
【FdData中間期末：中学社会地理】 
[中央高地の農業] 

◆パソコン・タブレット版へ移動 
 
[果樹栽培] 
[問題] 
 次の文章中の①，②に適語を入れよ。 
 
 
 
 
 
 
 甲府盆地(山梨県)や長野盆地(長野県)の
扇状地では，かつてはくわ畑が広がり養蚕

が行われていた。しかし，養蚕業が衰退し，

現在では果実栽培がさかんになった。
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( ① )の生産では全国第1位が山梨県，

第2位が長野県となっている。山梨県には

(①)からつくるワインの生産工場である

ワイナリーが多い。ももの生産でも全国第

1位は山梨県，第3位が長野県である(2位は

福島県)。 
また，長野県の( ② )の生産は青森県に

次いで全国第2位である。大都市への近さ

を生かして，ぶどう狩りやりんご狩りを行

う観光農園も見られる。 
 
[解答]① ぶどう ② りんご 



[解説] 
 
 
 
 
 
 
 
 
甲府
こ う ふ

盆地
ぼ ん ち

(山梨
やまなし

県)や長野盆地(長野県，千曲
ち く ま

川
がわ

流域)の中央部の低地には水田地帯が広

がっている。 
盆地の周辺部の扇状地

せんじょうち

には砂や小石の混

じった水がしみこみやすい土壌
どじょう

が広がり，

水田に適さない。そのため，扇状地では，

かつてはくわ畑が広がり養蚕
ようさん

が行われて

いた。 



しかし，養蚕業が衰退
すいたい

すると，現在では

果実栽培がさかんとなり，山梨県や長野

県は全国有数の果実の産地に成長した。 
ぶどうの生産では全国第 1 位が山梨県，

第2位が長野県となっている。山梨県に

はぶどうからつくるワインの生産工場で

あるワイナリーが多い。また，ももの生

産でも全国第1位は山梨県，第3位が長

野県である(2位は福島県)。 
また，長野県のりんごの生産は青森県に

次いで全国第2位である。収穫
しゅうかく

された果

実は，高速道路網が発達したことによっ

て，大都市に短時間で出荷することがで

きるようになった。大都市への近さを生

かして，ぶどう狩りやりんご狩りを行う

観光
かんこう

農園
のうえん

も見られる。 
 



(果実の生産県順位) 
ぶどう(2020年)：山梨県(21.4％)，長野県

(19.8％)，山形県(9.5％)，岡山県(8.5％) 
もも(2020年)：山梨県(30.7％)，福島県

(23.1％)，長野県(10.4％) 
りんご(2020年)：青森県(60.7％)，長野県

(17.7％)，岩手県(6.2％)，山形県(5.4％) 
(統計出典)「日本国勢図会2022/2023」
P154 
 
※出題頻度：「ぶどう：1位山梨県，2位
長野県○」「もも：1位山梨県，3位長野

県○」「りんご：1位青森県，2位長野県

△」「甲府盆地の扇状地△」 
 



[問題](後期中間) 
 次のグラフの A，B には中部地方の 2
つの県があてはまる。A，B の県名を答

えよ。 
 
 
 
 
 
 
[解答]A 山梨県 B 長野県 
 



[問題](2学期中間) 
次のグラフのA，B，Cにあてはまる果

実を[  ]からそれぞれ選べ。 
[ みかん ぶどう りんご なし 
 さくらんぼ もも ] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[解答]A りんご B ぶどう C もも 
 



[解説] 
Aは1位青森県，2位長野県なので「りんご」

とすぐにわかる。BとCは山梨県が1位なの

で「ぶどう」か「もも」である。(みかん1
位は和歌山県，なし1位は千葉県，さくら

んぼ1位は山形県) 第2位に福島県が来る

Cが「もも」と判断できる。 
(統計修正)「日本国勢図会2020/2021」
P156 
 
 



[問題](前期期末) 
次の文章中の①～⑥に適語を入れよ。 
山 梨 県 の

( ① )盆地

や長野県の長

野盆地の中央

部の低地には

水田地帯が広

がっているが，右図のような周辺部の

( ② )地では，石の混じった水がしみ

こみやすい土壌が広がり，水田に適して

いない。 
そのため，かつてはくわ畑が広がり，生

糸の原料となるマユをつくる( ③ )業
がさかんであった。 



しかし，(③)業が衰退すると，現在では

果実栽培がさかんとなり，山梨県や長野

県は全国有数の果実の産地に成長した。

( ④ )の生産では全国第1位が山梨県，

第 2 位が長野県となっている。また，

( ⑤ )の生産でも全国第1位は山梨県，

第3位が長野県である。また，長野県の

( ⑥ )の生産は青森県に次いで全国第

2位である。 
 
[解答]① 甲府 ② 扇状 ③ 養蚕 
④ ぶどう ⑤ もも ⑥ りんご 
 



[問題](前期期末) 
 次の各問いに答えよ。 
 
 
 
 
 
 
(1) 資料の X にあ

てはまる県名

を書け。 
(2) 果樹栽培がさ

かんな X 県の

①盆地の名前

を答えよ。 
②また，その位置を地図中のア～オ

から選べ。 



(3) X 県の盆地などの周辺に見られる，

川が山地から平地にでるところにで

きる扇形の地形を何というか。 
(4) (3)の土地では，かつてくわ畑が広が

り，まゆを生産する農業がさかんで

あった。これを何というか。次の

[  ]から選べ。 
[ 養蚕業 製糸業 紡績業 
 絹織物業 ] 

(5) X の県では，交通網の整備などによ

り，ぶどう狩りなどができる農園を

営む農家が増えている。このような

農園を何というか。 
(6) 千曲川にそって広がるある盆地は，

青森県の津軽地方につぐ第 2 位のり

んごの産地になっている。①この盆

地名を答えよ。②また，その位置を

地図中のア～オから選べ。 



[解答](1) 山梨県 (2)① 甲府盆地 
② ウ (3) 扇状地 (4) 養蚕業 
(5) 観光農園 (6)① 長野盆地 ② イ 
 
[中央高地の高原野菜] 
[問題](3学期改) 
 次の文中の

①，②にあて

はまる語句

を答えよ。 
標高の高

い右図の八

ヶ岳山ろくや浅間山山ろくでは，レタス

やキャベツなどの( ① )野菜の抑制栽

培を行っている。夏の冷涼な気候を利用

して収穫・出荷を遅らせ，他県の出荷量

が少ない夏に出荷できるため，( ② )
い価格で販売することができるという利

点がある。 



[解答]① 高原 ②高 
[解説] 

キャベツやレタスなどは，本来夏には作

ることができない。標高
ひょうこう

の高い中央高地

(長野県の八ヶ岳
やつがたけ

山ろくの野辺
の べ

山原
やまはら

・浅間
あ さ ま

山
やま

山ろくなど)では夏の間も 20℃前後と

涼
すず

しいため，キャベツ・レタス等を夏に

出荷している。このような野菜を高原
こうげん

野菜
や さ い

といい，涼しい気候を利用して収穫
しゅうかく

・出荷
しゅっか

を遅
おく

らせる栽培方法を抑制
よくせい

栽培
さいばい

と



呼んでいる。交通の発達などにより大都

市への輸送が容易になったことで，栽培

がさかんになった。現在では，保冷
ほ れ い

技術

の進歩や高速道路の利用によって，早朝

に収穫
しゅうかく

した野菜がその日のうちに東京

や名古屋などの大都市の店頭で販売され

るようになっている。 
 
 
 
 
 
 
 
 



グラフのように，夏の涼しい気候を利用

してほかの産地の野菜の出荷量が少ない

時期に出荷できるため，高い価格で販売

できるという利点がある。長野県はレタ

スの生産量が日本一である。 
※出題頻度：「高原野菜○」「抑制栽培○」

「夏の涼しい気候を利用してほかの産地

の野菜の出荷量が少ない時期に出荷でき

るため，高い価格で販売できる◎」 
 



[問題](3学期) 
次のア～エの文章は，長野県の高原野

菜について説明したものである。誤って

いるものを1つ選べ。 
ア 夏の冷涼な気候を利用して収穫・出

荷を遅らせる抑制栽培が行われてい

る。 
イ 他県の出荷量が少ない夏に出荷でき

るため高い価格で販売することがで

きる。 
ウ 交通の発達により大都市への輸送が

容易になったことで栽培がさかんに

なった。 
エ ビニールハウスを利用して栽培を行

っている。 
[解答]エ 
 



[問題](前期期末) 
 次の各問いに答えよ。 
(1) 長野県の山ろくなどで栽培されてい

るレタスなどの野菜を何というか。 
(2) 涼しい気候を利用して収穫・出荷を

遅らせる栽培方法を何というか。 
(3) 長野県から東京都に多くのレタスな

どを出荷できるようになった理由と

して最も適切なものを，次のア～ウ

から1つ選べ。 
ア 新幹線の開通により，新幹線輸

送が行われるようになったから。 
イ 長野県の人口が急増し，農業の

仕事につく人が増えたから。 
ウ 高車道路の開通により，交通の

便がよくなったから。 



(4) (1)の野菜の産地として適切な地名を

次の[  ]から1つ選べ。 
[ 磐田原 笠野原 牧ノ原 
 野辺山原 ] 

 
[解答](1) 高原野菜 (2) 抑制栽培 
(3) ウ (4) 野辺山原 
 



[問題](3学期) 
次の資料から，他の地域と比較した長

野県のレタスの出荷の特色を，気候的な

特色に着目して説明せよ。 
 
 
 
 
 
 
 
 
[解答]夏の冷涼な気候を利用して収穫・

出荷を遅らせ，他県の出荷量が少ない夏

に出荷している。 
 
 



[問題](3学期) 
 中央高地では，高原野菜を夏に出荷し

ている。その経済的利点を「他県の出荷

量」「価格」の語句を用いて説明せよ。 
 
[解答]他県の出荷量が少ない夏に出荷で

きるため高い価格で販売することができ

る。 

 



[製糸業から発達した中央高地の工業] 
[問題](前期期末) 
 戦前は製糸業がさかんであったが，戦

後，時計などの精密機械工業が発達し，

さらに，1982年に中央自動車道が開通す

ると，材料や製品の輸送が便利になり，

電子部品やプリンタ，産業用ロボットな

どの電気機械工業の工場が進出した地域

はどこか。次の[  ]から1つ選べ。 
[ 長野盆地 諏訪盆地 松本盆地 
 甲府盆地 ] 
 
[解答]諏訪盆地 
 



[解説] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

長野県の諏訪
す わ

盆地にある岡谷
お か や

市や諏訪市

では，明治から昭和の初めにかけて諏訪

湖の用水を利用した製糸業
せいしぎょう

が発達した。

その後，第二次世界大戦中には，空襲
くうしゅう

を

避けるために，大都市から製糸工場の

跡地
あ と ち

などに多くの機械工場が移ってきた。

戦後は，それらの工場でつちかわれた技

術を地元の企業が受け継ぎ，この地域の

きれいな水や空気が部品の洗浄
せんじょう

に適し



ていたこともあって，時計やレンズを作

る精密
せいみつ

機械
き か い

工業が発達した。 
さらに，1982年に中央自動車道が開通す

ると，材料や製品の輸送が便利になり，

電子部品やプリンタ，産業用ロボットな

どの電気機械工業の工場が進出するよう

になった。 
※出題頻度：この単元はときどき出題さ

れる。 
 



[問題](前期期末) 
諏訪盆地の工業について説明した，次

の文中の①～③に適語を入れよ。 
諏訪湖の周辺地域では，かつて養蚕が

さかんで，工場の動力になる水も豊富に

得られたため，( ① )業が発達した。

第二次世界大戦後は，時計などをつくる

( ② )工業が発達していたが，1980年

代からの高速道路の整備によって電子部

品やプリンタ，産業用ロボットなどの

( ③ )工業にとって代わられた。 
 
[解答]① 製糸 ② 精密機械 
③ 電気機械 
 
 

 

 



【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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