
【FdData中間期末：中学社会地理】 
[九州の気候・自然災害] 

◆パソコン・タブレット版へ移動 
 
 
[雨温図] 
[問題](2学期中間) 
次の地図中の①～③の都市の雨温図を

ア～ウからそれぞれ選べ。 
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[解答]① イ ② ア ③ ウ 
[解説] 
 
 
 
 
 
日本の大部分は温帯

おんたい

に属しているが，北

海道は冷帯
れいたい

，沖縄
おきなわ

など南西
なんせい

諸島
しょとう

は亜熱帯
あ ね っ た い



に属している。地図の①は福岡市，②は

宮崎市，③は沖縄県の那覇
な は

市であるので，

①と②は温帯，③は亜熱帯性の気候であ

る。ケッペンの気候区分によれば，最寒

月の気温が 18℃以上なら熱帯，－3℃～

18℃なら温帯，－3℃未満なら冷帯か寒

帯である。しかし，亜熱帯は熱帯に近い

温帯であるので，この区分法は使えない。

そこで，便宜上の区分法として，年間の

平均気温に着目する。すなわち，平均気

温が 20℃台なら南西諸島の亜熱帯性の

気候，10℃台なら温帯という基準で判断

する。ア～ウの雨温図の平均気温に注目

すると，平均気温が10℃台のアとイは温

帯で，平均気温が20℃台のウは亜熱帯性

の気候であると判断できる。したがって，

ウは③の那覇市の雨温図であることがわ



かる。 
アとイは①の福岡か②の宮崎であるが，

宮崎は台風などの影響で年間の降水量が

多い。したがって，アは②の宮崎の雨温

図であると判断できる。 
 
※出題頻度：「那覇・福岡・宮崎の雨温図

△」 
 
 



[問題](2学期期末) 
 次の各問いに答えよ。 
(1) 沖縄県が含まれる南西諸島は，熱帯

に近い何という気候か。 
(2) (1)の都市の雨温図にあてはまるもの

を次のA～Dから選べ。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



[解答](1) 亜熱帯 (2) A 
 
 
[温暖で多雨な気候] 
[問題](2学期期末) 
九州の気候を温暖にしている地図中の

A，Bの海流名をそれぞれ 
答えよ。 
 
[解答]A対馬海流 B黒潮(日本海流) 
[解説] 
 
 
 
 
 
 



九州地方は，暖流
だんりゅう

である黒潮
く ろ し お

(日本海流)
と対馬

つ し ま

海流
かいりゅう

が東西に流れているため，冬

でも温暖
おんだん

である。夏の平均気温は関東地

方と変わらないが，冬の平均気温は3～4
度高くなる。南西諸島(沖縄など)はさら

に温暖で，気候区分でいうと亜熱帯
あ ね っ た い

の気

候に属している。 
※出題頻度：「黒潮(日本海流)〇」 
「対馬海流〇」 
「2つの暖流→冬でも温暖△」 
 
[問題](2学期期末) 
九州地方の太平洋側に( A )が，東シ

ナ海側に( B )が流れているため，九州

は冬でも温暖である。A，B にあてはま

る暖流名をそれぞれ答えよ。 
[解答]A 黒潮(日本海流) B 対馬海流 



[問題](1学期期末) 
 九州地方が冬でも温暖な理由を簡単に

説明せよ。 
[解答]九州地方のまわりを，黒潮(日本海

流)と対馬海流という 2 つの暖流が流れ

ているから。 
 
[台風] 
[問題] 
 九州地方は，夏か

ら 秋 に か け て

( X )が通過する。

沖縄では，(X)が多い

ため，右図のように住居のつくりを低く

し，家のまわりを石垣で囲っている。ま

た，屋根はしっくいで強固に固められて

いる。文中のXに適語を入れよ。 



[解答]台風 
[解説] 
 
 
 
 
九州地方は，夏から秋にかけて台風が通

過する。沖縄では，台風
たいふう

が多いため，住

居のつくりを低くし，家のまわりを石垣
いしがき

で囲
かこ

っている。また，屋根はしっくいで

強固
きょうこ

に固められている。 
※出題頻度：「台風○」「台風にそなえた

沖縄の住居の特徴△」 
 



[問題](後期中間) 
 次の写真は沖縄県のある地方の住居の

写真である。この住居にはある災害に備

えた工夫がなされている。 
 
 
 
 
 
(1) ある災害とは，具体的に何を想定し

ているのか。 
(2) この住居になされている具体的な工

夫を1つあげよ。 
 
[解答](1) 台風 (2) まわりを石垣で囲

っている。(住居のつくりを低くしている。

屋根をしっくいで強固に固めている。) 



[土砂くずれ](選択) 
[問題](2学期期末改) 
火山が多い九州の

多くの地域には，水

がしみこみやすく，

もろい性質の地層が広がっている。台風

や梅雨前線の影響による豪雨が続くと，

斜面はくずれやすくなり，( X )を引き

起こすことがある。その対策として右図

のような砂防ダムを建設したり，間伐や

植林によって森の保水力を高めたりする

取り組みが展開されている。文章中のX
にあてはまる自然災害を次の[  ]から

1つ選べ。 
[ なだれ 干ばつ 高潮 土砂くずれ ] 
 
[解答]土砂くずれ 



[解説] 
 
 
 
 
火山が多い九州の多くの地域には，水が

しみこみやすく，もろい火山性の地層
ち そ う

が

広がっている。台風
たいふう

や梅雨
ば い う

前線
ぜんせん

の影響で

豪雨
ご う う

が続くと，斜面はくずれやすくなり，

土砂
ど し ゃ

くずれを引き起こすことがある。 
そこで，これらの地域で

は，河川の上流に土砂や

木の流出を防ぐ砂防
さ ぼ う

ダ

ムを建設している。また，間伐
かんばつ

や植林
しょくりん

を

おこなうなど，山林に計画的に人の手を

入れることによって，森の保
ほ

水力
すいりょく

を高め

て土砂災害を防ぐ取り組みも展開されて



いる。(間伐は樹木
じゅもく

の生育
せいいく

を促
うなが

すために，

劣った樹木を間引
ま び

くための伐採
ばっさい

である。

間伐を行わないと，細く弱い木が林立し

て，日光が下まで届かなくなり，下草が

生えなくなるため保水力が低下し，ちょ

っとした風雨で木は倒れ，表土が流出し

やすくなる。) 
※この単元を扱っていない教科書もある。 
※出題頻度：「土砂くずれ△」「砂防ダム

△」「間伐や植林△」 
 



[問題](後期中間) 
次の①は正しい語句を選び，②～④は

あてはまる語句を答えよ。 
火山が多い九州の多くの地域には，水

がしみこみ①(やす／にく)く，もろい性

質の地層が広がっている。豪雨が続くと，

斜面はくずれやすくなり，( ② )くず

れを引き起こすことがある。そこで，こ

れらの地域では，河川の上流に土砂や木

の流出を防ぐ( ③ )を建設している。

また，間伐や( ④ )をおこなうなど，

山林に計画的に人の手を入れることによ

って，森の保水力を高める取り組みも展

開されている。 
 
[解答]① やす ② 土砂 ③ 砂防ダム 

④ 植林 



【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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