
【FdData中間期末：中学社会地理】 
[中京工業地帯] 

◆パソコン・タブレット版へ移動 
 
 
[中京工業地帯：出荷額・出荷割合] 
[問題](前期期末) 
愛知県の名古屋市や豊田市を中心とす

る右図Xの地域に広がる， 
自動車などの機械工業の割合が高く(約7
割)，工業製品出荷額が 
日本1位の工業地帯の名前を書け。 
 
[解答]中京工業地帯 

http://www.fdtext.com/dat/pdf_ch6_3_sangyou3.pdf
http://www.fdtext.com/dat/pdf_ch6_3_sangyou3.pdf


[解説] 
 
 
 
 
中京

ちゅうきょう

工業
こうぎょう

地帯
ち た い

の工業製品出荷額は日

本 1 位で，機械工業(とくに自動車(輸送

機械))の占める割合が約 7 割と非常に高

い。 
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※出題頻度：「中京工業地帯◎」「出荷額

日本1位○」「機械工業(自動車)の割合が

高い○」 
 
[問題](後期期末) 
次の各問いに答えよ。 

(1) 愛知県を中心とする工業地帯の名前

を答えよ。 
(2) (1)の工業地帯の工業製品出荷額は日

本第何位か。 
(3) (1)の工業地帯で最も割合が大きい工

業は何か。次の[  ]から1つ選べ。 
[ 金属工業 機械工業 化学工業 
 食料品工業 ] 

  

[解答](1) 中京工業地帯 (2) 第 1 位 

(3) 機械工業 



[問題](2学期中間) 
次の帯グラフA～Cは，京浜工業地帯，

中京工業地帯，阪神工業地帯のいずれか

の工業の内訳と工業出荷額を示している。

①中京工業地帯のものを選び記号で答え

よ。②また，そのグラフを選んだ理由を

「出荷額」「割合」という語句を使って説

明せよ。 
 
 
 
 
 
 
 
[解答]① C ② 出荷額が一番多く，機械

のしめる割合がもっとも高いから。 



[解説] 
A は京浜工業地帯，金属の割合が比較的

に高いCは阪神工業地帯，出荷額が一番

大きく，機械の割合が高いDは中京工業

地帯である。 
 



[中京工業地帯：自動車産業] 
[問題] 
愛知県を中心に広

がる中京工業地帯で

は，右図のXの都市

を中心に自動車工業

がさかんで，輸送用

機械工業の出荷額がしめる割合が非常に

高い。X 市およびその周辺には，部品を

つくる関連工場や下請け工場が進出して

いる。完成した自動車は，付近を走る高

速道路や，名古屋港に設けられた自動車

専用の埠頭を活用して日本各地や世界の

国々へ運ばれている。名古屋港で最も輸

出額が多い輸出品は自動車である。X の

都市名を答えよ。 
 



[解答]豊田市 
[解説] 
 
 
 
 
 
愛知県を中心に広

がる 中京
ちゅうきょう

工業地

帯は，自動車産業

がさかんで，輸送

用機械工業の出荷

額がしめる割合が非常に高くなっている。 
現在の豊田

と よ た

市周辺では，かつて，豊富な

地下水とこの地域で生産された綿花を活

用したせんい工業(綿織物)がさかんであ

った。この地域にあったせんい機械の会



社が，それまでつちかってきた技術力を

いかして，1930年代に自動車をつくった

のが，現在のトヨタ自動車の始まりであ

る。自動車産業は，約3万点の部品を組

み立てて自動車1台をつくる，総合的な

組み立て型の産業である。そのため，自

動車工場のまわりには，部品をつくる関

連工場がたくさん集まっている。これら

の関連工場から効率よく部品を納入して

もらうしくみによって，時間や在庫のむ

だをはぶいている。完成した自動車は，

付近を走る高速道路や，名古屋港に設け

られた自動車専用の埠頭
ふ と う

を活用して日本

各地や世界の国々へ運ばれている。名古

屋港で最も輸出額が多い輸出品は自動車

である。 
※出題頻度：「豊田市○」「輸送用機械(自
動車)工業○」 



[問題](前期期末) 
次の各問いに答えよ。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) 地図のA の工業地帯の名前を書け。 
(2) 都市 X は，1 つの大企業と多数の関

連会社によって，経済がほぼ成り立

っている企業城下町である。都市 X
の名前を書け。 

(3) 中京工業地帯で最も出荷額が多い工

業を次のから1つ選べ。 
[ 電気機械工業 製紙・パルプ工業 
 輸送用機械工業 石油化学工業 ] 



[解答](1) 中京工業地帯 (2) 豊田市 

(3) 輸送用機械工業 
 
 
[問題](後期期末) 
 次の各問いに答えよ。 
(1) 名古屋市を中心として広がる，工業

生産額が日本で最も多い工業地帯を

何というか。 
(2) (1)の工業地帯でさかんな自動車生産

は，ある工業で使用される機械の技

術を用いて始まった。その工業を次

から1つ選べ。繊維 
  [ 金属 化学 食料品 繊維 ] 
(3) (1)の工業地帯で自動車生産額が最も

多い都市名を答えよ。 



(4) 自動車工業のさかんな(3)の都市周辺

には，部品をつくる( ① )工場や下

請け工場が進出している。完成した

自動車は( ② )や港を活用して各

地へ輸送されている。文中の①，②

にあてはまる語句を書け。 
(5) 名古屋港で最も輸出額が多い輸出品

を次の[  ]の中から1つ選べ。 
[ 鉄鋼 自動車 アルミニウム 
 綿織物 ] 

 
[解答](1) 中京工業地帯 (2) 繊維 
(3) 豊田市 (4)① 関連 ② 高速道路 
(5) 自動車 
 



[中京工業地帯：その他の工業] 
[問題] 
 次の文章中の①，②の(  )内からそ

れぞれ適語を選べ。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 四日市市の①(鉄鋼業／石油化学)や東

海市の②(鉄鋼業／石油化学)は，原料や

燃料を外国からの輸入にたよっているた

め，工場は伊勢湾の沿岸につくられてい

る。 
 



これらの工業は自動車工業とも結びつい

て発展した。製鉄所からは自動車用のう

すい鉄板が，石油化学工場からは多くの

部品の原料として欠かせないプラスチッ

クが納入されている。瀬戸は陶磁器の生

産が行われており，近年，陶磁器からフ

ァインセラミックスへの転換が進んでい

る。 
 
[解答]① 石油化学 ② 鉄鋼業 



[解説] 

戦後に自動車工業とならんで発展した鉄

鋼業(東海
とうかい

市)や石油化学(四日市
よっかいち

市)など

の工業は，原料や燃料を外国からの輸入

にたよっているため，工場は伊勢
い せ

湾
わん

の沿

岸につくられている。 
これらの工業は自動車工業とも結びつい

ている。製鉄所からは自動車用のうすい

鉄板が，石油化学工場からは多くの部品

の原料として欠かせないプラスチックが



納入されている。 
そのほか，瀬戸

せ と

市や多治見
た じ み

市では陶磁器
と う じ き

の生産が行われており，近年，陶磁器か

らファインセラミックスへの転換が進ん

でいる。(陶磁器はセラミックスの一種で

ある。セラミックスの中でも，特に電子

工業をはじめ，各種産業用途に用いられ

る磁器は高い性能や精度が要求されるこ

とから、現在では「ファインセラミック

ス」と呼んで一般の陶磁器と区別してい

る。) 
※出題頻度：「豊田市で自動車○」「四日

市市で石油化学工業○」「東海市で鉄鋼業

△」「瀬戸市や多治見市で陶磁器・ファイ

ンセラミックス△」 



[問題](3学期) 
次の①～③の各都市の名前を，右の地

図中からそれぞれ1つずつ選べ。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

① 石油化学コンビナートがある都市。 
② 鉄鋼業がさかんな都市。 
③ 陶磁器やファインセラミックスの生

産がさかんな都市。 
 
[解答]① 四日市市 ② 東海市 
③ 瀬戸市 



[問題](3学期) 
 次の各問いに答えよ。 
(1) 中京工業地帯の臨海部でさかんに行

われている工業を次から2つ選べ。 
  [ 鉄鋼 造船 石油化学 食品加工 
   航空機 ] 
(2) 地元で採れる土を使い，瀬戸市や多

治見市で伝統的に生産されてきた工

業製品は何か。 
(3) 瀬戸市や多治見市では(2)の技術を生

かして，電子工業用などの製品を生

産している。何という製品か，カタ

カナで書け。 
 
[解答](1) 鉄鋼，石油化学 (2) 陶磁器 

(3) ファインセラミックス 
 



【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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