
【FdData中間期末：中学社会地理】 
[九州の県名・都市] 

◆パソコン・タブレット版へ移動 
[県名] 
[問題] 
 次の各問いに答えよ。 
(1) 地図中の①～⑧の県名を書け。 
(2) ①～⑧の中で，県名と県庁所在地名が

異なる県が1つある。この県の番号と，

県庁所在地名を書け。 
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[解答](1)① 福岡県 ② 佐賀県 
③ 長崎県 ④ 熊本県 ⑤ 大分県 
⑥ 宮崎県 ⑦ 鹿児島県 ⑧ 沖縄県 
(2) ⑧，那覇市 
 



[福岡市：地方中枢都市] 
[問題](2学期中間) 
 次の各問いに答えよ。 
(1) 九州の中心

である県の

県庁所在地

をa～dから

選び，①記号

と，②都市名

を答えよ。 
(2) (1)のような地方の中心となる都市を

何というか。次の[  ]から1つ選べ。 
[ 地方中心都市 地方中枢都市 
 地方中核都市 地方中央都市 ] 

 
[解答](1)① b ② 福岡市 
(2) 地方中枢都市 



[解説] 
日本では地

方ごとに，九

州 地 方 の

福岡
ふくおか

市，中

国・四国地方

の広島
ひろしま

市，東北地方の仙台
せんだい

市，北海道地

方の札幌
さっぽろ

市などのような中心都市がある。

これらは，地方中枢
ちゅうすう

都市と呼ばれ，国の

出先機関や大企業の支社が集まり，交通

のかなめにもなっている。福岡市にある

博多
は か た

駅は，鹿児島市まで全線開通した九

州新幹線をはじめとした鉄道で，九州地

方の各地と結ばれている。また，九州で

は高速道路を使った高速バスが発達して

おり，高速バス路線網が各県に張りめぐ

らされている。 



※出題頻度：「福岡市○」 
「地方中枢都市△」 
 
 
[沖縄の歴史](選択) 
[問題](前期期末) 
 次の各問いに答えよ。 
(1) 沖縄は日本の一部になる前は 1 つの

国であった。15世紀から明治初期ま

で続いたその国を何というか。 
(2) 沖縄本島の約15％の土地に，ある国

の軍事基地がおかれている。ある国

とはどこか。 
 
[解答](1) 琉球王国 (2) アメリカ 



[解説] 
沖縄
おきなわ

はかつて琉球
りゅうきゅう

王国
おうこく

という国であっ

たが，明治初期に日本に統合された。太

平洋戦争で，アメリカに占領され，1972
年に日本に返還されるまでアメリカの統

治下にあった。日米安全保障条約により，

基地の多くはそのまま残されている。 
※この単元を扱っていない教科書もある。 
※出題頻度：「琉球王国△」「アメリカ軍

の基地△」 
 
 



[沖縄の観光産業] 
[問題](1学期中間) 
 次の文章中の①，②に適語を入れよ。 
亜熱帯の気候に属する沖縄の島のまわ

りには，石灰質のかたまりでできた

( ① )という海底地形が広がっている｡

(①)などのゆたかな自然や歴史的な遺跡

などの( ② )資源により，沖縄は(②)
産業がさかんである。美しい自然を生か

した保養地をリゾートという。沖縄県は

(②)産業などの第 3 次産業人口の割合が

全国でも高い県になっている。 
 
[解答]① さんご礁(サンゴ礁) ② 観光 



[解説] 
沖縄は，冬でも暖か

い亜熱帯
あねったい

の気候であ

り，島のまわりには

さんご 礁
しょう

(サンゴ

礁)が広がっている。沖縄には，さんご礁

のある美しい海が広がるなどゆたかな自

然，世界遺産に登録された首里
し ゅ り

城
じょう

(2019
年火災によって全焼)などの 琉球

りゅうきゅう

王国
おうこく

の遺跡
い せ き

などがあり，これらをいかした観

光産業(観光業)がさかんである。美しい

自然を生かした保養地をリゾートという。

沖縄は，観光産業(観光業)などの第 3 次

産業人口の割合が，全国でも高い県とな

っている。しかし一方では，開発などに

よって赤土が海へ流出し，さんご礁を死

滅させるという環境問題も起こっている。 



※出題頻度：「亜熱帯○」「さんご礁(サン

ゴ礁)○」「観光産業△」 
 
 
[問題](前期期末) 
 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) 海水が温かいためにできた沖縄周辺

の石灰質でできた海底地形は何か。 
(3) 沖縄県などに見られる，美しい自然

を生かした保養地を何というか。 
(4) 沖縄県で地域の経済を支えている重

要な産業は何か。 
[解答](1) 亜熱帯 (2) さんご礁(サンゴ

礁) (3) リゾート (4) 観光産業(観光

業) 



[問題](2学期期末) 
次の各問いに答えよ。 

(1) 近年，沖縄のさんご礁の破壊がすす

んでいる。原因として考えられるの

は次のア～エのどれか。1つ選べ。 
ア 海水温の低下 
イ 開発による赤土の海への流出 
ウ さんごの移植作業 
エ オニヒトデの駆除 

(2) 沖縄県は，産業別人口に占める第三

次産業の割合が高い。その理由の 1
つはアメリカ軍基地で働く人が多い

ことである。それ以外の理由を簡単

に説明せよ。 
(3) 2019年，火災によって復元された正

殿と北殿，南殿が全焼してしまった，

世界遺産に登録されている琉球王国

時代の史跡の名前を答えよ。 



[解答](1) イ (2) 観光産業がさかんだ

から。 (3) 首里城 
 
 

 



【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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