
【FdData中間期末：中学社会地理】 
[オセアニア：先住民・植民地・白豪主義・

多文化社会] 
◆パソコン・タブレット版へ移動 

 
 
[先住民] 
[問題](2学期中間) 
 ニュージーランドの先住民はマオリで

あるが，オーストラリアの先住民は何か。 
 
[解答]アボリジニ 
[解説] 
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オーストラリアの先住民

せんじゅうみん

はアボリジニ

である。大陸のほぼ中央にある世界で 2
番目に大きい一枚岩のウルル(エアーズ

ロック)はアボリジニの聖地になってい

る。図1は，アボリジニの人々が信仰の



対象である自然を抽象化した絵を描いて

いるようすである。 
ニュージーランドの先住民はマオリであ

る。図 2 は出陣前におどるハカという

勇壮
ゆうそう

なおどりである。 
 
※この単元で特に出題頻度が高いのは

「アボリジニ」である。「マオリ」もよく

出題される。 
 
 
[問題](3学期) 
 次の文章中の①，②に適語を入れよ。 
 オーストラリアの先住民は( ① )で，

ニュージーランドの先住民は( ② )で
ある。 
 



[解答]① アボリジニ ② マオリ 
 
 
[問題](3学期) 
 次の各問いに答えよ。 
(1) オーストラリアの先住民を何という

か。 
(2) (1)の聖地になっている大陸のほぼ中

央にある世界で 2 番目に大きい一枚

岩を何というか。 
(3) (1)は文化の中で何に優れているのか。

次の[  ]から1つ選べ。 
[ 音楽 美術 演劇 ] 

(4) ニュージーランドの先住民を何とい

うか。 
(5) (4)の伝統的な踊りは何か。 
 



[解答](1) アボリジニ (2) ウルル(エア

ーズロック) (3) 美術 (4) マオリ 
(5) ハカ 
 
 
[植民地時代] 
[問題](2学期期末改) 
 次の文章中の①，②に適語を入れよ。 
 
 
 
オーストラリアやニュージーランドな

どのオセアニアの国々の国旗には，共通

して図のように( ① )(国名)の国旗が

描かれているが，これはオーストラリア

などがかつて(①)の( ② )であったな

ごりである。 



[解答]① イギリス ② 植民地 
[解説] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18世紀にイギリス人が移住してきて，オ

ーストラリアやニュージーランドなどの

オセアニアの一帯を植民地
しょくみんち

とした。これ

らの国の国旗
こ っ き

にイギリスの国旗が描かれ

ているのは，それらの国がイギリスの植

民地だったなごりである。 



※この単元で出題頻度が高いのは「イギ

リスの植民地だった」である。 
 
[問題](2学期期末) 
次の図のように，オセアニアの国々の

国旗には他国の国旗がえがかれたものが

ある。なぜこのような国旗があるのか。

共通にえがかれている国旗の国名をあげ

て説明せよ。 
 
 
 
 
 
 
[解答]オセアニアの国々はかつてイギリ

スの植民地であったから。 



[白豪主義] 
[問題](3学期) 
オーストラリアで 1970 年代までとら

れていた，ヨーロッパ系以外の移民を制

限する政策を何主義というか。 
 
[解答]白豪主義 
 
[解説] 
 
 
 
18世紀後半，オーストラリアにイギリス

人が入植
にゅうしょく

し，オーストラリアはイギリ

スの植民地となった。金鉱が発見されて，

19 世紀後半からは中国系の移民
い み ん

が増加

し，イギリス系の移民との間で対立が生



じた。そのため，20世紀に入ってまもな

く移民制限法を制定し，ヨーロッパ系以

外の移民を制限する白豪
はくごう

主義という政策

をとった。 
※この単元で特に出題頻度が高いのは

「白豪主義」である。 
 
[問題](2学期期末改) 
 次の文章中の①～③に適語を入れよ。 

18世紀後半に( ① )の植民地になっ

たオーストラリアには，(①)系の移民が

増加した。金の採掘が進む中，19世紀後

半から( ② )系の移民が増加し，(①)
系の移民との対立も生じた。その後，20
世紀初めから 1970 年代にかけて，

( ③ )主義と呼ばれる政策がとられ，

ヨーロッパ系以外の移民が制限された。 



[解答]① イギリス ② 中国 ③ 白豪 
 
 
[問題](2学期期末) 
オーストラリアでは 20 世紀初めから

1970年代にかけて「白豪主義」という政

策がとられた。「白豪主義」とはどのよう

な政策か。簡単に説明せよ。 
 
[解答]ヨーロッパ系以外の移民を制限す

る政策 
 
 
[問題](後期中間) 
オーストラリアで，19世紀にアジア系

の移民が増えたのはなぜか。その理由を

簡単に説明せよ。 



[解答]金鉱が発見されたため，中国人の

移民が増えたから。 
 
 
[白豪主義からの転換] 
[問題](3学期) 
オーストラリアは，アジアとの結びつ

きが強まった 1970 年代に白豪主義を撤

廃した。その結果，アジアからの移民が

増加した。現在のオーストラリアは様々

な民族が共存し，それぞれの文化を尊重

する社会を築こうとしている。このよう

な社会を何というか。漢字 5 字で書け。 
 
[解答]多文化社会 



[解説] 
 
 
 
 
 
オーストラリアは，アジアとの結びつき

が強まった 1970 年代に白豪主義を撤廃
てっぱい

してヨーロッパ系以外の移民を受け入れ

るようになり，その結果，アジアからの

移民が増加している。現在のオーストラ

リアは様々な民族が共存し，それぞれの

文化を尊重する社会を築こうとしている。

このような社会を多文化
た ぶ ん か

社会
しゃかい

という。こ

うした中で，1993年には先住民であるア

ボリジニの先住権
せんじゅうけん

が認められ，もともと

住んでいた土地の所有権も認められた。 



※この単元でやや出題頻度が高いのは

「多文化社会」である。 
 
 
[問題](後期期末) 

1970年代以降，ヨーロッパ系以外の移

民が増えたが，その理由を「制限」「白豪

主義」の語句を使って説明せよ。 
 
[解答]ヨーロッパ系以外の移民を制限す

る白豪主義という政策が撤廃されたから。 
 
 



[問題](2学期中間) 
 次の各問いに答えよ。 
 
 
 
 
 
 
 
(1) かつてオーストラリアやニュージー

ランドの開拓を進め，植民地として

いた国はどこか。 
(2) ヨーロッパ系以外の移民を制限して

いた，オーストラリアの政策を何と

いうか。 



(3) オーストラリアに住む外国出身者の

割合はどのように変化したか。グラ

フを参考に，「ヨーロッパ州」「アジ

ア州」という語句を使って説明せよ。 
(4) 現在のオーストラリアが築こうとし

ている，多様な民族が共存し，それ

ぞれの文化を尊重する社会を何とい

うか。 
 
[解答](1) イギリス (2) 白豪主義 
(3) ヨーロッパ州出身者の割合が減少し，

アジア州出身者の割合が増加した。 
(4) 多文化社会 
 
 



[問題](2学期期末)  
次の文章中の①～⑤に適語を入れよ。 
オーストラリアには，18 世紀後半に

( ① )人が入植した。金の採掘が進む

中，19世紀後半から中国系の移民が増加

し，(①)の移民との対立も生じた。その

後，20世紀はじめから1970年代にかけ

て，( ② )主義と呼ばれる政策がとら

れ，( ③ )系以外の移民が制限された。

しかし，この政策は 1970 年代に廃止さ

れ，近年は( ④ )州からの移民が増加

している。現在のオーストラリアは，多

くの民族が共存し，互いの文化を尊重し

あう( ⑤ )社会をめざしている。 
 
[解答]① イギリス ② 白豪 
③ ヨーロッパ ④ アジア ⑤ 多文化 



[問題](3学期) 
オーストラリアについて書かれたア～

エのうち，誤っているものを 1 つ選べ。 
ア 18 世紀後半にイギリス人が入植し，

オーストラリアはイギリスの植民地

となった。 
イ 19 世紀後半から中国系の移民が増

加し，イギリス系の移民と対立した。 
ウ 20世紀はじめから1970年代にかけ

て，ヨーロッパ系以外の移民を制限

する白豪主義と呼ばれる政策をとっ

た。 
エ 現在では多様な民族の文化を尊重す

る多文化社会を築こうとしているが，

先住民は差別を受けているままであ

る。 
[解答]エ 



【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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