) 
 次の各問いに答えよ。 
 
 
 
 
 
 
 
(1) 地図中のAの国名とその首都aの名

前を答えよ。 
(2) A の国で人口が最も多い c の都市の

名前を答えよ。 



(3) 地図中のBの国名とその首都bの名

前を答えよ。 
(4) 地図中のCの国名を答えよ。 
(5) 地図で表されている州の名称を答え

よ。 
 
[解答](1)A オーストラリア 
a キャンベラ (2) シドニー 
(3)B ニュージーランド 
b ウェリントン 
(4) パプアニューギニア 
(5) オセアニア州 
 



[地域] 
[問題](2学期期末改) 
オセアニア州は，オーストラリアと太

平洋に広がる島々で構成されている。オ

セアニアの島々は，図のように，ポリネ

シア，ミクロネシア，( X )に分けられ

る。Xに適語を入れよ。 
 
 
 
 
 
 
 
 
[解答]メラネシア 
 



[解説] 
 
 
 
 
 
 
 
 
オセアニア州は，オーストラリアと太平

洋に広がる島々で構成されている。太平

洋の島々がある地域は，メラネシア，ミ

クロネシア，ポリネシアに分けられる。 
 
※この単元で出題頻度が高いのは「メラ

ネシア」「ミクロネシア」「ポリネシア」

である。 



[問題](2学期中間) 
次の地図の X～Z にあてはまる地域名

を[  ]よりそれぞれ選べ。 
[ メラネシア ミクロネシア 
 ポリネシア ] 
 
 
 
 
 
 
 
 
[解答]X ミクロネシア Y ポリネシア 
Z メラネシア 
 
 



[火山島とさんご礁の島] 
[問題](後期中間) 
オセアニアの島々は，主にどのように

つくられたか，次のア～エの中から2つ

選べ。 
ア 海面の低下 
イ さんご礁の堆積 
ウ 火山の噴火 
エ 大陸からの分離 
 
[解答]イ，ウ 
 
[解説] 
オセアニアの島々には，海底からふき出

した火山が海面に山頂部分を出している

火山島と，さんご礁
しょう

が堆積
たいせき

してできた島

がある。さんご礁でできた島国であるツ



バルでは，標高
ひょうこう

が低いため，地球
ちきゅう

温暖化
おんだんか

の影響で海水面が上昇して，島が水没
すいぼつ

す

る危機にある。 
(写真は，それまで陸地だったところに，

満潮時に海水が入り込んでいるようすを

表している。) 
 
 
 
 
 
 



[問題](2学期期末) 
 次の各問いに答えよ。 
(1) オセアニア州は島が多い。そのほと

んどを形成するものは，火山島とも

う1つは何か。 
(2) ツバルなど(1)でできた島々は地球温

暖化によってある危機に直面してい

る。それはどのようなことか。簡単

に説明せよ。 
 
[解答](1) さんご礁の島 (2) 島が水没

する危機にさらされていること。 
 
 



[問題](2学期期末) 
次の図は冠水しているツバルの街並み

である。このままいくとツバルは水没し

てしまうといわれている。他にもキリバ

スなどが水没の危険性がある。このよう

な状況になっているのはなぜか。「海面」

という言葉を使って説明せよ。 
 
 
 
 
 
 
 
[解答]地球温暖化によって海面が上昇し

ているから。 
 



[地形] 
[問題](3学期) 
 次の各問いに答えよ。 
 
 
 
 
 
(1) 略地図中のX の山脈の名を答えよ。 
(2) 略地図中のYにある2000km以上も

続く世界最大の 
さんご礁を何というか。 

 
[解答](1) グレートディバイディング山

脈 (2) グレートバリアリーフ 



[解説] 
 
 
 
 
 
 
 
 
オーストラリアは国土の大部分が乾燥帯

かんそうたい

になっているため，乾燥大陸と呼ばれて

いる。 
グレートディバイディング山脈より西側

には，大鑽井
だいさんせい

盆地，グレートサンディー

砂漠
さ ば く

，グレートビクトリア砂漠など，乾

燥地帯が広がっており，人口密度は非常

に低い。 



オーストラリ

アのほぼ中央

には右図のよ

うな世界で2番目に大きい一枚岩である

ウルル(エアーズロック)がある。ここは，

先住民のアボリジニの聖地になっている。 
北部とグレートディバイディング山脈よ

り東側は比較的に降水量が多く，人口は

山脈の南東部に集中している。グレート

バリアリーフは2000km以上も続く世界

最大のさんご礁
しょう

である。 
 
※この単元で出題頻度が高いのは「グレ

ートディバイディング山脈」「グレートバ

リアリーフ」である。「大鑽井盆地」もよ

く出題される。 
 



[問題](1学期中間) 
 次の各問いに答えよ。 
 
 
 
 
 
(1) 世界最大のさんご礁である略地図中

のAを何というか。 
(2) 略地図中のB の山脈の名を答えよ。 
(3) 略地図中のCの地域に広がっている

地形を，次の[  ]から1つ選べ。 
[ 森林 砂漠 湿地 山地 ] 

 
[解答](1) グレートバリアリーフ 
(2) グレートディバイディング山脈 
(3) 砂漠 



[問題](2学期期末) 
 次の各問いに答えよ。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) 図 1 のA の山脈名と，B の盆地名， 

C，Dの砂漠名を答えよ。 
(2) 図2は図1のEにある世界で2番目 

に大きい一枚岩である。これは何と 
呼ばれているか。 

 



[解答](1)A グレートディバイディング

山脈 B 大鑽井盆地 C グレートサン

ディー砂漠 D グレートビクトリア砂

漠 (2) ウルル(エアーズロック) 
 
 
[赤道・東経135度] 
[問題](2学期期末) 
日本の標準時子午線にもなっている東

経135度の経線を地図中のア～ウから1
つ選べ。 
 
 
 
 
 
[解答]イ 



[解説] 
 
 
 
 
 
 
 
オーストラリアは日本の真南に位置して

おり，経度はほぼ同じである。明石市を

通る日本の標準
ひょうじゅん

時
じ

子午線
し ご せ ん

(東経
とうけい

135 度)
は，オーストラリアの中央部を通る。赤

道は，図のようにパプアニューギニア北

部を通る。オーストラリアは太平洋とイ

ンド洋に面している。 
 
※この単元でよく出題されるのは「赤道

の位置」「東経135度の位置」である。 



[問題](後期中間) 
 次の各問いに答えよ。 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) 日本の明石市を通っている経線を地

図中のA～Dから選べ。 
(2) (1)の経線は東経何度か。 
(3) 赤道を示している緯線を地図中のア

～エから選べ。 
 
[解答](1) B (2) 東経135度 (3) ア 



[問題](後期中間) 
オーストラリアの位置を正しく説明し

ているものを，次のア～エから1つ選べ。 
ア オーストラリアは日本の真北に位置

し，太平洋・大西洋に面している。 
イ オーストラリアは日本の真南に位置

し，太平洋・インド洋に面している。 
ウ オーストラリアは日本の真西に位置

し，大西洋・インド洋に面している。 
エ オーストラリアは日本の真東に位置

し，太平洋・大西洋に面している。 
 
[解答]イ 
 



[気候の特徴] 
[問題](3学期改) 
 次の図のように，赤道に近いオースト

ラリア北部は熱帯，東部と南部は温帯で

あるが，それ以外のオーストラリアの大

部分は年間の降水量が500mm以下の砂

漠や草原になっている。このため，オー

ストラリアは何大陸と呼ばれているか。 
 
 
 
 
 
 
[解答]乾燥大陸 



[解説] 
 
 
 
 
 
 
 
図のように，オーストラリアの大部分は

乾燥帯
かんそうたい

に属している(年降水量500mm未

満の地域が大陸全体の3分の2をしめて

いる)。オーストラリア東部と南西部，ニ

ュージーランドの気候は温帯
おんたい

である。ニ

ュージーランドの気候はヨーロッパの西

部と同じ西岸海洋性気候で，一年中適度

な雨が降ることが特徴である。 
オーストラリア北部やパプアニューギニ



アは熱帯
ねったい

である。(南半球にあるオースト

ラリアでは，北に行くほど赤道に近づく

ことになり，気温が高くなる。) 
 
※この単元で特に出題頻度が高いのは

「乾燥帯」である。「温帯」「熱帯」もよ

く出題される。 
 
 



[問題](2学期期末) 
次の表はオセアニア州にみられる気候

帯をまとめたものである。①～③にあて

はまる気候帯を答えよ。 
 

気候帯 おもな分布 
( ① ) オーストラリア北部，パ

プアニューギニアなど太

平洋の島  々
( ② ) オーストラリア東部や南

西部，ニュージーランド 
( ③ ) オーストラリア西部や内

陸部 
 
[解答]① 熱帯 ② 温帯 ③ 乾燥帯 
 



[問題](後期中間) 
次の略地図中のAからBへ移動すると，

次の3つの気候帯がみられる。変化する

順に[  ]内の気候帯を並べよ。 
[ 乾燥帯 温帯 熱帯 ] 
 
 
 
 
 
 
[解答]熱帯→乾燥帯→温帯 
 



[問題](2学期中間) 
資料中の X，Y，Z の各地点の説明と

して適するものを次のア～ウからそれぞ

れ選べ。 
 
 
 
 
 
 
ア 雨が多く，熱帯の森林が広がる。 
イ オーストラリア南部と同じく，温帯

に属している。 
ウ 雨がほとんど降らず，砂漠や草原地

帯が広がっている。 
 
[解答]X：ア Y：ウ Z：イ 



[問題](2学期期末) 
次の地図中の X～Z の都市の雨温図を，

ア～ウからそれぞれ1つずつ選べ。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[解答]X：ウ Y：イ Z：ア 
 



[解説] 
地図のXは熱帯，Yは乾燥帯，Zは温帯

に属する。雨温図ア～ウのうち，降水量

が少ないイが乾燥帯を表している。1 年

中気温が高いウが熱帯である(最寒月が

18℃以上)。アは温帯である (最寒月が－

3℃～18℃の間)。 
 
※この単元で，雨温図を使った問題はと

きどき出題される。 
 
 



[問題](後期中間) 
オセアニア州の自然環境について説明

した，次の文章の①～④に当てはまる語

句を下の[  ]の中からそれぞれ選べ。 
オーストラリアは年降水量500mm未

満の地域が大陸全体の( ① )をしめて

いる。ニュージーランドの気候はヨーロ

ッパの西部と同じ( ② )気候で，一年

中適度な雨が降ることが特徴である。ニ

ュージーランドは日本と同じように地震

や火山が多く，温泉を生かした観光や，

( ③ )発電が早くから行われていた。

太平洋には，海底からふき出した火山が

海面に山頂部分を出している火山島や，

( ④ )が発達している島々がある。 
[ 3分の1 半分 3分の2 西岸海洋性 
 地中海性 熱帯雨林 原子力 水力 
 地熱 さんご礁 オーシャン ] 



[解答]① 3分の2 ② 西岸海洋性 
③ 地熱 ④ さんご礁 
 
[人口の分布] 
[問題](2学期中間改) 
オーストラリア大陸の大部分は降水量

がきわめて少なく，砂漠などの乾燥地帯

が広がっているため人口密度が低い。こ

のため人口のほとんどは，比較的降水量

が多く農業のさかんな図の(  )に集中

している。(  )に a，b，c のいずれか

を入れよ。 
 
 
 
 
 



[解答]c 
[解説] 
オーストラリアの人口は温帯が広がる南

東部(問題の地図の c の部分)に集中して

いる。砂漠などの乾燥地帯が広がってい

るために人口密度がきわめて低い内陸部

はアウトバックと呼ばれており，病院な

どの公共施設もほとんどない。この地域

では，急病人が出た場合，医師や看護師

を乗せて小型飛行機で治療に向かうフラ

イングドクターというサービスが普及し

ている。 
 
※この単元でよく出題されるのは「南東

部に人口が集中」である。「アウトバック」

「フライングドクター」はたまに出題さ

れる。 



[問題](2学期中間) 
オーストラリアについて，次の各問い

に答えよ。 
 
 
 
 
(1) 人口が集中している地域を地図中の

a～cから選べ。 
(2) オーストラリア西部は砂漠が多くて

人口が非常に少なく，病院などの公

共施設がないところが多い。このよ

うな地域を何というか。カタカナで

答えよ。 
(3) (2)のような地域で急病人が出たとき

のために行われているサービスは何

か。 



[解答](1) c (2) アウトバック 
(3) フライングドクター 
 
 
[問題](3学期) 
オーストラリアでは，人口の大部分は

大陸の南東側に住み，大陸中央部は人口

がとても少なくなっている。大陸中央部

の人口が少ない理由を簡単に説明せよ。 
 
[解答]砂漠などの乾燥地帯になっている

ため。 
 



【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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