
【FdData中間期末：中学社会地理】 
[大阪大都市圏] 

◆パソコン・タブレット版へ移動 
 
 
[大阪大都市圏] 
[問題](前期中間改) 
 江戸時代「天下の台所」と呼ばれた大

阪市，かつて平安京が 
置かれた京都市，江戸時代末期の貿易港

として開かれた神戸市 
などを中心に広がる大都市圏を何という

か。 
 
[解答]大阪大都市圏(京阪神大都市圏) 
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[解説] 
 
 
 
 
 
 
 
 
大阪市を中心に神戸市や京都市など，人

やものの移動で強いつながりを持つ地域

を，大阪大都市圏
だ い と し け ん

(京阪神
けいはんしん

大都市圏)とい

う。大阪市(275万人)は江戸時代には「天

下の台所」と呼ばれた商業都市である。

神戸市(153 万人)は，江戸時代末期の貿

易港として開かれた日本有数の貿易都市

である。 



京都市(146 万人)は，かつて平安京が置

かれ，国内外から多くの観光客がおとず

れる国際観光都市である。 
(統計出典)「日本国勢図会 2022/2023」
P62 
※出題頻度：「大阪大都市圏(京阪神大都

市圏)◎」「大阪市，神戸市，京都市○」 
 



[問題](2学期期末) 
 次の各問いに答えよ。 
(1) 大阪市を中心に神

戸や京都など，人

や物の移動で強い

つながりを持つ地

域を何圏というか。 
(2) 次の①～③にあて

はまる都市名を答え，その位置を右

図ア～ウから選べ。 
① 江戸時代末期の貿易港として開

かれた日本有数の貿易都市。 
② 江戸時代には「天下の台所」と

呼ばれた商業都市。 
③ かつて平安京が置かれ，国内外

から多くの観光客がおとずれる

国際観光都市。 



[解答](1) 大阪大都市圏(京阪神大都市圏) 
(2)① 神戸市，ア ② 大阪市，ウ 
③ 京都市，イ 
 
 
[問題](3学期) 
大阪大都市圏の中心となっている人口

100 万人以上の都市はどこか。3 つの都

市名を答えよ。 
 
[解答]大阪市，神戸市，京都市 
 



[ニュータウン] 
[問題] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 大阪府は，人口増加にともなう住宅地

の不足を補うために，周辺の丘陵を切り

開いて，千里( X )や泉北(X)をつくっ

た。神戸市は，丘陵地を切り開き，西神

(X)の建設を行った。丘陵をけずって得ら

れた土は，ポートアイランドの埋め立て

に使われた。文中のXに適語を入れよ。 
 
[解答]ニュータウン 



[解説] 
 
 
 
 
 
大阪府は，人口増加にともなう住宅地の

不足を補うために，周辺の 丘陵
きゅうりょう

を切り

開いて，千里
せ ん り

ニュータウンや泉北
せんぼく

ニュー

タウンなどのニュータウンをつくった。

神戸市は，海

と山の間に

あり，都市の

発展に限界

があった。そ

こで考えら

れたのが，海と山の一体的な開発である。



神戸市は，丘陵地
きゅうりょうち

を切り開き，西神
せいしん

ニュ

ータウンなどの建設を行った。丘陵をけ

ずって得られた土は，沿岸のうめ立てに

利用された。この埋め立てによって誕生

したのが，ポートアイランドである。そ

こには大型船が接岸
せつがん

できる埠頭
ふ と う

やマンシ

ョン，商業施設が整備され，海上のニュ

ータウンとなった。今日では，先端的な

医療研究施設が集められたり，沖合に神

戸空港がつくられたりするなど，新たな

動きが見られる。 
※出題頻度：「人口増加にともなう住宅地

の不足を補うため△」「ニュータウン○」 
「ポートアイランド○」「丘陵地をけずっ

てニュータウンをつくり，けずった土で

沿岸をうめ立てた△」 
 



[問題](後期期末) 
 次の各問いに答えよ。 
 
 
 
 
 
 
 

(1) 千里，泉北，西神など，丘陵を切り

開いて作られた都市を何というか。 
(2) (1)はなぜつくられたのか。「人口」「不

足」という語句を使って，簡単に書

け。 
(3) 神戸市は，丘陵地を切り開いて西神

などの(1)の建設を行った。丘陵をけ

ずって得られた土は，沿岸の埋め立

てに利用された。この埋め立てによ

って誕生したのが，地図中のXの人



工島である。そこには大型船が接岸

できる埠頭やマンション，商業施設

が整備された。X の人工島の名前を

答えよ。 
 
[解答](1) ニュータウン (2) 人口増加

にともなう住宅地の不足を補うため 
(3) ポートアイランド 
 
[問題](3学期) 
神戸市では平地が少ないため，山をけ

ずり，住宅地を作った。けずられた土は

どのように利用されたか。「ポートアイラ

ンド」という語句を使って簡潔に説明せ

よ。 
[解答]ポートアイランドなどの人工島建

設の埋め立てに利用された。 



[問題](2学期期末) 
近畿地方について，各問いに答えよ。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) 神戸市は山と海の一体的な開発を行

った。どのような開発か，「丘陵地」

「埋め立て」の語句を使って，簡単

に書け。 
(2) (1)によって海上のニュータウンとな

ったものの名称を答えよ。 
(3) (2)の位置を右の地図中の a～d から

選べ。 



(4) (1)のような開発を行った理由を説明

せよ。 
 
[解答](1) 丘陵地を切り開いてニュータ

ウンを建設し，得られた土は，沿岸の埋

め立てに利用した。 (2) ポートアイラ

ンド (3) a (4) 人口増加に伴う住宅地

の不足を補うため。 
 



[私鉄の発達](選択) 
[問題] 
 次の文章中の①，②に適語を入れよ。 
 近畿地方の私鉄は，乗客を増やすため

にさまざまな工夫を行ってきた。

( ① )・通学客を増やすために沿線に

たくさんの住宅地(ニュータウン)を開発

した。温泉地として栄えていた有馬を保

養地として開発したり，宝塚に劇場や遊

園地をつくったりして，レジャー客を郊

外へ運んだ。また，( ② )駅には，私

鉄が経営する百貨店を建設し，郊外から

都心へ買い物客を運んだ。 
 
[解答]① 通勤 ② ターミナル 



[解説] 
 
 
 
 
 
近畿地方の私鉄は，乗客を増やすために

さまざまな工夫を行ってきた。通勤
つうきん

・

通学客
つうがくきゃく

を増やすために沿線
えんせん

にたくさん

の住宅地(ニュータウン)を開発した。温

泉地として栄えていた有馬
あ り ま

を保養地
ほ よ う ち

とし

て開発したり，宝塚
たからづか

に劇場や遊園地をつ

くったりして，レジャー客を郊外
こうがい

へ運ん

だ。また，ターミナル駅には私鉄が経営

する百貨店
ひゃっかてん

を建設し，郊外から都心へ買

い物客を運んだ。 
 



※この単元(私鉄の発達)を取り扱ってい

ない教科書もある。 
※出題頻度：「乗客を増やすための工夫

○」「ターミナル駅○」 
 
[問題](2学期期末) 
近畿地方の私鉄が行った，乗客を増や

すための工夫としてあてはまらないもの

を1つ選べ。 
ア 通勤・通学客を増やすために，沿線

に住宅地を開発した。 
イ 百貨店を建設し，都心から郊外へ買

い物客を運んだ。 
ウ 温泉地として栄えていた有馬を保養

地として開発した。 
エ 劇場や遊園地をつくって，レジャー

客を郊外へ運んだ。 



[解答]イ 
[解説] 
イが誤り。「都心から郊外へ」ではなく，

「郊外から都心へ」買い物客を運んだ。 
 
 
[問題](2学期期末) 
近畿地方のニュータウンの建設には私

鉄が関わっている場合がある。その目的

を「通勤・通学客」という語句を使って

簡潔に説明せよ。 
 
[解答]通勤・通学客を増やすため。 
 
 



[ニュータウンの現在の問題] 
[問題](2学期期末) 
千里，泉北などのニュータウンでは現

在どのような課題が生じているか。次か

ら1つ選べ。 
ア 住民の高齢化 
イ ニュータウンの用地不足 
ウ 交通の便の悪さ 
エ 入居希望者の増加 
 
[解答]ア 
[解説] 
 
 
 



1960年代から70年代にかけての経済成

長を背景にして，人口増加による宅地不

足を解消
かいしょう

するために千里
せ ん り

，泉北
せんぼく

などのニ

ュータウンが建設された。これらのニュ

ータウンがつくられて 50 年以上が経過

した現在，建物の老朽化
ろうきゅうか

，住民の高齢化
こうれいか

が

新たな課題となっている。そのため，今

日では高齢者に向けた医療
いりょう

や介護
か い ご

のサー

ビスの充実を図るとともに，若い世帯の

新しい住民をニュータウンに増やすため

に，緑地の整備や子育て支援，新しい住

宅の建設などにも力を入れている。 
※出題頻度：「住民の高齢化○」 
 



[問題](2学期期末) 
千里，泉北などのニュータウンがつく

られて約 50 年が経過した現在，住民の

(  )化が新たな課題となっている。

(  )に適語を入れよ。 
 
[解答]高齢 
 



[問題](2学期期末) 
 右の写真

は大阪の千

里ニュータ

ウンと呼ば

れる地域で

ある。この地域の特徴を次のア～オから

すぺて選び記号で答えよ。 
ア 大阪の過密を解消するためにつくら 
  れた。 
イ 住民の高齢化が進んでいる。 
ウ 流行の最先端を行くような店が多い。 
エ 建物の老朽化がすすんでいる。 
オ 子育て支援の施設が充実している。 
 
[解答]ア，イ，エ 
 



[琵琶湖・淀川水系の環境保全](選択) 
[問題](後期中間) 
 次の各問いに答えよ。 
(1) 滋賀県にある日本最大の湖は何か。 
(2) (1)の湖では，1970年代から生活排水

に含まれるリンや窒素などの栄養分

によってプランクトンが大量発生し

て(  )という現象が起こった。これ

に対し滋賀県はリンを含む合成洗剤

の使用を禁止した。近畿地方の各府

県も，琵琶湖の水を生活用水や工場

用水として使っているので，琵琶湖

の水質保全に協力している。(  )
に適語を入れよ。 

 
[解答](1) 琵琶湖 (2) 赤潮 
 



[解説] 
琵琶
び わ

湖
こ

は，面積が日本最大の湖であり，

湖がある滋賀
し が

県の面積の約6分の1をし

めている。琵琶湖から流れ出る瀬田川は

淀川
よどがわ

となり大阪平野を通って，大阪湾に

そそいでいる。淀川をはじめとする水系

は，近畿地方の人々のくらしを支える水

の供
きょう

給源
きゅうげん

となっている。しかし，滋賀

県の生活・農業・工業排水が最終的には，

ほとんど琵琶湖に流入するため，沿岸の

人口や工場が増えるにつれて，赤潮
あかしお

(プラ

ンクトンの増殖
ぞうしょく

で水が赤色に変色する

現象)が発生するなど，琵琶湖の水質汚染
お せ ん

が深刻な問題になった。 
そこで，1979年に，滋賀県は条例を制定

してリンを含む合成
ごうせい

洗剤
せんざい

の使用禁止を決

めた。滋賀県以外の近畿地方の府県も，



琵琶湖の水を生活用水や工場用水として

使っているので，琵琶湖の水質保全に協

力している。 
※この単元(琵琶湖の水質)を取り扱って

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](2学期期末) 
次の地図を見て，各問いに答えよ。 

 

 

 

 

 

(1) 地図中のAの川とBの湖の名前を答

えよ。 
(2) Bの湖は何県にあるか。 
(3) B の湖では，人口の増加とともに水

質汚染がひどくなったためにプラン

クトンが大量に発生した。この現象

を何というか。 
(4) (3)のような水質汚染に対して，(2)

の県はどのような対策をとったか。

「リン」という語句を使って簡単に

説明せよ。 



[解答](1)A 淀川 B 琵琶湖 (2) 滋賀県 

(3) 赤潮 (4) リンを含む合成洗剤の使

用を禁止した。 
 
 
[阪神・淡路大震災] 
[問題](3学期) 

1995年に近畿地方で大地震が発生し，

神戸市では6000名を超える死者がでた。

これを(  )大震災という。この地震を

教訓に，地震を発生させる活断層の調査

や住宅の耐震化などの対策が進められた。

(  )に適語を入れよ。 
 
[解答]阪神・淡路 



[解説] 
1995 年 1 月

に阪神
はんしん

・淡路
あ わ じ

大震災
だいしんさい

が発

生し，神戸
こ う べ

市などでは死者 6434 名を出

すなど大きな被害が出た。この地震を教

訓に，地震を発生させる活断層
かつだんそう

の調査や

住宅の耐震化
たいしんか

などの対策が進められた。 
※出題頻度：「阪神・淡路大震災◎」 
 
 



[問題](後期中間) 
次の各問いに答えよ。 

(1) 1995年に発生し最大震度7を記録し

て近畿地方を中心に大きな被害を出

した震災を何というか。 
(2) (1)の地震で大きな被害をうけた都市

の名前を何というか。 
(3) (1)を教訓として取り組まれている対

策を，次のア～エから1つ選べ。 
ア 木造建築の保存 
イ 工場排水の規制 
ウ 活断層の調査 
エ 森林の保護 

 
[解答](1) 阪神・淡路大震災 (2) 神戸市 

(3) ウ 
 



【各ファイルへのリンク】 
社会地理 
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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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