
【FdData中間期末：中学社会地理】 
[オーストラリア：強まるアジアとの結び

つき] 
◆パソコン・タブレット版へ移動 

 
[貿易相手国の変化] 
[問題](1学期中間) 
オーストラリアに関して述べた次の文

の①，②にあてはまる国名をそれぞれ答

えよ。 
1960年代の中ごろまで，オーストラリ

アの最大の輸出相手国は，かつてこの国

を植民地としていた( ① )であった。

近年は日本が最大の輸出相手国であった

が，現在では，( ② )が最大の輸出相

手国となっている。 
 
[解答]① イギリス ② 中国 
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[解説] 
 
 
 
オーストラリアはかつてイギリスの植民

地であったため，1960年代の中ごろまで

は，イギリスが最大の輸出相手国であっ

た。貿易相手国は，ヨーロッパ中心から

アジアの国々へ変化した。近年は日本が

最大の輸出相手国であったが，現在では，

中国が最大の輸出相手国となっている。 
順位 輸出(1960年) 輸出(2016年) 
1位 イ ギ リ ス

(31.0％) 
中国(30.5％) 

2位 ア メ リ カ

(12.1％) 
日本(12.4％) 

3位 日本(9.5％) アメリカ(6.5％) 
4位 フ ラ ン ス

(4.9％) 
韓国(6.1％) 



※この単元で出題頻度が高いのは輸出相

手国1位の変化(「イギリス」→「中国」)
である。「日本」もよく出題される。 
 
[問題](2学期中間) 
 オーストラリアの貿易に関して，次の

各問いに答えよ。 
1960 年代にはイギリスとの関係が深

かったためイギリスが最大の貿易相手国

であった。やがて 1985 年ごろには

( ① )が最大の貿易相手国となった。

現在は( ② )が最大の相手国となって

いる。 
(1) 文中の①，②に適する国の名前を答

えよ。 
(2) 下線部について，その理由を簡単に

説明せよ。 



[解答](1)① 日本 ② 中国 
(2) オーストラリアはかつてイギリスの

植民地であったから。 
 
 
[問題](2学期期末) 
オーストラリアの輸出相手国を表す次

の表の①，②にあてはまる国を次から 1
つずつ選べ。 
[ 日本 ドイツ 韓国 イギリス ] 

 
[解答]① イギリス ② 日本 

順位 1960年 2016年 
1位  ① 中国 
2位 アメリカ ② 
3位  ② アメリカ 



[問題](1学期期末) 
右のオーストラ

リアの貿易相手国

(1960 年)で，オー

ストラリアから遠

いイギリスが，

31％を占めて1位

であったのはなぜ

か。次のア～エの

うちからもっとも

適当なものを1つ選べ。 
ア 当時はイギリスの製品が世界で一番

すぐれていたから。 
イ このころ，イギリスが貿易の特別キ

ャンペーンを行っていたから。 
ウ かつてイギリスの植民地だったこと

もあり，イギリスともっとも関係が

深かったから。 



エ イギリスは「世界の工場」といわれ

世界一の工業生産国だったから。 
 
[解答]ウ 
 
 



[問題](3学期) 
次のグラフは，オーストラリアの貿易

相手国を示している。1960 年から2015
年にかけて，どのように変わったかを説

明せよ。その際に，「ヨーロッパの国々」

「アジアの国々」の語句を用いること。 
 

順位 1960年 2015年 
1位 イ ギ リ ス

(31.0％) 
中国(32.2％) 

2位 ア メ リ カ

(12.1％) 
日本(15.9％) 

3位 日本(9.5％) 韓国(7.1％) 
4位 フ ラ ン ス

(4.9％) 
ア メ リ カ

(5.4％) 
 
[解答]ヨーロッパの国々中心からアジア

の国々中心へ変化した。 



[増大するアジアからの観光客] 
[問題](2学期期末) 
 次の各問いに答えよ。 
 
 
 
 
(1) オセアニア州の島々は何という海洋

に広がっているか。 
(2) 多くの日本人観光客が訪れる図の X

の観光地の名前を答えよ。 
(3) (2)やタヒチなどは美しい自然景観を

持ち，観光地として発展している。

このような地を何と呼ぶか。 



(4) 次の文は，現在オーストラリアから

日本に来る観光客や，日本からオー

ストラリアに行く観光客が多い理由

を説明したものである。①，②にあ

てはまる語句をそれぞれ漢字 2 字で

答えよ。 
・( ① )があまりないから。 
・( ② )が逆だから。 

 
[解答](1) 太平洋 (2) ゴールドコース

ト (3) リゾート地 (4)① 時差 
② 季節 
[解説] 
1980 年代の後半か

ら 90 年代のはじめ

にかけて，オースト

ラリア東部の観光地



ゴールドコ－ストなどの地域では，日本

企業による住宅やホテル，ゴルフ場など

の開発が活発に行われた。こうした地域

やニュージーランドのウェリントンなど

には，多くの日本人観光客が訪れる。 
美しい自然景観を求め，太平洋の島々を

訪れる人々も増え，これらの地域はリゾ

ート地として発展している。また，中国

や韓国からオセアニアへの観光客も増加

する傾向にある。 
時差があまりないことや季節が逆になる

ことから，日本からだけではなく，オー

ストラリアから日本各地を訪れる観光客

も増えている。オーストラリアは南半球

にあり，日本と季節が逆になるので，日

本の冬にスキーを楽しむために日本を訪

れる観光客も多い。 



※この単元はときどき出題される。 
 
 
[問題](2学期中間) 
日本の冬にオーストラリアから日本に

来る観光客が多い理由を次の語句をすべ

て使って説明せよ。 
[ 季節 スキー 南半球 ] 
 
[解答]オーストラリアは南半球にあり，

日本と季節が逆になるので，日本の冬に

スキーを楽しむために日本を訪れるから。 
 
 



[その他] 
[問題](後期中間) 
近年，アルバイトをしながら長期間滞

在できる制度を利用して，日本からオー

ストラリアへ行く若者が増えている。そ

の制度を何というか。 
 
[解答]ワーキングホリデー 
 
 
[問題](後期中間) 
日本やオーストラリアなどの太平洋の

国々は，アジア太平洋経済協力会議に参

加している。アジア太平洋経済協力会議

のアルファベットの略称を答えよ。 
 
[解答]APEC 



【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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