
【FdData中間期末：中学社会地理】 
 [関東の工業] 

◆パソコン・タブレット版へ移動 
 
 
[京浜工業地帯・京葉工業地域] 
[問題](2学期中間改) 
右図の X

は関東地方

にある日本

有数の工業

地帯で，東京

都，神奈川県，埼玉県を中心に広がって

いる。重化学工業や機械工業のほか，政

治・経済・文化の中心で情報が得やすい

ため印刷業もさかんである，X の工業地

帯の名前を答えよ。 
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[解答]京浜工業地帯 
[解説] 
 
 
 
 
 
 
 
京浜
けいひん

工業
こうぎょう

地帯
ち た い

は，東京都・神奈川県(川
崎市や横浜市)・埼玉県にまたがる工業地

帯である。船で原料や製品を輸送するの

に便利な港湾(東京港・川崎港・横浜港)
のある臨海部

りんかいぶ

では鉄鋼業や化学工業が発

達しており，内陸部では機械工業が発達

している。また，印刷業や出版業がさか

んであるが，それは，政治・経済・文化



の中心で情報が得やすいためである。印

刷業の上位4県(2017年)は， 
1 位 東京都(15.5％)，2 位 埼玉県

(14.2％)，3 位大阪府(9.3％)，愛知県

(6.3％)である。 
千葉市～木更津

き さ ら づ

市に広がる京葉
けいよう

工業地域

は，1960 年代以降，千葉の臨海部の

埋立地
うめたてち

に石油化学コンビナートや製鉄所

がつくられ，石油化学や鉄鋼を中心とす

る工業地域ができた。 
 
 
 
 
 
 
 



(統計出典)「日本国勢図会 2020/2021」
P185，524 
 
※この単元で特に出題頻度が高いのは

「京浜工業地帯」「京葉工業地域」である。

「印刷業」もよく出題される。 
 
 



[問題](後期中間) 
 次の文章中の①～③に適語を入れよ。 
関東地方には，東京・川崎・横浜を中

心とする( ① )工業地帯があり，ここ

では各種の工業が発達し，出荷額は全国

有数となっている。東京が政治・経済・

文化の中心で情報が得やすいため出版業

や( ② )業もさかんである。また，1960
年代以降，東京湾の千葉県側を埋め立て

て，石油化学や鉄鋼を中心とする

( ③ )工業地域が形成された。 
 
[解答]① 京浜 ② 印刷 ③ 京葉 
 
 



[問題](3学期) 
 次の各問いに答えよ。 
(1) 東京都と神奈

川県の臨海部

や埼玉県を中

心に広がる右

図 A の工業地

帯名を答えよ。 
(2) (1)の工業地帯では，重化学工業や機

械工業のほかに，東京が政治・経済・

文化の中心で情報が得やすいため

(  )業もさかんである。(  )には

いる適語を次の[  ]から1つ選べ。 
[ 石油化学 自動車 食品加工 
 鉄鋼 セメント 印刷 ] 

 
 



(3) 千葉県の臨海部に発達した図Bの工

業地域名を答えよ。 
(4) (3)の工業地域でさかんな工業を次の

(2)の[  ]から2つ選べ。 
(5) 関東地方で工業がさかんな理由にあ

てはまらないものを次のア～ウから

1つ選べ。 
ア 貿易港に近い 
イ 労働力が豊富 
ウ 労働者の賃金が安い 

 
[解答](1) 京浜工業地帯 (2) 印刷 
(3) 京葉工業地域 (4) 石油化学，鉄鋼 
(5) ウ 
 
 



[問題](1学期中間) 
次の各問いに答えよ。 

(1) 東京湾に面し，東京・川崎・横浜に

かけて広がる工業地帯名を答えよ。 
(2) (1)の工業地帯は，次の図のア～ウの

どれにあたるか。 
 
 
 
 
 
 
 
[解答](1) 京浜工業地帯 (2) ウ 



[解説] 
出荷額が最も多く機械の割合が高いアは

中京工業地帯，金属の割合が他の工業地

帯に比べて高いイは阪神工業地帯で，ウ

が京浜工業地帯である。 
(統計修正)「日本国勢図会 2020/2021」
P185 
 
 
[問題](後期期末) 
京浜工業地帯や京葉工業地域のような

海に面した工業地帯・地域に重化学工業

が立地するのはなぜか。簡単に書け。 
 
[解答]船で原料や製品を輸送するのに便

利だから。 
 



[問題](後期中間) 
次のグラフは，ある工業の出荷額を表

している。何に関連する工業を表してい

るか，次の[  ]から正しいものを 1 つ

選べ。 
[ 電気機械 印刷 自動車 化学工業 ] 
 
 
 
 
 
 
 
 
[解答]印刷 
(統計修正) 「日本国勢図会2020/2021」
P524 



[問題](後期期末) 
東京都は印刷業や出版業がさかんであ

るが，それはなぜか。「政治・経済・文化」

という語句を使って簡潔に説明せよ。 
 
[解答]政治・経済・文化の中心で情報が

得やすいため。 
 
 



[工業地域の拡大] 
[問題](3学期改) 
 右図の X の

工業地域では，

近年，電気機械

や自動車など

の機械工業が

さかんになっ

た。広い土地が安く得られ，働く人も確

保しやすかったので，輸送に便利な高速

道路のインターチェンジの近くなどにつ

くられた工業団地に京浜工業地帯から移

転する工場が増えたためである。このX
の工業地域の名前を答えよ。 
 
[解答]北関東工業地域 
 



[解説] 
 
 
 
 
 
京浜工業地帯では，人口が増加して住宅

地やビルが増えてくると，工場を新しく

つくったり広げたりするための用地を得

ることが難しくなった。そのため，1990
年代以降，工場の移転や閉鎖が増えてい

る。これらの多くの工場の移転先になっ

たのが，栃木
と ち ぎ

県や群馬
ぐ ん ま

県

などの安い

土地と豊富

な労働力が



得やすく，東京から比較的近い北関東の

地域である。(この地域は，もともとせん

い工業がさかんであった。明治時代に造

られた富岡
とみおか

製糸場
せいしじょう

は世界遺産に登録され

た。) 輸送に便利な高速道路のインター

チェンジの近くに，機械工業の工場がで

きた。さらに地元に働く場所をつくろう

と，県や市町村が工業
こうぎょう

団地
だ ん ち

をつくって工

場を誘致
ゆ う ち

したため，京浜工業地帯から移

転する工場が増えた。こうして北関東
きたかんとう

工業
こうぎょう

地域
ち い き

は，電気機械や自動車などを組

み立てる機械工業がさかんになった。こ

れらの工場では，作業に多くの人手が必

要とされるため，ブラジルなどの日系人

もおおぜい働くようになった。 
つくられた工業製品は，これまで東京港

や横浜港から輸出されていたが，2011



年に北関東自動車道が開通したことで，

常陸
ひ た ち

那珂港
な か こ う

などから効率よく輸出できる

ようになった。 
 
※この単元で出題頻度が高いのは「北関

東工業地域」である。「安い土地と豊富な

労働力」「高速道路のインターチェンジ」

「工業団地」「電気機械や自動車などの機

械工業」もしばしば出題される。 
 
 



[問題](後期期末) 
 次の各問いに答えよ。 
(1) 右図のXの工業地

域名を答えよ。 
(2) 1990年代以降，京

浜工業地帯から

(1)の工業地域に

工場の移転が見られたが，その理由

として適当でないものを次のア～エ

から1つ選べ。 
ア 京浜工業地帯では，工場を広げ

るのが難しくなったから。 
イ 県や市町村が地元に働く場所を

作ろうと工業団地を作ったから。 
ウ 広い土地が安く得られ，働く人

も確保しやすかったから。 
エ 大きな港が多数あり，原料の輸

入や製品の輸出に便利だから。 



(3) (1)の工業地域の高速道路沿いには，

どのような工場が多く立地している

か。次の[  ]から2つ選べ。 
[ 電気機械 石油化学 繊維 鉄鋼 
 自動車 ] 

 
[解答](1) 北関東工業地域 (2) エ 
(3) 電気機械，自動車 
[解説] 
(2) エが誤り。北関東工業地域は内陸の

工業地域であるので，港はない。 
 
 



[問題](2学期中間改) 
 次の文章中の①～⑤に適語を入れよ。 
右の A は( ① )

工業地域である。

京浜工業地帯では，

工場を新しくつく

ったり広げたりす

るための( ② )
を得ることが難し

くなったため，1990年代以降，広い(②)
が安く得られ，働く人も確保しやすいA
の地域に移転する工場が増えた。さらに

地元に働く場所をつくろうと，県や市町

村が輸送に便利な( ③ )道路のインタ

ーチェンジの近くに( ④ )団地をつく

って工場を誘致したため，京浜工業地帯

から移転する工場が増えた。こうして

(①)工業地域は，( ⑤ )工業や電気機械

工業がさかんになった。 



[解答]① 北関東 ② 土地(用地) 
③ 高速 ④ 工業 ⑤ 自動車 
 
 
[問題](3学期など) 
 次の各問いに答えよ。 
(1) 右の略地図

中 A の工業

地域名を答

えよ。 
(2) (1)の工業地

域は，もとも

と，せんい工業が盛んな地域であっ

た。この地域に明治時代に造られ，

世界遺産にも登録された官営工場の

名前を答えよ。 



(3) (1)の工業地域の都市として適さない

ものを次の[  ]より1つ選べ。 
[ 太田市 船橋市 前橋市 
 桐生市 ]  

(4) (1)の工業地域で工業がさかんになっ

た理由を「土地」「働く人」「移転」

の語句を使って答えよ。 
(5) (1)などの内陸に位置する工業地域で

は，工業団地の開発が行われている

が，工業団地は，主にどのような場

所に造られるか。「～の･･･付近」と

いう形で答えよ。 
 
 



(6) 2011年に上図Xの( ① )自動車道

が開通したことで，北関東から，Y
の( ② )港への輸送が大幅に改善

された。①，②に適語を入れよ。 
(7) A の工業地域にある群馬県南部の工

場では，多くの日系人が労働者とし

て働いている。この日系人はどこの

国の人が多いか。その国名を答えよ。 
 
[解答](1) 北関東工業地域 (2) 富岡製

糸場 (3) 船橋市 (4) 広い土地が安く

得られ，働く人も確保しやすかったので，

京浜工業地帯から工場が移転してきたか

ら。(5) 高速道路のインターチェンジ付

近 (6)① 北関東 ② 常陸那珂 
(7) ブラジル 
 



[工業全般] 
[問題](1学期期末) 
次の文にあてはまる工業地帯，工業地

域を地図中のA～C から選べ。また，工

業地帯名・工業地域名を書け。 
 
 
 
 
 
 
 
 
① 東京から横浜にかけての有数の工業

地帯で，重化学工業が中心だが，出

版・印刷なども特徴的である。 
 



② 1960年代以降，千葉の臨海部の埋立

地に石油化学コンビナートや製鉄所

がつくられ，工業地域ができた。 
③ ①の工業地帯から群馬・栃木県など

へ工場を移転し，工業団地がつくら

れた。 
 
[解答]① B，京浜工業地帯 
② C，京葉工業地域 
③ A，北関東工業地域 
 
 



[問題](後期期末) 
次の資料は，関東地方に位置する工業

地帯・工業地域についてまとめたもので

ある。次の各問いに答えよ。 
 

X ( ① )湾の西側の臨海部に発達。

重化学工業の中でも機械工業が盛

んである。 
Y ( ① )湾の東側の臨海部に発達。

重化学工業の中でも化学工業が盛

んである。 
Z 内陸部を中心に発達。( ② )道路

沿いに( ③ )団地が形成されて

いる。 
 
(1) X～Zにあてはまる工業地帯・地域名

を書け。 
(2) 表中の①～③にあてはまる語句を書

け。 



[解答](1)X 京浜工業地帯 
Y 京葉工業地域 Z 北関東工業地域 
(2)① 東京 ② 高速 ③ 工業 
 
 
[問題](2学期期末) 
 次のア～ウは，京浜工業地帯，京葉工

業地域，北関東工業地域の工業出荷額

(2017年)を表している。グラフの中から，

①京葉工業地域，②北関東工業地域のグ

ラフをそれぞれ選べ。 
 
 
 
 
 
 



[解答]① ウ ② イ 
[解説] 
「化学」に注目する。化学工業の原料で

ある石油は，ほぼ全量を輸入にたよって

おり，タンカーで港に運ばれる。石油化

学の工場は臨海部に立地することが多い

(内陸部に工場を造ると陸上輸送の費用

が大きくなる)。「化学」の割合が非常に

高いウは，京浜工業地帯か京葉工業地域

である。京葉工業地域の中心の工業は石

油化学で，機械工業の比率は低いので，

ウは京葉工業地域と判断できる。したが

って，アは京浜工業地帯である。機械の

割合が高く，化学の割合が低いイは北関

東工業地域である。 
(統計修正)「日本国勢図会 2020/2021」
P185 



【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 

http://www.fdtext.com/dp/qanda_k.html
http://www.fdtext.com/dp/seihin.html
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