
【FdData中間期末：中学社会地理】 
[東北：伝統産業と新しい産業] 

◆パソコン・タブレット版へ移動 
 
[東北の伝統的工芸品] 
[問題] 
 次の文章中の①，②に適語を入れよ。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 東北地方では，農作業ができない冬の

家の中の仕事として伝統産業が発達した。
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具体的な伝統的工芸品としては，岩手県

盛岡市など(地図の B)の( ① )鉄器(右
図A)が有名である。そのほか，山形県の

( ② )将棋駒(地図のC)，青森県の津軽

塗，秋田県の樺細工， 宮城県の宮城伝統

こけし，福島県の会津塗などがある。 
[解答]① 南部 ② 天童 
[解説] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



東北地方では，農作業ができない冬の家

の中の仕事として伝統産業が発達した。 
具体的な伝統的

でんとうてき

工芸品
こうげいひん

としては，岩手県

盛岡
もりおか

市などの南部
な ん ぶ

鉄器
て っ き

が有名である。 
そのほか，山形県の天童

てんどう

将棋
しょうぎ

駒
こま

，青森県

の津軽
つ が る

塗
ぬり

，秋田県の樺
かば

細工
ざ い く

，宮城
み や ぎ

県の宮

城伝統こけし，福島県の会津
あ い づ

塗
ぬり

などがあ

る。 
 
※出題頻度：「伝統的工芸品△」「南部鉄

器(岩手県)◎」「天童将棋駒(山形県)〇」 
「津軽塗(青森県)△」「樺細工(秋田県) 
△」「宮城伝統こけし(宮城県) △」「会津

塗(福島県) △」 
 



[問題](前期中間) 
次の各問いに答えよ。 

 
 
 
 
 
 
 
 

(1) 図 1 は，①何県の②何という伝統的

工芸品か。 
(2) 図 2 は，①何県の②何という伝統的

工芸品か。 
 
[解答](1)① 岩手県 ② 南部鉄器 
(2)① 山形県 ② 天童将棋駒 
 



[問題](2学期期末) 
東北地方のおもな伝統的工芸品と県名

の組み合わせが誤っているものを，次の

ア～オの中から1つ選べ。 
ア 会津塗－福島県 
イ 天童将棋駒－山形県 
ウ 樺細工－秋田県 
エ 津軽塗－青森県 
オ 南部鉄器－宮城県 
 
[解答]オ 
 



[問題](1学期中間) 
 次の各問いに答えよ。 
(1) 伝統産業でつ

くられる下の

[  ]のよう

な製品を何と 
いうか。 

(2) 地図中の A～

F で作られて

いる(1)を，下の[  ]から 
それぞれ選べ。 

[ 会津塗 天童将棋駒 南部鉄器 
 津軽塗 樺細工 宮城伝統こけし ]  
 
[解答](1) 伝統的工芸品 (2)A 南部鉄器 

B 宮城伝統こけし C 会津塗 
D 天童将棋駒 E 樺細工 F 津軽塗 



[伝統産業が発達した理由と課題] 
[問題] 
 次の文章中の①，②に適語を入れよ。 
 東北地方では，農作業ができない冬の

家の中の仕事として，地元の森林資源や

鉱産資源を利用し，こけしや鉄器などの

伝統的工芸品をつくってきた。これらは

現在，伝統産業として技術が受け継がれ

ている。しかし，大量生産による安い製

品の普及や，海外からの( ① )品の増

加にともなって生産が停滞している場合

がある。また，職人の( ② )化も進み，

後継者不足という問題もある。 
 
[解答]① 輸入 ② 高齢 



[解説] 
 
 
 
 
 
東北地方では，農作業ができない冬の家

の中の仕事として，地元の森林資源や鉱

産資源を利用し，こけしや鉄器などの

伝統的
でんとうてき

工芸品
こうげいひん

をつくってきた。これらは

現在，伝統産業として技術が受け継
つ

がれ

ている。 
しかし，大量生産による安い製品の普及

ふきゅう

や，海外からの輸入品の増加にともなっ

て生産が停滞
ていたい

している場合がある。また，

職人の高齢化
こ う れ い か

も進み，後継者
こうけいしゃ

不足という

問題もある。 



※出題頻度：「雪に閉ざされた冬の期間の

副業として発達した△」 
「大量生産の安い製品や輸入品〇」「高齢

化，後継者不足〇」 
 
 
[問題](前期期末) 
現在の伝統産業の悩みについて述べた

ものを，次から2つ選べ。 
ア 職人の高齢化 
イ 医療や介護サービスの低下 
ウ 森林資源の枯渇 
エ 大量生産による安い製品の普及 
 
[解答]ア，エ 



[問題](3学期) 
 次の各問いに答えよ。 
(1) 伝統産業が東北の各地で発達した理

由を「農作業」「冬」という語句を使

って答えよ。 
(2) 伝統産業の現在の課題をまとめた次

の文中の①～④にあてはまる語句を

それぞれ書け。 
・( ① )生産による安い製品や，海

外からの( ② )品の増加で，生産

が停滞している。 
・職人の( ③ )化が進み，( ④ )
者が不足している。 

 
[解答](1) 農作業ができない冬の家の中

の仕事として発達した。 (2)① 大量 

② 輸入 ③ 高齢 ④ 後継 



[問題](後期中間) 
 東北地方の伝統的工芸品について，課

題と考えられることを，「大量生産」「輸

入品」「後継者」の語句を使って簡単に説

明せよ。 
 
[解答]大量生産の安い製品や海外からの

輸入品の増加で生産が停滞している。ま

た，職人の高齢化が進み，後継者が不足

している。 
 



[問題](3学期) 
 次の各問いに答えよ。 
(1) 右の写真は，

岩手県の伝統

的工芸品であ

る。何と呼ば

れているか答えよ。 
(2) (1)の伝統工芸品は，近年デザインを

新しくするなどの工夫がなされてい

る。なぜ，工夫をするようになった

のか，その理由を「対抗」という語

句を使って簡単に説明せよ。 
 
[解答](1) 南部鉄器 (2) 大量生産の安

い製品や海外からの輸入品に対抗して販

売を伸ばすため。 
 



[新しい産業] 
[問題] 
次の文章中の①，②に適語を入れよ。 
東北地方では，冬には積雪によって農

業ができないため，かつては関東地方な

どへ出かせぎに行く人が多かった。そこ

で，県や市町村は，地元の人の働き場所

として( ① )団地をつくり，工場の誘

致をはじめた。1970年代から1980年代

にかけて，新幹線や( ② )道路が開通

し，交通の便がよくなると，電気機械な

どをつくる工場が，広い用地と豊富な労

働力を求めて，(②)道路の周辺にある(①)
団地を中心に，進出してくるようになっ

た。1990年代以降には，近代的で規模が

大きい自動車工場や，その部品をつくる

工場も進出した。これにともなって，出

かせぎはほぼなくなった。 



[解答]① 工業 ② 高速 
[解説] 
 
 
 
 
 
 
東北地方では，

冬には積雪
せきせつ

によ

って農業ができ

ないため，かつ

ては，関東地方

などへ出かせぎ

に行く人が多か

った。そこで東

北地方の県や市町村では，地元の人の働



き場所として工業
こうぎょう

団地
だ ん ち

をつくり，そこに

工場を誘致
ゆ う ち

した。1970年代から1980年

代にかけて，東北自動車道や東北新幹線

などが開通すると，関東地方と短時間で

行き来ができるようになった。このこと

によって，IC(集積
しゅうせき

回路
か い ろ

)などの半導体
はんどうたい

，

電子機器などをつくる工場が，広い用地

と豊富な労働力を求めて，高速道路の周

辺につくられた工業団地などに進出して

くるようになった。1990 年代以降には，

近代的で規模が大きい自動車工場や，そ

の部品をつくる工場も進出した。働く場

所が増えたことで，出かせぎはほぼなく

なり，農業や漁業と兼業する人も増えた。 
※出題頻度：「東北自動車道△」「高速道

路の周辺△」「工業団地△」 
「出かせぎがなくなった△」 



[問題](2学期期末) 
地図とグラフを

見て，後の各問い

に答えよ。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(1) 地図中の●は，県や市町村が用地を

造成して，工場を誘致したところで

ある。これを何団地というか。 
(2) (1)は何の周辺に立地しているか。 
(3) グラフから，1970年代半ば以降，何

が減少していることがわかるか。 
 
[解答](1) 工業団地 (2) 高速道路 
(3) 出かせぎ者数 
 
 



[問題](3学期) 
 次の各問いに答えよ。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) 東北地方と関東地方を結ぶ高速道路

Pを何というか。 
(2) 右の地図から，半導体関連工場は主

にどのような場所に進出しているこ

とがわかるか。 



(3) 1990年代以降，東北地方に進出した

工場を次の[  ]から1つ選べ。 
[ 薬品工場 自動車工場 
 食品工場 ] 

(4) 企業が東北地方に工場を進出させる

ことの利点は何か。 
2つあげて，簡潔に説明せよ。 

 
[解答](1) 東北自動車道 
(2) 高速道路の周辺 (3) 自動車工場 
(4) 広い工場用地と豊富な労働力を得や

すいこと。 
 
 



【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] 
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[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 
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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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