
【FdData中間期末：中学社会歴史】 
[人類の出現と進化] 

◆パソコン・タブレット版へ移動 
 
[猿人] 
[問題](1学期期末) 
次の各問いに答えよ。 

(1) 約 700 万～600 万年前に出現した最

古の人類の名称を漢字 2 字で答えよ。 
(2) (1)が誕生した地域は次の地図のア～

エのどこか。 
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[解答](1) 猿人 (2) ア 
[解説] 
 
 
 
 
現在知られている最も古い人類は，今か

ら約700万年から600万年前にアフリカ

にあらわれた猿人
えんじん

である。現在のところ，

最古の猿人は，アフリカ中部のチャドで

2001 年に発見されたサヘラントロプ

ス・チャデンシス(トゥーマイ猿人)であ

る。猿人は後ろあし(足)で立って歩いて

いた(直立二足歩行)と考えられている。

立って歩くことで重い脳
のう

を支えられるよ

うになり脳の発達を助けたと考えられる。

また，自由に使えるようになった前足



(手)で木ぎれや石などの道具を使うこと

を通じて知能が発達した。 
 
※この単元で出題頻度が高いのは「猿人」

「アフリカ」である。「サヘラントロプ

ス・チャデンシス」もしばしば出題され

る。 
 
 
[問題](2学期中間) 
 次の各問いに答えよ。 
(1) 現在知られている最古の人類の名称

を漢字2字で書け。 
(2) チャドで発見された(1)は何か。カタ

カナで書け。 
(3) (1) の人類が現れた大陸はどこか。 
 



[解答](1) 猿人 (2) サヘラントロプ

ス・チャデンシス (3) アフリカ 
 
 
[問題](2学期中間) 
 次の各問いに答えよ。 
(1) 最古の人類である猿人は，何大陸で

誕生したか。 
(2) 人類とサルのちがいは何か。歩行の

仕方から簡潔に説明せよ。 
 
[解答](1) アフリカ大陸 (2) サルは四

足歩行であるが，人類はうしろ足で立っ

て歩く。 
 



[問題](1学期中間) 
人類の祖先はある種のサルであったと考

えられている。サルと人間のちがいとし

て，「人間は脳が発達している」ことと「サ

ルは四本足で歩くが，人間は二本足で直

立して歩く」ことがあげられる。それで

は，人間に進化していったとき，脳の発

達が先か直立二足歩行が先か，どちらか

答えよ。また，どうしてそういえるのか，

理由を説明せよ。 
 
[解答]直立二足歩行が先。直立二足歩行

によって脳が発達したから。 
 



[打製石器] 
[問題](1学期中間) 
石を打ち欠いてつくった石器を何とい

うか。 
 
[解答]打製石器 
[解説] 
 
 
 
 
今から250万年前から，地球は氷河

ひょうが

時代

に入り，陸地の3分の1が氷におおわれ

た時期(氷期
ひょうき

)と，温暖な時期(間
かん

氷期
ぴょうき

)を何

度か繰り返した。その間にも人類は少し

ずつ進化していき，石を打ち欠いてする

どい刃を持つ打製
だ せ い

石器
せ っ き

をつくり始めた。 



この打製石器を使って動物をとらえて食

べたり，猛獣
もうじゅう

から身を守ったりするよう

になった。打製石器を使っていた時代を

旧石器
きゅうせっき

時代といい，1 万年ほど前まで続

いた。 
(打製石器を使い始めたのは猿人と考え

られるが，原人であったとの説もある) 
 
※この単元で出題頻度が高いのは「打製

石器」「旧石器時代」である。「動物をと

らえて食べたり，猛獣から身を守るため」

「氷河時代」もときどき出題される。 
 



[問題](前期期末) 
 次の文章中の①～③に適語を入れよ。 
今から 250 万年前から，地球は

( ① )時代に入り，陸地の 3 分の 1 が

氷におおわれた時期と，温暖な時期を何

度かくり返した。その間にも人類は少し

ずつ進化していき，石を打ち欠いてする

どい刃を持つ( ② )をつくり始めた。

この(②)を使って動物をとらえて食べた

り，猛獣から身を守ったりするようにな

った。(②)を使っていた時代を( ③ )
時代という。 
 
[解答]① 氷河 ② 打製石器 
③ 旧石器 
 
 



[問題](2学期中間) 
次の各問いに答えよ。 

(1) 石を打ち欠いてつくっ

た右のような石器を何

というか。 
(2) (1)の石器を使っていた

時代を何時代というか。 
(3) (1)の石器を何のために使っていたか。

「動物」「猛獣」という語句を使って

簡単に説明せよ。 
 
[解答](1) 打製石器 (2) 旧石器時代 

(3) 動物をとらえて食べたり，猛獣から

身を守るために使った。 
 



[原人：火・言葉] 
[問題](2学期期末) 
今から 200 万年ほど前に出現した

( X )は寒さをしのいだり，狩りや採集

によって手に入れた食べ物を加工したり

するために火を使うようになった。また，

狩りをするときなど，仲間どうしで意思

を伝え合うなかで言葉を発達させた。X
に入る人類の名前を漢字2字で書け。 
 
[解答]原人 
[解説] 
今から 200 万年ほど前に

出現した原人
げんじん

は寒さをし

のいだり，狩りや採集に

よって手に入れた食べ物を加工したりす

るために火を使うようになった。 



また，狩りをするときなど，仲間どうし

で意思を伝え合うなかで言葉を発達させ

た。 
 
※この単元で出題頻度が高いのは「原人」

「火」「言葉」である。 
 
 
[問題](前期期末) 
 次の文の①～③に適語を入れよ。 
 今から 200 万年ほど前に出現した

( ① )は，寒さをしのいだり，狩りや

採集によって手に入れた食べ物を加工し

たりするために( ② )を使うようにな

った。また，狩りをするときなど，仲間

どうしで意思を伝え合うなかで( ③ )
を発達させた。 



[解答]① 原人 ② 火 ③ 言葉 
 
 
[新人] 
[問題](1学期中間) 
約 20 万年前には，現在の人類の直接

の祖先である(  )がアフリカにあらわ

れた。(  )に適する語句を漢字 2 字で

答えよ。 
 
[解答]新人 
[解説] 
 
 
 
 
 



約 20 万年前には，現在の人類の直接の

祖先にあたる新人
しんじん

(ホモ・サピエンス)が
アフリカにあらわれ，世界中に広がった。

3 万年前に現れたクロマニョン人は新人

の一種である。右

図はクロマニョン

人が描いたラスコ

ーの壁画である。 
 
※この単元で出題頻度が高いのは「新人」

である。「20万年前」「アフリカ」もとき

どき出題される。 
 
 



[問題](2学期中間) 
次の地図をみて，各問いに答えよ。 

 
 
 
 
 
 
 
(1) 新人が出現したのは，今からおよそ

どのくらい前か。 
次の[  ]から1つ選べ。 
[ 600万年前 200万年前 
 20万年前 ] 

(2) 新人はどの地域から出現したか。地

図中のA～Cから選べ。 
 
[解答](1) 20万年前 (2) C 



[問題](2学期中間) 
 次の図はフランスで発見された壁画で

ある。 
 
 
 
 
 
 
(1) この壁画を何というか。 
(2) (1)の壁画を描いた新人の代表的な人

種を何というか。 
[解答](1) ラスコーの壁画 (2) クロマ

ニョン人 
 



[猿人→原人→新人] 
[問題](1学期期末) 
次の①，②のそれぞれの文にあてはま

るものを，図のア～エから選べ。 
① 約 700～600 万年前にあらわれた最

も古い人類 
② 現在の人類の直接の祖先にあたる人

類 
 
 
 
 
 
[解答]① イ ② エ 
 



[問題](1学期期末) 
次の説明にあてはまる人類は何か。

[  ]から選べ。 
① 私たちの直接の祖先にあたる。 
② 直立二足歩行を始めた。 
③ 火を使い，言葉を使うようになった。 
[ 猿人 原人 新人 ] 
 
[解答]① 新人 ② 猿人 ③ 原人 
 
 



[問題](1学期中間) 
次の図を見て各問いに答えよ。 

 
 
 
 
 
(1) 図のAとCにあてはまる人類を次の

[  ]から選んで書け。 
[ 新人 猿人 原人 ] 

(2) サルとくらべたときの人類の特徴を

「道具を使う」以外に2つ書け。 
 
[解答](1)A 猿人 C 新人 (2) 直立二足

歩行を行う。火や言葉を使う。 
 
 



[問題](1学期期末) 
次の資料を見て，各問いに答えよ。 

 
 
 
 
 
 
(1) 資料のAにあてはまる人類の祖先を，

次から1つ選べ。 
[ 新人 猿人 原人 ] 

(2) 資料中のBの人類に関係することを，

次のア～エから1つ選べ。 
ア 道具を使うようになった。 
イ 木の上で生活するようになった。 
ウ 土器を使うようになった。 
エ 火や言葉を使うようになった。 



(3) 石を打ち欠いてつくった，するどい

刃を持つ石器を何というか。 
 
[解答](1) 猿人 (2) エ (3) 打製石器 
 
 



[問題](後期期末) 
次の文章の下線部が正しい場合は「○」，

正しくない場合は「正しい答え」を書け。 
現在知られている最も古い人類は，今

から約700万年から600万年前にアフリ

カにあらわれた①原人で，すでに後ろあ

し(足)で立って歩いていたと考えられて

いる。また，石を打ち欠いてするどい刃

をもつ②磨製石器を使っていたと考えら

れる。 
今から200万年ほど前に出現した③旧人

は，火や④文字を使うこともできるよう

になった。今から 20 万年ほど前には，

現在の人類の直接の祖先にあたる⑤新人

があらわれ，世界中に広がった。 
 
[解答]① 猿人 ② 打製石器 ③ 原人 
④ 言葉 ⑤ ○ 



[新石器時代] 
[問題](2学期中間) 
右の写真のように， 

①表面をみがいてつく

った石器を何というか。

②また，このような石器

を使っていた時代を何

時代というか。 
 
[解答]① 磨製石器 ② 新石器時代 
 



[解説] 
 
 
 
 
今から 1 万年ほど前に，氷期が終わり，

マンモスなどの大型の動物が絶滅
ぜつめつ

した。

気温が上がると，食用となる木の実が増

えた。 
人々は木の実や魚や貝をとり，弓と矢を

用いて動物をとらえたりするようになっ

た。このころ土器
ど き

が発明され，食べ物を煮
に

ることができるようになった。また，表

面をみがいた磨製
ま せ い

石器
せ っ き

もつくられるよう

になった。土器や磨製石器を使うように

なったこの時代を新石器
し ん せ っ き

時代という。こ

の時代，野生の植物を栽培
さいばい

する農耕
のうこう

や，



野生の動物を飼
か

いならす牧畜
ぼくちく

も始められ

た。 
 
※この単元で出題頻度が高いのは「新石

器時代」「磨製石器」である。「土器」「農

耕や牧畜」もよく出題される。 
 
 
[問題](1学期中間) 
次の各問いに答えよ。 

(1) 1 万年ほど前に，食物を煮て食べる

ために発明された道具は何か。 
(2) 表面をみがいた石器を何というか。 
(3) (2)で答えた石器が使われた時代を

何というか。 
 
[解答](1) 土器 (2) 磨製石器 
(3) 新石器時代 



[問題](2学期期末) 
 次の文章中の①～⑤に適語を入れよ。 
今から 1 万年ほ

ど前に氷期が終わ

って気温が上がる

と食用となる木の

実が増えた。人々は魚や貝をとったり，

弓と矢を用いて動物をとらえたりするよ

うになった。このころ( ① )が発明さ

れて食物を煮ることができるようになっ

た。また，右の写真のように，木を切っ

たり，加工したりするのに適した

( ② )も作られるようになった。(①)
や (② )を使うようになった時代を

( ③ )時代という。この時代，野生の

植物を栽培する( ④ )や，野生の動物

を飼いならす( ⑤ )も始められた。 



[解答]① 土器 ② 磨製石器 
③ 新石器 ④ 農耕 ⑤ 牧畜 
 
 
[問題](2学期中間) 
次の写真を見て各問いに答えよ。 

 
 
 
 
 
(1) 打製石器はA，Bのどちらか。 
(2) B が使用されたころ食料の貯蔵や，

食物の煮炊きに使用された道具は何

か。 
(3) 麦や稲などを栽培することを何とい

うか。 



(4) 牛や羊など，動物を飼いならすこと

を何というか。 
(5) Bが使われた時代を何というか。 
 
[解答](1) A (2) 土器 (3) 農耕 
(4) 牧畜 (5) 新石器時代 
 
 
[問題](1学期中間) 
 次の各問いに答えよ。 
 
 
 
(1) ①石を打ち欠いて作った右図Aのよ

うな石器を何というか。②この石器

を使い，狩りや採集をしていた時代

を何というか。 



(2) ①石を磨いて作った右図Bのような

石器を何というか。②この石器を使

い，農耕と牧畜が始まった時代を何

というか。 
 
[解答](1)① 打製石器 ② 旧石器時代 
(2)① 磨製石器 ② 新石器時代 
 
 
[問題](2学期中間) 
旧石器時代と新石器時代に①使われて

いた石器，②食料のとり方にはどのよう

なちがいがあるか。それぞれ簡潔に説明

せよ。 
 



[解答]① 旧石器時代には打製石器，新石

器時代には磨製石器が使われた。 ② 旧
石器時代には狩りや採集，新石器時代に

は農耕や牧畜が行われた。 
 
[問題](1学期期末) 
次のア～エは新石器時代について述べ

た文章である。間違っているものを1つ

選べ。 
ア 石を磨いてつくった磨製石器が使わ

れていた。 
イ 火や言葉を使い始めた。 
ウ 氷期が終わり，地球の気温が上がっ

た。 
エ 土器がつくられ，食物を煮るのに使

われた。 
[解答]イ 



[解説]イが誤り。火や言葉を使うように

なったのは原人で，旧石器時代である。 
 
[問題](2学期期末) 
今から1万年前になると，どんな時代

にかわったのか。次の文の中から正しい

ものを，2つ選んで答えよ。 
ア 気候が急激に寒くなり，マンモスな

どの大型の動物が登場した。 
イ 気候が急激に暖かくなり，マンモス

などの大型の動物が絶滅した。 
ウ 磨いて形を整えた石器が登場し，農

耕や牧畜が始まった。 
エ 石を打ち割っただけの石器を使い，

けものを狩り，木の実などを採集し

てくらした。 
[解答]イ，ウ 



【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
mailto:info2@fdtext.com
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