
【FdData中間期末：中学社会地理】 
[商業・サービス業] 

◆パソコン・タブレット版へ移動 
 

[産業の分類] 
[問題](前期期末) 
 次の①～③の産業の形態はそれぞれ第

何次産業と呼ばれるか。 
① ものづくりが中心の産業で，製造業，

建設業，鉱業などがある。 
② ものを売買する商業や形のないサー

ビスを提供する。 
③ 農業，林業，漁業など，自然から生

活に必要なものを得る。 
 
[解答]① 第二次産業 ② 第三次産業 

③ 第一次産業 

http://www.fdtext.com/dat/pdf_ch6_3_sangyou.pdf
http://www.fdtext.com/dat/pdf_ch6_3_sangyou.pdf


[解説] 
 
 
 
 
第一次産業は，土地や海などの自然に直

接働きかけて動植物を得る産業である。

農業，林業，漁業などがある。 
第二次産業は，自然から得られた材料を

加工する産業である。製造業，建設業，

鉱業などがある。第三次産業は，ものの

生産に直接かかわらない産業である。卸

売業や小売業などの商業，サービス業(運
輸業，金融業，娯楽業，教育，医療，福

祉，情報，電気，ガス，水道など)がある。 
※出題頻度：「次の～は第何次産業か○」 
 



[問題](1学期中間) 
次の①～⑤はそれぞれ第何次産業に分

類されるか。数字をかけ。(例えば，第三

次産業なら3と書くこと) 
① 林業 ② 工業 ③ 運送業 ④ 農業 
⑤ サービス業 
 
[解答]① 1 ② 2 ③ 3 ④ 1 ⑤ 3 
 
 



[問題](3学期) 
次の中から第三次産業で働く人をすべ

て選び，記号で答えよ。 
ア ほうれん草農家 
イ コンビニエンスストアの店員 
ウ 美容師 
エ 漁師 
オ 携帯電話の店員 
カ 銅鉱山の作業員 
キ 塾の講師 
ク バスの運転手 
ケ 米屋の店長 
コ 建設業の社長 
サ 銀行員 
 
[解答]イ，ウ，オ，キ，ク，ケ，サ 
 



[第三次産業の割合] 
[問題](1学期中間) 
 次のグラフのA～C にあてはまる産業

を次の[  ]からそれぞれ選べ。 
 
 
 
 
[ 第一次産業 第二次産業 
 第三次産業 ] 
 
[解答]A 第一次産業 B 第二次産業 
C 第三次産業 



[解説] 
 
 
 
 
先進工業国では第三次産業の従業者の割

合が高い。日本では，第三次産業の従業

者の割合は7割を超えている。東京や大

阪など大都市のある都道府県では，第三

次産業に就く人が多い。また，沖縄県や

北海道は観光業がさかんなため第三次産

業の割合が高い。 
(統計修正)「日本国勢図会 2022/2023」
P69 
※出題頻度：この単元はしばしば出題さ

れる。 
 



[問題](後期中間) 
 次の各問いに答えよ。 
(1) 日本で第三次産業の産業別人口の比

率は全体の約何割か。整数で答えよ。 
(2) 第三次産業の割合が高いのは，先進

工業国か発展途上国のどちらか。 
(3) 東京や大阪など大都市のある都道府

県では，第三次産業に就く人が多い。

その一方で，人口の少ない北海道や

沖縄県でも第三次産業の就業者数が

多いが，その理由を簡単に説明せよ。 
 
[解答](1) 約7割 (2) 先進工業国 
(3) 観光業がさかんなため。 
 
 
 



[商業の変化] 
[問題](2学期期末) 
 小売業の中で，近年，販売額が大幅に

のびてきているのは次の[  ]のどれか。 
[ 百貨店 コンビニエンスストア 
 大型スーパー ] 
 
[解答]コンビニエンスストア 
[解説] 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
第三次産業は，商業とサービス業に分類

される。商業は，小売業と卸売業
おろしうりぎょう

に分

類される。 
右下の図のように，小売業の中で，百貨

店の売り上げは減少傾向にあり，大型ス

ーパーマーケットの売り上げは横ばいで

ある。コンビニエンスストアの売り上げ

は増加傾向にあるが，これは，近くにあ

って 24 時間営業しており，品
しな

揃
ぞろ

えもよ

いからである。 
また，地方都市では，中心部の商店街や



スーパーマーケットの客が減り，多くの

店が閉店に追い込まれている。これは，

自動車で買い物をする人が増え，郊外の

広い駐車場を備えたショッピングセンタ

ーに客を奪われたからである。また，近

年では，インターネットの発達により，

たくさんの商品がインターネット上で売

買されている。音楽や動画をダウンロー

ドしたり，遠く離れた地域の特産品を，

インターネットと宅配便
たくはいびん

を利用して購入

したりする人も増えている(インターネ

ットショッピング)。 
(統計出典)「日本国勢図会 2022/2023」
P268 
※この単元を扱っていない教科書もある。 
※出題頻度：この単元はときどき出題さ

れる。 



[問題](後期中間) 
 次の各問いに答えよ。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) 右の小売店の販売額の変化のグラフ

の A，C にあてはまるものを，次の

[  ]から選べ。 
[ 大型スーパー 
 コンビニエンスストア 
 百貨店 ] 

(2) C の販売額がのびている理由を書け。 
 



[解答](1)A 百貨店 C コンビニエンス

ストア (2) 近くにあって 24 時間営業

しており，品揃えがよいから。 
 
 
[問題](2学期期末) 
 近年，地方都市では，中心部の商店街

やスーパーマーケットの客が減り，多く

の店が閉店に追い込まれている。その理

由を「自動車」「郊外」「ショッピングセ

ンター」という語句を使って簡単に書け。 
 
[解答]自動車で買い物をする人が増え，

郊外の広い駐車場を備えたショッピング

センターに客を奪われたから。 
 
 



[問題](後期中間) 
 次の文中の①，②に適語を入れよ。 
 最近では，( ① )という情報通信技

術の発達により，(①)上で商品が販売さ

れている。音楽や動画をダウンロードし

たり，遠く離れた地域の特産物を(①)と
( ② )便を利用して購入したりする人

も増えた。 
 
[解答]① インターネット ② 宅配 
 
 



[サービス業] 
[問題](2学期期末) 
 次の各問いに答えよ。 
(1) 近年重要性を増している，情報処理

やソフトウェアの開発などを行う産

業を何というか。 
(2) 現在，医療・福祉関連の仕事につく

人が増加している。その理由として，

お年寄りが増えていることがあげら

れる。この現象を何というか。漢字

3文字で答えよ。 
 
[解答](1) 情報サービス業 (2) 高齢化 
[解説] 
サービス業の中で，近年，大きく伸びて

いるのは，情報サービス業である。アニ

メーションなどの情報コンテンツ産業は，



東京などの大都市に集中する傾向がある。

また，高齢化
こ う れ い か

によって介護
か い ご

サービスなど

の医療
いりょう

・福祉
ふ く し

業も重要性を増している。 
※出題頻度：この単元はときどき出題さ

れる。 
 
 
[問題](2学期中間) 
 下の[  ]の中で，次の①，②と関係

のある業種を1つずつ選べ。 
① インターネットの普及 
② 社会の高齢化 
[ 運輸業 情報サービス業 商業 
 医療・福祉業 金融・保険業 ] 
 
[解答]① 情報サービス業 
② 医療・福祉業 



[問題](前期中間) 
 次の文章中の①～⑤に適語を入れよ。 
第三次産業は商業と( ① )業に大き

く分類される。(①)業には，銀行などの

金融業，宅配便などの運輸業，外食産業，

情報サービス業，医療・福祉業など多く

の業種がふくまれる。その中でも，

( ② )革命と呼ばれる情報通信技術の

発達により，( ③ )業が重要な産業に

なってきている。また，お年寄りの割合

が増える( ④ )化によって，( ⑤ )
サービスなどの医療・福祉業も重要性を

増している。 
 
[解答]① サービス ② IT 
③ 情報サービス ④ 高齢 ⑤ 介護 
 



【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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