
【FdData中間期末：中学社会地理】 
[日本の領域] 

◆パソコン・タブレット版へ移動 

 

 
[面積・長さなど] 
[問題](1学期期末) 
 日本の国土は本州，北海道，九州，四

国(大きい順)の 4 つの大きな島と他の

島々からなりたっている。日本の国土面

積は約(28万／33万／38万)km2である。

日本列島は北東から南西の方向に弓状に

のびており，北海道から沖縄までの全長

は約 3000km である。文中の(  )から

適する数値を選べ。 
 
[解答]38万 

http://www.fdtext.com/dat/pdf_ch2_2_nihonchiiki.pdf
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[解説] 
 
 
 
 
日本の国土は，本州，北海道，九州，四

国(大きい順)の 4 つの大きな島と他の

島々からなる。日本の国土面積は約 38
万km2で，世界の国々の中では広いほう

である。日本列島は北東から南西の方向

に弓状にのびている。北海道から沖縄ま

での全長は約3000kmである。東京を中

心に見ると，東京－北海道の根室
ね む ろ

間が約

1000km，東京－鹿児島間が約1000km，

東京－与那
よ な

国島
ぐにじま

(日本の西端)間が約

2000kmである。 
※出題頻度：「大きい順に本州，北海道，

九州，四国△」「38万km2〇」「3000km
△」 



[問題](1学期中間) 
 次の文の①，②に適当な数字を入れよ。 
日本の面積は約( ① )万 km2 で北海

道から沖縄までの全長はおよそ

( ② )kmとなっている。 
 
[解答]① 38 ② 3000 
 
 



[問題](前期中間) 
 次の文章中の①～⑤に適語を入れよ。 
 日本の国土は，北から，北海道，

( ① )，四国，( ② )の弓状に並ぶ大

きな島々と，その周辺の 6800 あまりの

小さな島々によって成り立っている。日

本は，周囲を海に囲まれた( ③ )国で

あり，となり合う国との国境線は，全て

海上に引かれている。北海道から沖縄県

までの距離はおよそ( ④ )kmで，国土

面積は約( ⑤ )万km2である。 
 
[解答]① 本州 ② 九州 ③ 島(海洋) 
④ 3000 ⑤ 38 
 



[問題](2学期期末) 
日本の国土は 4 つの大きな島と他の

島々からなるが，「4つの大きな島」を大

きい順に答えよ。 
 
[解答]本州，北海道，九州，四国 
 
 



[領土・領空・領海・経済水域] 
[問題] 
 次の文章中の①，②に適語を入れよ。 
 
 
 
 
 
 
 国家の領域は，領土・( ① )(図の

A)(海岸線から12海里)・領空(領土と(①)
の上空)である。(①)の外側の，沿岸から

200海里以内の水域は( ② )(右図のB)
である。日本は周囲が海で囲まれた島国

であり，広い範囲に分布している離島も

多いため，(②)と領海を合わせた面積は

国土面積の約12倍と非常に大きい。 



 
[解答]① 領海 ②排他的経済水域 
[解説] 
 
 
 
 
 
 
 
 
国家の領域は，領土

りょうど

・領海
りょうかい

(海岸線から

12海里
か い り

(約 22km)) (1 海里は 1852m)・
領空
りょうくう

(領土と領海の上空)である。 
領海の外側の，沿岸から 200 海里(約
370km)以内の水域は排他的

はいたてき

経済
けいざい

水域
すいいき

で，

沿岸の国が水産資源や海底の鉱産資源を



利用する権利をもつ水域である。日本は

周囲が海で囲まれた島国であり，広い範

囲に分布している離島も多いため，排他

的経済水域と領海を合わせた面積は国土

面積の約12倍と非常に大きい。 
※出題頻度：「排他的経済水域○」「200
海里○」「沿岸の国が水産資源や海底の鉱

産資源を利用する権利をもつ水域△」「排

他的経済水域が広い理由○」「領海△」

「12海里△」 
 
 



[問題](1学期期末) 
右図は，領域

を示したもの

である。次の各

問いに答えよ。 
(1) 図中の a，

bにあては

まる語句を漢字で書け。 
(2) 自国の沿岸の水産資源や鉱産資源を

守るために，他国を排除して利用で

きる cの水域を何というか。 
(3) (2)は沿岸から何海里の範囲か。 
 
[解答](1)a 領土 b 領空 (2) 排他的経

済水域 (3) 200海里 
 
 



[問題](1学期中間) 
 日本の排他的経済水域が国土面積のわ

りに大きい理由を「島国」「離島」の語句

を使って説明せよ。 
 
[解答]日本は周囲が海で囲まれた島国で

あり，広い範囲に分布している離島も多

いため。 
 
 



[沖ノ鳥島] 
[問題](1学期期末) 
日本は，水没し

そうになった最南

端にある右図の X
の島に300億円と

いう莫大なお金を

かけて，水没を防ぐための工事を行った。

これは，この島の周りの200海里の排他

的経済水域を確保するためであった。X
の島の名前を答えよ。 
 
[解答]沖ノ鳥島 



[解説] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
日本は周囲が海で囲まれた島国であり，

広い範囲に分布している離島も多いの

で，排他的
はいたてき

経済
けいざい

水域
すいいき

が非常に広い。日本

の最南端の沖ノ鳥島
おきのとりしま

は，満潮
まんちょう

のときは2
つの岩が海面上に 1mほど出るだけであ

った。日本は，1989 年に約 300 億円の

費用をかけて水没
すいぼつ

を防ぐための護岸
ご が ん

工事



を行った。これは，この島の周りの 200
海里
か い り

の排他的経済水域を確保するためで

あった。(この島がなくなってしまうと約

40 万km2 という日本の国土面積(38 万

km2)を上回る排他的経済水域を失うこ

とになる。) 
※出題頻度：「沖ノ鳥島(地図)◎」「この

島の周りの200海里の排他的経済水域を

確保するため○」 
 



[問題](前期中間) 
図 1 は日

本が 300 億

円をかけて

護岸工事を

行った島で

ある。次の各問いに答えよ。 
 
 
 
 
 
(1) この島の名前を答えよ。 
(2) この島の位置を図 2 のA～C から選

べ。 
(3) 多額の費用をかけて護岸工事を行っ

たのは何を確保するためか。漢字 7
文字で答えよ。 



[解答](1) 沖ノ鳥島 (2) B 
(3) 排他的経済水域 
 
[問題](1学期中間) 
日本は，沖ノ鳥島の水没を防ぐために

護岸工事をおこなったが，その理由を，

「200」という数字を使って書け。 
 
[解答]この島の周りの 200 海里の排他的

経済水域を確保するため。 
 
 



[日本の領域の東端・西端・南端・北端] 
[問題](2学期期末) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

日本の東西南北のはしに位置する図の

A～D の島の名を次の[  ]からそれぞ

れ選べ。 
[ 沖ノ鳥島 択捉島 与那国島 
 南鳥島 ] 
[解答]A 択捉島 B 与那国島 
C 沖ノ鳥島 D 南鳥島 



[解説] 
 
 
 
 
 
 
 
 
日本の南端は沖ノ鳥島

おきのとりしま

(東京都)，北端は

択捉
えとろふ

島
とう

(北海道)， 
東端は南鳥

みなみとり

島
しま

(東京都)，西端は与那国
よ な ぐ に

島
じま

(沖縄県)である。 
※出題頻度：「択捉島◎」「沖ノ鳥島◎」

「与那国島○」「南鳥島○」 
 
 



[問題](1学期中間) 
 日本の①最南端，②最北端，③最西端，

④最東端の島の名前をそれぞれ書け。 
 
[解答]① 沖ノ鳥島 ② 択捉島 
③ 与那国島 ④ 南鳥島 
 
 
[北方領土] 
[問題](1学期中間) 
 日本固有の領土である「北方領土」(歯
舞群島，色丹島，国後島，択捉島)を，現

在占拠している国はどこか。 
 
[解答]ロシア連邦 



[解説] 
 
 
 
 
 
 
 
太平洋戦争末期の1945年8月15日に日

本は無条件降伏
こうふく

を行ったが，そのわずか

1 週間前の8 月8日，ソ連はまだ有効期

限内であった日ソ中立条約を一方的に

破棄
は き

して侵攻
しんこう

し，千島
ち し ま

列島
れっとう

を占拠
せんきょ

した。

日本は，北方
ほっぽう

領土
りょうど

(国後
くなしり

島，択捉
えとろふ

島，

歯舞群島
はぼまいぐんとう

，色
しこ

丹
たん

島
とう

の4島)は日本固有の領

土であるとして，ロシア連邦
れんぽう

に対し返還
へんかん

を要求している。 



※出題頻度：「北方領土○」「ロシア連邦

○」「国後島△，択捉島〇，歯舞群島△，

色丹島△」 
 
 
[問題](1学期中間) 
右図のAの島々

は，日本固有の領

土である。次の各

問いに答えよ。 
(1) A の島々を何

というか。 
(2) A を占拠している国に対して，日本

は返還を要求している。A を占拠し

ている国はどこか。 
(3) (1)は，歯舞群島と国後島と色丹島と

もう1つは何か。 



[解答](1) 北方領土 (2) ロシア連邦 

(3) 択捉島 
 
 
[問題](2学期期末) 
 日本の領域には，領有をめぐって他国

との間で課題がある地域がある。 
 
 
 
 
 
(1) ロシアによって不法占拠されている

右の地図中の A～D の島の名前を答

えよ。 
(2) (1)の地域は，まとめて何と呼ばれて

いるか。漢字4字で答えよ。 



[解答](1)A 択捉島 B 国後島 
C 色丹島 D 歯舞群島 (2) 北方領土 
 
 
[竹島・尖閣諸島] 
[問題](1学期期末) 
 次の各問いに答えよ。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) 日本固有の領土であるが，現在，韓

国が占拠している右の地図中のAの

島(島根県)の名を書け。 



(2) 日本の領土であるにもかかわらず，

近年，中国が領有権を主張して島の

領海内に巡視船による不法侵入をく

り返している右の地図中のBの諸島

(沖縄県)の名を書け。 
 
[解答](1) 竹島 (2) 尖閣諸島 
[解説] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



竹島は島根県隠岐
お き

諸島の北西約160キロ

にあり，総面積は東京の日比谷公園とほ

ぼ同じ約 23 ヘクタールである。海面に

そびえたつ火山島で，植生や飲料水は乏

しい。1905年，明治政府は竹島を島根県

に編入
へんにゅう

し国際法的にも日本の領土にな

った。しかし日本の敗戦後，GHQは竹島

を沖縄や小笠原諸島と同様に，日本の行

政権から外した。これを口実に 1952 年

に韓国は竹島(韓国側は「独島」とよんで

いる)の領有権を主張し，海岸警備隊によ

る不法占拠
せんきょ

を現在も続けている。竹島の

領有権問題をめぐって日本と韓国の対立

が続いている。 
また，尖閣

せんかく

諸島
しょとう

は日本の領土であるが，

1960年代に，石油などの資源が周辺の海

底にある可能性が注目され，1970年代に



はいると，中国などが領有権を主張する

ようになった。さらに，近年，中国島の

領海内に巡視
じゅんし

船
せん

による不法侵入をくり返

している。 
※出題頻度：「竹島：韓国○」「尖閣諸島：

中国○」 
 



[全般] 
[問題](1学期期末) 
 次の文章中の①～⑥に適語を入れよ。 
 北方領土は，北海道の東に位置する歯

舞群島，色丹島，( ① )，択捉島の四

島で，現在は( ② )(国名)が不法に占拠

している。また竹島は，1905年の閣議決

定に基づき( ③ )県に編入したが，

1952 年以降，現在まで( ④ )(国名)が
不法に占拠している。そして尖閣諸島は，

1895年に( ⑤ )県に編入され，第二次

世界大戦後にアメリカ合衆国の施政下に

置かれたが，1972年に返還された。現在，

( ⑥ )が領有権を主張して巡視船によ

る領海内への不法侵入をくり返している。 
[解答]① 国後島 ② ロシア連邦 
③ 島根 ④ 韓国 ⑤ 沖縄 ⑥ 中国 



[問題](1学期期末) 
右の地図を見て，次の各問いに答えよ。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) 日本の東西南北のはしにある①～④

の島の名称を書け。 
(2) ④を含むXの島々を何というか。 
(3) X について日本はどの国に返還を要

求しているか，その国名を書き，記

号も地図中のA～Cから選べ。 



(4) 300 億円かけて護岸工事をしたのは

①～④のどこか。 
(5) (4)の護岸工事をしたのはなぜか。 
(6) 地図中のYの島は島根県に属するが，

戦後，ある国が不法に占拠を続けて

いる。①この島の名前を答えよ。②

また，占拠している国の名前を答え

よ。 
(7) 地図中のZの諸島は日本の領土であ

るが，ある国が領有権を主張して，

巡視船による不法侵入をくり返して

いる。①この諸島の名前を答えよ。

②また，不法侵入をくり返している

国の名前を答えよ。 
 



[解答](1)① 与那国島 ② 沖ノ鳥島 
③ 南鳥島 ④ 択捉島 (2) 北方領土 
(3) ロシア連邦，C (4) ② 
(5) この島の周りの 200 海里の排他的経

済水域を確保するため。 (6)① 竹島 
② 韓国 (7)① 尖閣諸島 ② 中国 
 
 



【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 
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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 

http://www.fdtext.com/dp/qanda_k.html
http://www.fdtext.com/dp/seihin.html
mailto:info2@fdtext.com

