
【FdData中間期末：中学社会地理】 
[自然災害と防災] 

◆パソコン・タブレット版へ移動 
 
[地震と火山災害が多い日本] 
[問題](3学期) 
 造山帯では地下の活動が活発であるた

め，自然災害がおこりやすい。造山帯で

おきやすい自然災害を2つあげよ。 
 
[解答]地震，火山の噴火 
[解説] 
 
 
 
 
 

http://www.fdtext.com/dat/pdf_ch6_1_nature.pdf
http://www.fdtext.com/dat/pdf_ch6_1_nature.pdf


日本は，環太平洋
かんたいへいよう

造山帯
ぞうざんたい

に位置している

ため地震が多く，各地に分布する火山の

活動も活発である。大地震が発生すると，

地震のゆれによって建物が壊
こわ

れたり，

山崩
やまくず

れや液状化
えきじょうか

の現象などが発生したり

して大きな被害が生じることがある。地

震によって海底の地形が変形した場合に

は，津波
つ な み

が発生することもある。2011
年に起きた東北地方太平洋沖地震(東日

本大震災)では，津波によって沿岸部に大

きな被害がもたらされた。 
日本は，世界的にみても火山が多い国で

ある。火山の周辺では，噴火
ふ ん か

により火山

灰や溶岩が噴出したり，火砕流
かさいりゅう

が発生し

たりして，人々の生命が危険にさらされ

ることもある。しかし一方で，温泉など

の観光資源や地熱発電などの恩恵ももた

らしている。 



※出題頻度：「環太平洋造山帯△」「地震

や火山の噴火〇」「津波◎」「液状化〇」 
「火砕流△」 
 
 
[問題](入試問題) 
 次の文の①～③に適語を入れよ(②と

③は順不同)。 
 わが国は，( ① )造山帯に属し，大

地の動きが活発であるため( ② )や
( ③ )などによる自然災害が発生しや

すい地域となっており，防災対策が特に

必要である。 
(岡山県) 
 
[解答]① 環太平洋 ② 地震 
③ 火山の噴火 



[問題](1学期期末) 
 日本は環太平洋造山帯に位置するため

に災害に見舞われることが多い。次の

[  ]のうち，造山帯に位置するために

起こる災害ではないものを2つ選べ。 
[ 高潮 火砕流 津波 液状化 地震 

台風 ] 
 
[解答]高潮，台風 
[解説] 
日本は環太平洋造山帯に位置するために

地震や火山の噴火による災害に見舞われ

ることが多い。津波や液状化は地震のと

きに起きる災害で，火砕流は火山の噴火

のときに起きる災害である。高潮と台風

は気象災害であり，地震や火山の噴火と

は関係がない。 



[問題](前期中間) 
 次の文章中の①～④に適語を入れよ。 
 日本列島は環太平洋造山帯の中にある

ため地震や( ① )の噴火が多い。大地

震は，ゆれによる破壊だけでなく，土砂

くずれや，地面が一時的に液体のように

なる( ② )の現象などを引き起こす。

震源が海底の場合には( ③ )が発生し

て沿岸部に大きな被害をもたらすことが

ある。また，(①)の噴火は溶岩や火山灰

を噴出し，火口から噴出した高温のガス

が高速で流れる( ④ )が発生したりす

る。 
 
[解答]① 火山 ② 液状化 ③ 津波 
④ 火砕流 
 



[問題](1学期期末) 
 次の各問いに答えよ。 
(1) 日本は地震や火山の噴火が多い地域

であるが，それは日本が何という造

山帯にあるためか。 
(2) 地震の震源が海底の場合に，沿岸の

地域に被害をもたらす災害を何とい

うか。 
(3) 地震により，埋め立て地などの地盤

が一時的に液体のようになる現象を

何というか。 
(4) 噴火により溶岩が粉々になり高温の

まま山から流れ下る災害を何という

か。 
(5) 火山は私たちの生活にめぐみをもた

らすこともある。火山がもたらすめ

ぐみにはどのようなことがあるか。1
つ簡単に書け。 



[解答](1) 環太平洋造山帯 (2) 津波 

(3) 液状化 (4) 火砕流 (5) 温泉など

の観光資源(地熱の利用) 
 
[津波] 
[問題](2学期期末改) 
 次の文章中の①，②に適語を入れよ。 
 地震の震源が海底の場合，( ① )が
沿岸部をおそうことがある。2011年にお

きた( ② )大震災では，三陸海岸南部

のリアス海岸に(①)が押し寄せ，大波が

急にせまい所におしこめられたようにな

って高さを増し，沿岸地域に壊滅的な被

害をもたらした。近い将来に予測されて

いる四国，紀伊半島から東海地方の沖合

にある南海トラフの巨大地震では，大規

模な(①)の被害が予想されている。 



[解答]① 津波 ② 東日本 
[解説] 
海底で地震が発生し

た場合，海面が持ち

上げられて津波
つ な み

とな

って広範囲に被害を

もたらす。2011年3月11日に起きた東

日本大震災では，東北地方の太平洋岸を

大津波がおそい，大きな被害をもたらし

た。とくに，三陸海岸南部は右図のよう

に山地が海までせまり，狭くて深い湾が

複雑に入り組んだリアス海岸となってお

り，地震の際に津波が発生すると，おし

よせる大波が急にせまい所におしこめら

れたようになって高さを増すので，

壊滅的
かいめつてき

な被害をもたらす。近い将来に予

測されている四国，紀伊半島から東海地



方の沖合にある南海トラフの巨大地震で

は，大規模な津波の被害が予想されてい

る。 

※出題頻度：「東日本大震災△」 
「南海トラフ△」「津波◎」「三陸海岸の

リアス海岸沿岸で大きな被害△」 
 
 



[問題](2学期中間) 
 次の文章中の

①～③に適語を

入れよ。 
 日本では，

2011年に発生し

た( ① )大震

災のあと，防災対策がより進められた。

右の図は(①)大震災後に作られた地震に

伴う( ② )対策の施設の 1 つである。

近い将来に予測されている四国，紀伊半

島から東海地方の沖合にある( ③ )の
巨大地震では，大規模な(②)の被害が想

定されている。 
 
[解答]① 東日本 ② 津波 
③ 南海トラフ 



[問題](3学期) 
 次の各問いに答えよ。 
(1) 地震などで大きな波が発生し，沿岸

の地域に被害をもたらす災害を何と

いうか。 
(2) 次のA～Dの地形の中で，(1)によっ

て大きな被害が出やすいのはどれか。

1つ選べ。 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) (2)の地形を何というか。 



(4) (1)に対する避難場所として適してい

る場所を，次のア～エより1つ選び，

記号で答えよ。 
ア 建物が少ない広い公園 
イ 高層の建築物や高台 
ウ 窓から離れた部屋の中 
エ 地下鉄の駅や地下施設 

 
[解答](1) 津波 (2) A (3) リアス海岸 

(4) イ 
 
 



[気象災害] 
[問題](1学期期末) 
 次の文章中の①，②に適語を入れよ。 
 梅雨や台風などによる大雨は，河川の

はんらんによる( ① )，山くずれ，土

石流を引き起こす。また，台風のときな

どに，強風などによって海水面が異常に

高まり，高波をともなって陸地におし上

げる( ② )などの被害が出たりする。 
 
[解答]① 洪水 ② 高潮 
[解説] 
 
 
 
 
 



日本は，毎年のように梅雨
つ ゆ

や台風
たいふう

などに

よる大雨に見舞われることから，気象災

害も多い国である。大雨は，河川のはん

らんによる洪水
こうずい

，山くずれ，山腹や川底

の石や土砂が，いっきに下流へ押し流さ

れる土石流
どせきりゅう

を引き起こす。また，台風の

ときなどに，強風などによって海水面が

異常に高まり，高波をともなって陸地に

おし上げる高潮
たかしお

などの被害が出たりする。

一方，雨が十分に降らなかった年には，

水不足に悩まされることがある(干害
かんがい

)。 
※出題頻度：「梅雨や台風△」「洪水△」

「土石流△」「高潮△」「干害△」 
 
 



[問題](2学期期末) 
 次の各問いに答えよ。 
(1) 夏から秋にかけて西太平洋の熱帯海

域で発生し，災害をもたらす自然現

象は何か。 
(2) (1)のときなどに起こる，川が氾濫す

る現象を何というか。 
(3) (1)や梅雨時の集中豪雨などによって，

山腹や川底の石や土砂が，いっきに

下流へ押し流される現象を何という

か。 
(4) (1)のときなどに起こる，強風などに

よって海水面が異常に高まり，高波

をともなって陸地におし上げる災害

を何というか。 
(5) 雨が降らないことで起こる自然災害

を何というか。 



[解答](1) 台風 (2) 洪水 (3) 土石流 

(4) 高潮 (5) 干害 
 
 
[問題](入試問題) 
 ある自然災害によって，東北地方の太

平洋側や北海道で，稲の開花の時期が遅

れたり，穂が十分に実らなかったりする

などの問題がおこる。おもに東北地方や

北海道でおこるこの自然災害を何という

か。漢字2字で書け。 
(福島県) 
 
[解答]冷害 



[解説] 
夏に寒流の千島

ち し ま

海流

の上を通って，北東

のほうから東北地方

の太平洋岸に吹く

「やませ」という冷

たい風の影響で，稲などの生育に大きな

被害が出ることがある。これを冷害
れいがい

とい

う。 
※出題頻度：「冷害△」「やませ△」 
 
[問題](入試問題) 
 東北地方の夏の天候を寒冷なものにし，

米の収穫量に影響を与える風を何という

か。書け。 
(富山県) 
[解答]やませ 



[問題](1学期期末) 
 右の地図中

の で示さ

れた地域で起

きやすい自然

災害について

述べた文とし

て正しいもの

を，次のア～エ

から1つ選び，記号で答えよ。 
ア 夏の気温が上がらないために，農作

物に被害が出ることがある。 
イ 火山が噴火したとき，火山灰の噴出

などにより被害を受ける。 
ウ 大量の水とともにどろや岩が斜面を

流れ下る。 
エ 雨がほとんど降らないために水不足

となる。 



[解答]ア 
 
 
[問題](1学期期末) 
 東北地方など北日本でおこる「冷害」

とはどのような自然災害か。原因となる

風の名を必ず示して，簡単に説明せよ。 
 
[解答]やませが吹くことで夏の気温が上

がらず，農作物に被害が出ること。 
 
 



[問題](1学期中間) 
 次の災害に関する説明文を読み，①～

⑦にあてはまる語句を答えよ。 
 日本は，毎年のように梅雨や( ① )
などによる大雨にみまわれ，河川のはん

らんによる( ② )，山腹や川底の石や

土砂が，いっきに下流へ押し流される

( ③ )などが起こることが少なくない。

また，(①)のときなどに，強風などによ

って海水面が異常に高まり，高波をとも

なって陸地におし上げる( ④ )が起き

ることもある。一方，空梅雨などが原因

で雨が十分に降らなかった年には

( ⑤ )がしばしば発生する。また，東

北地方では，( ⑥ )という風が吹くこ

とで夏の気温が上がらず，農作物が育た

ない( ⑦ )が起きることがある。 



[解答]① 台風 ② 洪水 ③ 土石流 

④ 高潮 ⑤ 干害 ⑥ やませ ⑦ 冷害 
 
[問題](1学期期末) 
 次の[  ]の災害を，①地震や火山の

噴火による災害，②気象による災害にそ

れぞれ分類せよ。 
[ 津波 冷害 火砕流 洪水 高潮 干

ばつ 液状化 ] 
 
[解答]① 津波，火砕流，液状化 
② 冷害，洪水，高潮，干ばつ  
 
 



[防災や減災のための対策] 
[問題](1学期中間) 
災害が起きたときに，被害が発生しや

すい場所や避難場所，持ち物などを地図

とともにえがいたものを何というか。 
 
[解答]防災マップ(ハザードマップ) 
[解説] 
 
 
 
地震や豪雨

ご う う

，台風などが多い日本では，

これらの災害によって被害が及ぶのを防

ぐ防災
ぼうさい

や，被害をできるだけ少なくする

滅災
げんさい

のために，さまざまな取り組みが行

われている。 
国や都道府県，市区町村などが災害時に



被災者の救助や支援を行うことを公
こう

助
じょ

と

いう。しかし，災害時には公助に頼るだ

けでなく，自分自身や家族を守る自助
じ じ ょ

や，

住民どうしが協力して助け合う共助
きょうじょ

と

よばれる行動をとることが求められてい

る。そのためには，自分の住んでいる地

域の避難訓練に参加して，災害が起こっ

たときに，ほかの住民と協力してどのよ

うな行動をとるべきかを身に付けておく

ことが大切である。 
多くの都道府県や市区町村では，地震や

川の氾濫
はんらん

などによる被害を予測した防災
ぼうさい

マップ(ハザードマップ)が作られている。

自助や共助のために，防災マップなどを

通して，ふだんから身近な地域の自然環

境の特徴や起こりやすい災害を知ってお

くことが重要である。 



※出題頻度：「防災マップ(ハザードマッ

プ)○」「公助・自助・共助〇」 
 
[問題](入試問題) 
 次の文は，災害への対応についてまと

めたものである。文中の①～③に適する

語句を下の[  ]からそれぞれ選べ。 
 国や県，市町村などが災害時に被災者

の援助や支援を行うことを( ① )とい

う。しかし，災害時には(①)にたよるだ

けでなく，自分自身や家族を守る

( ② )や，住民どうしが協力して助け

合う( ③ )とよばれる行動をとること

ができるようになることが求められる。 
[ 自助 共助 公助 ] 
(鳥取県) 
[解答]① 公助 ② 自助 ③ 共助 



[問題](2学期中間) 
 次の各問いに答えよ。 
(1) 県や市町村が発行している，災害予

測を示した地図を何というか。 
(2) 災害時における次の A～C の行動を

それぞれ何というか。 
A 国や県，市町村が救助・支援する。 
B 住民がたがいに助け合う。 
C 自分や家族を守る。 

(3) 災害により起こる被害をできる限り

少なくしようとする考え方を何とい

うか。漢字2字で答えよ。 
 
[解答](1) 防災マップ(ハザードマップ) 
(2)A 公助 B 共助 C 自助 (3) 減災 
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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

