
【FdData中間期末：中学社会地理】 
[関東の農業] 

◆パソコン・タブレット版へ移動 
 
 
[畑作が中心] 
[問題](1学期中間) 
 次の文章中の①，②に適語を入れよ。 
関東地方には，関東平野が広がってい

る。この平野には，火山灰がつもった

( ① )と呼ばれる土におおわれた台地

がある。台地では水が得にくいため農業

では( ② )作が中心に行われ，東京大

都市圏に野菜や花などを送る近郊農業が

さかんである。利根川などの川沿いの低

地は水田に利用されている。 
 

http://www.fdtext.com/dat/pdf_ch4_3_kantou.pdf
http://www.fdtext.com/dat/pdf_ch4_3_kantou.pdf


[解答]① 関東ローム ② 畑 
[解説] 
関東平野には，

浅間山
あさまやま

や

富士山
ふ じ さ ん

などの

噴火
ふ ん か

による大

量の火山灰が積もってできた関東ローム

と呼ばれる赤土におおわれた台地と，

利根川
と ね が わ

など多くの川沿いにできた低地が

広がっている。川沿いの低地は水田に利

用されているが，面積の大部分をしめる

台地では水が得にくいため，畑作が行わ

れている。 
※出題頻度：「関東ローム○」「畑作が中

心○」 



[問題](後期中間) 
 次の文中の①，③の(  )内からそれ

ぞれ適語を選べ。②には適語を入れよ。 
 利根川などの流域の低地は，①(畑／水

田)になっている。川が刻む広大な台地は，

( ② )という火山灰におおわれており，

多くが③(畑／水田)になっている。 
 
[解答]① 水田 ② 関東ローム ③ 畑 
 



[近郊農業] 
[問題] 
 関東平野には，関東ロームと呼ばれる

火山灰が堆積していて，稲作より畑作に

適している。千葉県，茨城県などでは，

大消費地に近い地域で野菜などの生産を

行う( X )農業がさかんである。輸送費

が安く，短時間で新鮮な農産物を消費地

に届けられるのが利点である。千葉県や

茨城県は，多くの野菜の生産量で全国の

上位となっている。また，地方別の野菜

生産額は関東地方が第1位である。また，

新鮮さが求められる牛乳や鶏卵などを生

産する畜産もさかんである。文中のXに

適語を入れよ。 
 
[解答]近郊 



[解説] 
 
 
 
 

関東平野の台地では，早くから畑作地が

広がり，都市の住民向けに新鮮な農産物

を生産する近郊
きんこう

農業
のうぎょう

が発展してきた。関

東地方では，北海道のような広大な耕地

は確保できない。しかし，同じ畑で何度

も収穫
しゅうかく

できる農産物を，東京や横浜など

の人口の多い大消費地の近くで生産する

ことで，輸送にかかる時間や費用を抑え

ることができ，新鮮
しんせん

な状態で届けること



ができる。この利点を生かし，茨城県や

千葉県などは多くの野菜の生産量で全国

の上位を占めている。図のように，地方

別の野菜生産額は関東地方が第1位であ

る。また，野菜以外にも，新鮮さが要求

される果物，牛乳，鶏卵
けいらん

，食肉などがさ

かんに生産されている。例えば，栃木県

のいちごの生産量は全国有数で，「とちお

とめ」などのブランド品種が作られてい

る。また，栃木県では乳牛の飼育
し い く

が，茨

城県や千葉県では鶏卵の生産がさかんで

ある。 
※出題頻度：「近郊農業◎」「大消費地に

近い○」「安い輸送費，新鮮な野菜など○」 
(統計出典)「データで見る県勢 2022」
P182 
 



[問題](2学期期末) 
 次の各問いに答えよ。 
(1) 大都市の近くで野菜などを生産する

農業を何というか。 
(2) 千葉県や茨城県などで(1)のような農

業が発達してきた理由を「大消費地」

という語句を使って 10 字程度で説

明せよ。 
 
[解答](1) 近郊農業 
(2) 大消費地に近いから。 
 
[問題](3学期) 
 近郊農業とはどのような農業か。簡単

に説明せよ。 
[解答]大都市の近くで野菜などを生産す

る農業 



[問題](2学期期末) 
 関東地方の農業について説明している

文として間違っているものを選び記号で

答えよ。 
ア 広大な耕地が確保できないので，同

じ畑で何度も収穫できる農作物を生

産している。 
イ 人口の多い大消費地の近くで生産す

ることで，輸送にかかる費用や時間

をおさえている。 
ウ 気候の特性上，鶏卵や食肉は栽培さ

れていない。 
エ いちごが全国有数の生産量である県

もあり，質の良いブランド品がつく

られている。 
 
[解答]ウ 



[問題](3学期) 
 次の各問いに答えよ。 
(1) 次のグラフは地方別の野菜生産額の

割合を示している。関東地方を表し

ているのはA～Cのどれか。 
 
 
 
 
(2) 大消費地に近い地域で野菜などの生

産を行う農業のことを何というか。 
(3) 東京大都市圏周辺は，(2)の農業がさ

かんに行われている。大消費地であ

る大都市圏に出荷するためであるが，

どのような利点があるか。「輸送費」

「新鮮」という語句を使って説明せ

よ。 



[解答](1) A (2) 近郊農業 
(3) 輸送費が安いことと，新鮮な野菜な

どを届けることができること。 
[解説] 
表のAは関東，Bは九州，Cは中部であ

る。 
 



[高原野菜など] 
[問題] 
 次の文章中の①，②に適語を入れよ。 
 右図の群馬県嬬

恋村などでは，夏

の涼しい気候を利

用してキャベツや

レ タ ス な ど の

( ① )野菜の抑

制栽培を行い，高速道路や保冷トラック

を使って東京などに出荷する輸送園芸農

業がさかんである。他の地域の出荷量が

少ない夏に，高い価格で販売することが

できるという利点がある。 
 房総半島や三浦半島では，冬でも暖かい

気候を利用して，大都市向けに1年をとお

して野菜や( ② )が生産されている。 



[解答]① 高原 ② 花 
[解説] 
 
 
 
 
 
 
 
高速道路や保冷

ほ れ い

トラックの普及
ふきゅう

などによ

って，大都市から遠い地域でも行われるよ

うになった園芸
えんげい

農業
のうぎょう

を輸送
ゆ そ う

園芸農業とい

う。群馬県の嬬恋村
つまごいむら

では，夏の涼
すず

しい気候

を利用してキャベツやレタスなどの高原
こうげん

野菜
や さ い

を栽培し，他の産地と出荷時期をずら

して，夏から秋にかけて東京などに出荷し

ている。このように，冷涼な気候を利用し



て生長を遅らせるくふうをした栽培方法

を抑制
よくせい

栽培
さいばい

という。他の地域の出荷量が少

ない夏に，高い価格で販売することができ

るという利点がある。 
房総
ぼうそう

半島
はんとう

や三浦
み う ら

半島では，冬でも暖かい気

候を利用して，大都市向けに1年を通して

野菜や花が生産されている。 
※出題頻度：「高原野菜○」「抑制栽培○」

「輸送園芸農業△」 
「他の地域の出荷量が少ない夏に，高い

価格で販売することができる△」 
 



[問題](2学期期末) 
 次の各問いに答えよ。 
(1) 右の地図

中の群馬

県嬬恋村

などで，夏

のすずし

い気候を

いかして生産されている野菜を何野

菜というか。 
(2) 嬬恋村で生産されている(1)の野菜を

2つあげよ。 
(3) 冷涼な気候を利用して生長を遅らせ

る栽培方法を何というか。 
(4) 三浦半島や房総半島では，1 年中暖

かい気候を利用して野菜のほかに何

を栽培しているか。 



[解答](1) 高原野菜 (2) キャベツ，レタ

ス (3) 抑制栽培 (4) 花 
 
[問題](2学期期末) 
関東地方の農業に関する次の説明文で，

①～⑥にあてはまる語句を答えよ。 
・埼玉，千葉，茨城などの各県では，大

消費地に近い利点をいかして( ① )
農業がさかんで，大都市に野菜などを

出荷している。 
・( ② )県の嬬恋村などでは，高速道

路や保冷トラックなどを利用して出荷

する輸送園芸農業がさかんで，レタス

や( ③ )などの高原野菜を出荷して

いる。 
・冬でもあたたかい千葉県の( ④ )半
島や神奈川県の( ⑤ )半島では，1
年を通して野菜や( ⑥ )を出荷して

いる。 



[解答]① 近郊 ② 群馬 ③ キャベツ 

④ 房総 ⑤ 三浦 ⑥ 花 
 
 
[問題](後期中間) 
 右図の X では，

夏でも涼しい高

原の気候を生か

してキャベツや

レタスを栽培し，

東京などに出荷している。次の各問いに

答えよ。 
(1) 右の地図のXは何県の何村か。 
(2) 夏の涼しい気候を生かして栽培され

ているキャベツやレタスなどを何野

菜というか。 



(3) X などで，キャベツやレタスを夏に

出荷するのはなぜか。「他の地域の出

荷量」，「価格」という語句を使って

簡潔に説明せよ。 
(4) X のように，東京から遠く離れた地

域でも，東京向けの野菜の栽培がで

きるようになった理由を，「高速道

路」「保冷トラック」「新鮮」の語句

を使って説明せよ。 
 
[解答](1) 群馬県嬬恋村 (2) 高原野菜 

(3) 夏は他の地域の出荷量が少ない時期

なので，高い価格で販売することができ

るから。 (4) 高速道路や保冷トラック

の普及によって，新鮮なうちに野菜を運

ぶことができるようになったから。 
 



[主な野菜の県別割合] 
[問題](前期期末) 
次の資料の①，②にあてはまる農産物

を[  ]から1つずつ選べ。 
 
 
 
 
 
 
[ きゅうり キャベツ 白菜 ねぎ 
 なす ] 
 
[解答]① キャベツ ② ねぎ 



[解説] 
次の図のように，野菜は，関東地方の県

が上位を占めている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(統計修正)「日本国勢図会 2022/2023」
P157，「データで見る県勢2022」P191 
※出題頻度：この単元はときどき出題さ

れる。 
 



[問題](後期期末) 
 次のグラフのA～C は，千葉県，茨城

県，群馬県のいずれかである。それぞれ

にあてはまる県名を答えよ。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[解答]A 群馬県 B 千葉県 C 茨城県 
 
 



【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] 

http://www.fdtext.com/dp/sc1/index.html
http://www.fdtext.com/dp/sc2/index.html
http://www.fdtext.com/dp/sc3/index.html
http://www.fdtext.com/dp/sc4/index.html
http://www.fdtext.com/dp/sr1/index.html
http://www.fdtext.com/dp/sr2/index.html
http://www.fdtext.com/dp/sr3/index.html
http://www.fdtext.com/dp/sr4/index.html
http://www.fdtext.com/dp/sr5/index.html
http://www.fdtext.com/dp/sk1/index.html
http://www.fdtext.com/dp/sk2/index.html
http://www.fdtext.com/dp/sk3/index.html
http://www.fdtext.com/dp/sk4/index.html
http://www.fdtext.com/dp/r1b/index.html
http://www.fdtext.com/dp/r1k/index.html
http://www.fdtext.com/dp/r1s/index.html
http://www.fdtext.com/dp/r1t/index.html
http://www.fdtext.com/dp/r2b/index.html
http://www.fdtext.com/dp/r2k/index.html
http://www.fdtext.com/dp/r2s/index.html
http://www.fdtext.com/dp/r2t/index.html
http://www.fdtext.com/dp/r3b/index.html
http://www.fdtext.com/dp/r3k/index.html
http://www.fdtext.com/dp/r3s/index.html
http://www.fdtext.com/dp/r3t/index.html
http://www.fdtext.com/dp/r3z/index.html


【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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