
【FdData中間期末：中学社会地理】 
[東北の農業] 

◆パソコン・タブレット版へ移動 
 
 
[稲作] 
[問題] 
 次の文章中の①，②に適語を入れよ。 
 東北地方は日本有数の稲作地帯である

(全国生産の約29％)。1970年代，日本人

の食生活が変化したことによって米の消

費量が減り，米が余るようになったため，

政府は米の生産量を減らす( ① )政策

を始めた。東北地方の米の産地では，他

の作物への転作を行う一方で，消費者に

喜ばれる，よりおいしい米への品種改良

も進めた。 
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また，太平洋側では，稲の生長期にやま

せがふくと，稲が十分に育たず，収穫が

少なくなる冷害が起こることがある。こ

のような冷害に対して，人々は「ひとめ

ぼれ」などの低温に強くておいしい

( ② )米を開発してのりこえてきた。 
 
[解答]① 減反 ② 銘柄 
[解説] 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
東北地方は日本有数の稲作地帯で，東北

地方の米の生産量は全国生産の約 29％
(2020 年)である。1970 年代，日本人の

食生活が変化したことによって米の消費

量が減り，米が余るようになったため，

政府は米の生産量を減らす減反
げんたん

政策を始

めた。東北地方の米の産地では，他の作

物への転作
てんさく

を行う一方で，消費者に喜ば

れる，よりおいしい米への品種
ひんしゅ

改良
かいりょう

も進



めた。また，太平洋側では，稲の生長期

にやませがふくと，稲が十分に育たず，

収穫
しゅうかく

が少なくなる冷害
れいがい

が起こることが

ある。このような冷害に対して，人々は

「ひとめぼれ」などの低温に強くておい

しい銘柄
めいがら

米
まい

を開発してのりこえてきた。 
銘柄米としては，ひとめぼれ(宮城県・岩

手県)，あきたこまち(秋田県)，はえぬき

(山形県)，コシヒカリ(新潟県・福島県)，
まっしぐら(青森県)などが有名である。 
※この単元を詳しく扱っていない教科書

もある。 
※出題頻度：「全国生産の約29％△」「減

反政策△」「やませによる冷害△」「銘柄

米△」 
 
 



[問題](後期期末) 
 次の各問いに答えよ。 
(1) 東北地方の米の生産量は全国生産の

約何％をしめるか。次の[  ]から選

べ。 
 [ 約9％ 約19％ 約29％ 約39％ ] 
(2) 1970年代以降，政府が米の生産量を

調整するためにとった政策を何とい

うか。 
(3) 東北地方の太平洋側では，稲の生長

期にやませがふくと，日照不足や低

温のために稲が十分に育たず，収穫

が少なくなる被害が出ることがある。

このような被害を何というか。 
(4) 東北地方の人々は低温に強くておい

しい米の品種改良を進めてきた。「ひ

とめぼれ(宮城県・岩手県)」などの米

を特に何米というか｡ 



[解答](1) 約29％ (2) 減反政策 
(3) 冷害 (4) 銘柄米 
 
[問題] 
 次の文章中の①～⑦に適語を入れよ。 
東北地方の太平洋側では，夏にふく冷

たい北東の風である( ① )によって，

夏でも気温が上がらず思うように収穫が

できない( ② )害がおこることがある。

そこで，気温が上がらなくても収穫でき

る，寒さに強くおいしい( ③ )米が

( ④ )改良によって開発された。東北

の地方の各県で，それぞれもっとも多く

栽培されている(③)米は，福島県ではコ

シヒカリ，宮城県と岩手県では( ⑤ )，
山形県では( ⑥ )，秋田県では( ⑦ )，
青森県ではまっしぐらである。 



[解答]① やませ ② 冷 ③ 銘柄 
④ 品種 ⑤ ひとめぼれ ⑥ はえぬき 
⑦ あきたこまち 
 
 
[問題](2学期期末) 
東北地方で，｢ひとめぼれ｣などの新し

い品種を改良してきたのは，どのような

理由からか。考えられることを2つ書け。 
 
[解答]冷害に強い品種を作るため。おい

しい品種を作るため。 
 



[果樹] 
[問題] 
 
 
 
 
 
 
東北地方には，果樹栽培に適した山の

斜面や扇状地が多いので，さまざまな果

実が栽培されている。青森県では右のグ

ラフの( X )が津軽平野を中心に栽培

され，生産量は日本第1位である。また，

山形県はさくらんぼと西洋なしの生産量

が日本第1位，福島県はももの生産が日

本第2位である。Xに適する果実名を答

えよ。 



[解答]りんご 
[解説] 
 
 
 
 
東北地方には，

果樹
か じ ゅ

栽培
さいばい

に適

した山の斜面

や扇状地
せんじょうち

が多

いので，さまざまな果実
か じ つ

が栽培されてい

る。青森県は日本1位のりんごの生産県

である。中心地は，弘前
ひろさき

市を中心とした

津軽
つ が る

平野である。りんごの生産第2位は

中部地方の長野県で，3，4位に東北地方

の岩手県と山形県がはいる。 
山形県は，さくらんぼ(おうとう)と西洋



なしの生産量が日本1位である。最上川

の中流に位置する山形盆地では，さくら

んぼや西洋なしなどの果樹栽培がさかん

である。福島県はももの生産がさかんで，

生産量は日本第2位である。(1位は山梨

県) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(統計修正)「日本国勢図会 2022/2023」
P154 
※出題頻度(グラフ)：「りんご○」「さく

らんぼ○」「西洋なし△」「もも△」 
 
[問題](後期期末) 
次のグラフは果実の県別生産量を示し

たものである。それぞれ何という果実か。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



[解答]① さくらんぼ(おうとう) 
② りんご ③ もも 
 
[問題](後期期末) 
 次の資料は果実の生産量の県別割合で

ある。これについて，各問いに答えよ。 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) 資料で，青森県の津軽平野を中心に

栽培されているXは何か。 
(2) 資料のアには，同じ県が入る。アの

県名を答えよ。 



[解答](1) りんご (2) 山形県 
 
[問題](1学期中間) 
次のグラフは，りんごの県別生産量を

表している。ア～ウの県名を答えよ。 

 
[解答]ア 青森県 イ 長野県 
ウ 岩手県 
 



[問題](1学期中間) 
りんご，さくらん

ぼの生産のさかんな

地域はどこか。右の

地図中のA～Dから

それぞれ選んで記号

で答えよ。 
 
[解答]りんご：A さくらんぼ：B 
 
 



[問題](3学期) 
 次の各問いに答えよ。 
(1) 青森県でりんごの栽培がさかんな平

野の名前を答えよ。 
(2) さくらんぼの生産が日本 1 位の県名

を答えよ。 
(3) 西洋なしの生産が日本 1 位の県名を

答えよ。 
(4) 山梨県についで福島県が日本第 2 位

の生産をほこる果実の名前を答えよ。 
 
[解答](1) 津軽平野 (2) 山形県 
(3) 山形県 (4) もも 
 

 



【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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