
【FdData中間期末：中学社会地理】 
[九州の農業] 

◆パソコン・タブレット版へ移動 
 
 
[筑紫平野の稲作・二毛作] 
[問題](2学期中間改) 
 次の文章中の①，②に適語を入れよ。 
 
 
 
 
 
 
 筑後川流域に広がる地図中 A の

( ① )平野はこの地域を代表する稲作

地帯になっている。 
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ここでは，初夏から秋にかけての時期に

稲作を行い，米の収穫後には，冬でも温

暖な気候を生かして，小麦など米とは異

なった作物を栽培する( ② )作が昔か

ら行われている。 
 
[解答]① 筑紫 ② 二毛 
[解説] 
 
 
 
 
 
 
九州の農業は，南北のちがいが目立つ。

比較的広い平野がある北部では稲作
いなさく

がさ

かんである。筑後
ち く ご

川
がわ

流域に広がる筑紫
つ く し

平



野はこの地域を代表する稲作地帯になっ

ている。ここでは，米の収穫
しゅうかく

後には，冬

でも温暖な気候を生かして，小麦など米

とは異なった作物を栽培する二毛作
にもうさく

が昔

から行われている。 
※出題頻度：「筑紫平野〇」「稲作〇」 
「二毛作◎」 
 



[問題](2学期期末) 
 次の各問いに答えよ。 
 
 
 
 
 
 
(1) 地図中のAの平野の名前，Bの川の

名前を答えよ。 
(2) 地図中の B の川の水を利用した，A

の平野でさかんな農業は何か。次の

[  ]から選べ。 
[ 稲作 畑作 ] 

(3) (2)の収穫後に異なる作物を栽培する

農業を何というか。 
 



[解答](1)A 筑紫平野 B 筑後川 
(2) 稲作 (3) 二毛作 
 
 
[シラス台地の畜産・畑作] 
[問題] 
右の地図中に

で示した場所は，古い

火 山 灰 で で き た

( X )という地層が

広がっている。(X)台
地は水もちが悪いため，稲作に向かず，

肉牛や豚，にわとり(ブロイラー)の飼育

を行う畜産，茶などの畑作がさかんであ

る。Xにはいる適語をカタカナ3文字で

答えよ。 

 



[解答]シラス 
[解説] 
 
 
 
 
 
九州南部(鹿児島県・宮崎県南部)には，

古い火山灰でできたシラス台地が広がっ

ている。シラス台地は水もちが悪いため，

稲作
いなさく

に向かず，畜産
ちくさん

や畑作
はたさく

が農業の中心

になっている。とくに，肉牛や豚，にわ

とり(ブロイラー)の飼育
し い く

を行う畜産がさ

かんで，鹿児島県と宮崎県は日本有数の

畜産県になっている。近年では外国産の

安い肉の輸入が増えているが，安全で，

質の良い肉を生産してブランド化するこ



とで，対抗している。畑作では茶の栽培

がさかんである。 
※出題頻度：「シラス(台地)◎」 
「水持ちが悪く稲作には適さない○」 
「畜産と畑作○」 
 
 



[問題](2学期期末) 
次の各問いに答えよ。 

(1) 九州の南部の地

図中のX周辺で

火山活動に伴う

噴出物が長年積

み重なってでき

た地層を何とよぶか。カタカナ 3 文

字で答えよ。 
(2) (1)の地域でさかんな農業を次の

[  ]内から2つ選べ。 
  [ 酪農 畜産 稲作 畑作] 
(3) (2)で選んだ農業がさかんな理由を，

「水持ち」「稲作」という語句を用い

て簡潔に説明せよ。 
[解答](1) シラス (2) 畜産，畑作 
(3) 水持ちが悪く稲作には適さないため。 



[豚・にわとり・肉牛・茶・さつまいも] 
[問題](2学期中間改) 
 次の文中の①，②に適語を入れよ。 
 
 
 
 
 上の図の鹿児島県の農業生産額の割合

を見ると，鹿児島県の農業は( ① )が
中心になっていることがわかる。

( ② )の頭数は鹿児島県が全国 1 位，

宮崎県が2位である。にわとり(ブロイラ

ー)頭数は宮崎県が 1 位，鹿児島県が 2
位である。また，肉用牛の頭数は北海道

が1位，鹿児島県が2位，宮崎県が3位

である。 
 



[解答]① 畜産 ② 豚 
[解説] 

 
 
 
 
シラス台地は水もちが悪いため，稲作に

向かず，畜産が農業の中心になっている。 
鹿児島県と宮崎県は日本有数の畜産県で

ある。次の図のように，豚は全国1位が

鹿児島県，2位が宮崎県で，にわとり(ブ
ロイラー)は全国1位が宮崎県，2位が鹿

児島県，肉用牛は全国 1 位が北海道，2
位が鹿児島県，3 位が宮崎県である。ま

た，畑作もさかんで，さつまいもは鹿児

島が全国1位で，茶は全国1位が静岡県，

2位が鹿児島県である。 



※出題頻度：「畜産△」「豚：鹿児島県・

宮崎県〇」「にわとり：宮崎県・鹿児島県

〇」「肉牛：北海道・鹿児島県・宮崎県〇」

「茶：静岡県・鹿児島県△」 

 
[問題](2学期期末) 
 次の資料の A，B，C は，肉用牛，に

わとり，豚のどれかである。A～C に当

てはまる家畜名を書け。 
 
 
 
 
 
 
 
 



[解答]A 豚 B 肉用牛 C にわとり 
 
[問題](2学期中間) 
次のグラフは九州地方でさかんに生産

されている3種類の畜産物について，県

別生産量の割合をあらわしている。グラ

フのアとイにあてはまる畜産物，AとB
にあてはまる県名をそれぞれ答えよ。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



[解答]ア 肉用牛 イ 豚 A 鹿児島県 
B 宮崎県 
 
[問題](前期中間) 
 次の各問いに答えよ。 
(1) 九州地方の県で，豚やにわとり(ブロ

イラー)の生産量が日本1位，2位に

なっている県を2つ答えよ。 
(2) 静岡県についで，鹿児島県が日本第

2 位の生産をほこっている農作物は

何か。 
(3) 江戸時代より飢饉対策として栽培が

始まり，現在でも，鹿児島県が日本

1 位の生産をほこっている農作物は

何か。 
[解答](1) 鹿児島県，宮崎県 (2) 茶 
(3) さつまいも 



[宮崎平野での野菜の促成栽培] 
[問題](2学期中間改) 
黒潮の影響で冬

でも温暖な右図の

宮崎平野では，ビ

ニールハウスを利

用した施設園芸農業がさかんで，きゅう

りやピーマンなどの野菜の出荷時期を早

める( X )が行われている。価格の高い

時期に出荷することができるという利点

がある。Xにあてはまる語句を漢字4文

字で答えよ。 
 
[解答]促成栽培 



[解説] 
 
 
 
 
 
 
宮崎平野では，きゅうりやピーマンなど

の促成
そくせい

栽培
さいばい

がさかんである。促成栽培と

は，出荷
しゅっか

時期
じ き

を早める栽培方法である。

きゅうりやピーマンは夏野菜であるため

冬～春は他地域の 供給量
きょうきゅうりょう

が少なくな

り，価格が高くなる。 
宮崎平野は沖合を流れる黒潮

くろしお

(日本海流)
の影響で冬でも温暖であるため，ビニー

ルハウスを使えば冬から春にかけて促成

栽培することができる(ビニールハウス



のような施設を使う農業を施設
し せ つ

園芸
えんげい

農業

という)。他の地域の供給量が少なくて価

格が高くなる時期に出荷できるという利

点がある。トラックやフェリーで大阪や

東京に出荷される(輸送園芸農業)。宮崎

県のきゅうりの生産量は全国で 1 位

(2020年)，ピーマンの生産量は2位(2020
年)である。 
(統計出典)「日本国勢図会 2022/2023」
P157，523 
※出題頻度：「宮崎平野〇」「きゅうり，

ピーマン△」「促成栽培◎」「出荷時期を

早める△」「価格の高い時期に出荷〇」 
 



[問題](2学期期末) 
 次の各問いに答えよ。 
(1) Aの平野の名前を答えよ。 
(2) A の平野では，温

暖な気候を利用し

て季節はずれの価

格の高い時期に野

菜を出荷している。このような栽培

方法を何というか。 
(3) A の平野で収穫される全国 1～2 位

の農産品は何か。次の[  ]から 2
つ選べ。 
[ きゅうり キャベツ ピーマン 
 レタス ] 

 
[解答](1) 宮崎平野 (2) 促成栽培 
(3) きゅうり，ピーマン 



[問題](後期中間) 
 次の各問いに答えよ。 
(1) 宮崎平野は温暖な気候を利用した野

菜の促成栽培がさかんな地域である。

促成栽培とは何か。「出荷時期」とい

う語句を使って簡潔に説明せよ。 
(2) 宮崎平野では，野菜の促成栽培を行

うために，ビニールハウスや温室な

どが使われている。このような施設

を使う農業を何というか。漢字 6 字

で答えよ。 
(3) 野菜の促成栽培がさかんに行われて

いる経済的な理由は何か。「価格」「出

荷」という語句を使って簡潔に説明

せよ。 
 
 



[解答](1) 出荷時期を早める栽培方法。 

(2) 施設園芸農業 (3) 価格の高い時期

に出荷することができること。 
 
 
[沖縄の農業] 
[問題](2学期中間) 
沖縄のようにさとうきびやパイナップ

ルなどが栽培される地域の気候を何とい

うか。漢字3字で答えよ。 
 
[解答]亜熱帯 
[解説] 
 
 
 
 



沖縄では，冬でも温暖な亜熱帯
あねったい

性の気候

を利用してさとうきびやパイナップルの

栽培
さいばい

がさかんである。とくに，さとうき

びは全国1位の生産量をほこり，沖縄の

農業生産額の中でもっとも割合が多い。

最近は，きくの電照
でんしょう

栽培
さいばい

のような，もっ

と収入の多い花や野菜，果樹などの栽培

が増えている。生産品は，航空機で東京

などへ出荷されている。 
※出題頻度：「亜熱帯△」「さとうきび，

パイナップル○」 
 



[問題](3学期) 
南西諸島などの沖縄には，亜熱帯性の

気候をいかして特産品となっている農作

物がある。この農作物を次の[  ]から2
つ選べ。 
[ さとうきび てんさい びわ 
 じゃがいも パイナップル ] 
 
[解答]さとうきび，パイナップル 
 
 



[農業全般] 
[問題](後期中間) 
九州地方の農業について，次の文章中

の①～⑧にあてはまる語句を書け。 
比較的に広い平野がある九州北部では

稲作がさかんで，( ① )平野は北部を

代表する稲作地帯になっている。米の収

穫後には，冬でも温暖な気候を生かして，

小麦など米とは異なった作物を栽培する

( ② )が昔から行われている。 
台地が広がる九州南部では，古い火山

灰でできた( ③ )台地が広がっている。

土地がやせていて水持ちが悪いため，畑

作や畜産がさかんである。畑作では，鹿

児島県のさつまいも(日本 1 位)と
( ④ )(静岡県に次いで日本 2 位)が名

高い。 



畜産では，鹿児島県と宮崎県は，にわ

とりや( ⑤ )で全国1，2位の生産量を

ほこっている。 
温暖な宮崎平野では，( ⑥ )やピー

マンなどをビニールハウスで生産し，出

荷時期を早める( ⑦ )栽培が行われて

いる。 
南西諸島では，気候を生かして

( ⑧ )やパイナップル，花などを生産

している。 
 
[解答]① 筑紫 ② 二毛作 ③ シラス 

④ 茶 ⑤ 豚 ⑥ きゅうり ⑦ 促成 
⑧ さとうきび 
 



【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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