
【FdData中間期末：中学社会歴史】 
[日本列島の誕生] 

◆パソコン・タブレット版へ移動 
 
[大陸と陸続き] 
[問題](1学期期末) 
次の資料は，ナウマンゾウの化石や打

製石器が発見された場所を示したもので

ある。ナウマンゾウが活動し，人々が打

製石器を使っていたころの日本列島の様

子を説明した文として正しいものを次の

ア～ウから1つ選べ。 
 
 
 
 
 
 

http://www.fdtext.com/dat/pdf_re1_1_jyoyayoi.pdf
http://www.fdtext.com/dat/pdf_re1_1_jyoyayoi.pdf


ア 今よりも海水面が高く，ナウマンゾ

ウの化石や石器が発見された場所の

みが日本列島であった。 
イ 今と同じ海水面であった。 
ウ 今よりも海水面が低く，大陸と陸続

きであった。 
 
[解答]ウ 
[解説] 
 
 
 
 
 
 
 
 



長野県の野尻湖
の じ り こ

では，数万年前の地層
ち そ う

か

らナウマンゾウのきばとオオツノジカの

角
つの

の化石
か せ き

が発見された。氷河
ひょうが

時代には，

陸地に降
ふ

り積
つ

もった雪が凍
こお

ってしまうた

めに海水が減り，しばしば海面が今より

も 100m以上も低く，日本列島が大陸と

陸
りく

続
つづ

きになっていた時期があった。 
そのため，北からはマンモス，南からは

ナウマンゾウやオオツノジカなどの大型

の動物がやってきた。これらの動物を追

って日本列島にやって来た人々は，打製
だ せ い

石器
せ っ き

をつけたやりなどを使って，動物を

とらえたり，植物を採集
さいしゅう

したりして食料

にしていた。人々は 10 人前後の集団を

つくり，簡単な草ぶきの小屋や岩陰
いわかげ

など

に住みながら獲物
え も の

を求めて移動し，火を

使ってくらしていた。 



今から1万年前ほど前に最後の氷期
ひょうき

が終

わり，氷がとけて海面が上昇し，現在の

日本列島の姿が，ほぼできあがった。 
 
※この単元で出題頻度が高いのは「今よ

りも海水面が低く，大陸と陸続きであっ

た」である。「ナウマンゾウ」「野尻湖」

もときどき出題される。 
 
 



[問題](2学期期末) 
 次の各問いに答えよ。 
(1) 旧石器時代に大陸に生息していたマ

ンモスやナウマンゾウの化石が日本

列島でも見つかっている。このこと

から，当時日本列島はどのような状

態であったといえるか。 
(2) ナウマンゾウのきばやオオツノジカ

の角が見つかった，長野県の遺跡名

を答えよ。 
 
[解答](1) 大陸と陸続きであった。 
(2) 野尻湖 
 



[問題](1学期中間) 
かつて日本は大陸と陸続きだった。こ

のことは，どんなことからわかるか。「ナ

ウマンゾウ」「オオツノジカ」「野尻湖」

という言葉を用いて説明せよ。 
 
[解答]大陸にすんでいたナウマンゾウや

オオツノジカの化石が野尻湖で見つかっ

たことなどからわかる。 
 



[問題](1学期期末) 
日本列島の旧石器時代の様子としてあ

てはまらないものを，次のア～エから 1
つ選べ。 
ア 人々は，石器を付けたやりなどを使

って狩りをしていた。 
イ マンモスやナウマンゾウやオオツノ

ジカなどの大型の動物が住んでいた。 
ウ 人々は，簡単な小屋や岩陰などに住

み，火を使って暮らしていた。 
エ 人々は，土器を作り，木の実や魚貝

などを採集してくらしていた。 
 
[解答]エ 
[解説] 
エが誤り。土器が作られるようになった

のは新石器時代(日本では縄文時代)から

である。 



[岩宿遺跡] 
[問題](2学期期末) 

1946年，群馬県のある場所

の1 万年以上前の関東ローム

の地層の中から，右の写真の

ような石器が発見され，日本

にも旧石器時代があったこと

が確認された。①ある場所とはどこか。

②また，右の写真は何という石器か。 
 
[解答]① 岩宿 ② 打製石器 
[解説] 
 
 
 
 
 



かつては，日本には旧石器
きゅうせっき

時代
じ だ い

はなかっ

たと考えられていた。しかし，1946年に，

相沢
あいざわ

忠洋
ただひろ

が群馬
ぐ ん ま

県
けん

の岩宿
いわじゅく

遺跡
い せ き

を発見し，

打製
だ せ い

石器
せ っ き

を見つけたことで，日本にも旧

石器時代があったことが明らかになった。 
打製石器が使われていた時代に，すでに，

遠くはなれた地域に住む人々どうしが，

ものを交換し合うしくみもできていた。

これは，打製石器の原料となる黒曜石
こくようせき

の

とれた場所と，これを用いてつくった打

製石器の分布によって明らかになった。 
 
※この単元でよく出題されるのは「岩宿

遺跡」「打製石器」である。「日本にも旧

石器時代があった」「相沢忠洋」もときど

き出題される。 
 



[問題](2学期期末) 
 次の文中の①～③に適語を入れよ。 

1946年，考古学者の相沢忠洋が群馬県

の( ① )で，( ② )石器を発見したこ

とで，日本にも( ③ )時代があったこ

とが明らかになった。 
 
[解答]① 岩宿 ② 打製 ③ 旧石器 
 



[問題](前期中間) 
 次の各問いに答えよ。 
(1) 右の資料は，1946年に

日本で初めて発見され

た，石を打ち割ってつ

くられた石器である。

このような石器を何と

いうか。 
(2) (1)の石器は，1946年にどこで発見さ

れたか，①地図のア～カから選べ。

②また，それは何県にあるか。③こ

の遺跡の名を書け。 
 
 
 
 
 



(3) (1)の石器を発見した人の名前を答え

よ。 
(4) (1)の石器が日本列島で発見されたこ

とにより，歴史上明らかになったこ

とは何か。 
(5) (1)の石器が使われていた時代に，す

でに，遠くはなれた地域に住む人々

どうしが，ものを交換し合うしくみ

もできていた。これは，(1)の石器の

原料となるある種類の石のとれた場

所と，これを用いてつくった(1)の石

器の分布によって明らかになった。

この石を何というか。漢字 3 字で答

えよ。 
 



[解答](1) 打製石器 (2)① イ ② 群馬

県 ③ 岩宿遺跡 (3) 相沢忠洋 
(4) 日本に旧石器時代があったこと。 

(5) 黒曜石 
 



【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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