
●学習日 月 日

●得点 ／100点

●　右の地図に示したボリビア
　とパラグアイは内陸国である。
　内陸国とはどのような国か，
　簡潔に書きなさい。

〔4点〕
　　　　　　　　

イタリアの首都ローマ市内に
ある国

⑻　右の写真は，世
　界最小の国を上空
　から写したもので
　ある。この国を何
　といいますか。

　　　　　　　　　　　　　

⑴　ユーラシア大陸，アフリカ大陸，北アメリカ大陸，
　南アメリカ大陸に囲まれた海洋を何といいますか。

⑵　右の資料は，地球を縮
　めて表した模型で，面積
　や距離，方位など，地球
　のすがたをほぼ正確に表
　している。この模型を何
　といいますか。

⑶　資料のＸは，同じ緯度の
　地点を結んだ線で，緯度０度の赤道と平行に引かれて
　いる。この線を何といいますか。

⑷　資料の赤道より南側の地球を何半球といいますか。

⑸　現在，世界にある国の数として，最も近い数字を，
　次から一つ選びなさい。
　〔 140　　190　　240 〕

⑹　ユーラシア大陸の西側を中心とし，イギリスやイタ
　リアなどが属している州を何といいますか。

⑺　アジア州をさらに細かく区分したとき，タイやフィ
　リピンなどがふくまれる
　地域を何といいますか。

⑼　右の地図のＸの国境線は直線となっ
　ている。この国境線は何を基準に引か
　れていますか。

⑽　日本やフィリピン，ニュージーランドは，いずれも
　まわりを海に囲まれた国である。このような国を何と
　いいますか。

❶

●世界最大の大陸

❺

●オーストラリアと太平洋の島々からなる州

❸

●０度の緯線

❹

●０度の経線

❷

●世界最大の海洋

⑴　地図のＡの大陸を何といいますか。

⑵　地図のＢの海洋を何といいますか。

⑶　地図のＸは赤道である。赤道の緯度は何度ですか。

⑷　地図のＹの本初子午線が通る，イギリスの首都を何
　といいますか。
⑸　「北緯60度，西経120度」の地点を，地図のア～エか
　ら一つ選び，その記号を書きなさい。

⑵　左下の地図において，ニューヨークから真西に向か
　って航空機で直進し，地球を１周してニューヨークに
　もどってくるとき，次の問いに答えなさい。
　①　六大陸のうち，航空機が最後に上空を通過する大
　　陸名を書きなさい。
　②　三大洋のうち，航空機が最初に上空を通過する海
　　洋名を書きなさい。
⑶　　　　　左下の地図では，ニューヨークと各都市を
　結ぶ最短ルートはどのような線で表されるか，簡潔に
　書きなさい。

⑴　地図のＭの国が属する州を何といいますか。

⑵　地図のＡは世界最大の国で，Ｂは国名がインダス川
　に由来する国である。それぞれの国名を書きなさい。

北アメリカ州　　ユーラシア大陸　　南極大陸　　太平洋　　インド洋　　アフリカ州

オセアニア州　　本初子午線　　北回帰線　　赤道

　　　　　　　　　　　しゅう　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　なんきょく

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ほん しょ　し　ご　せん　　　　　　きた かい　き　せん　　　　　せき どう

同じ経度を結んだ線は

経線。緯度の場合は…。

　　　　 けい　ど

三大洋のうち，２番目に

面積が大きい海洋。

　　　

ユーラシア大陸の東

側はアジア州だよ。

　　　　　　

〔4点×5〕地球のすがた
　　　次の地図は，30度ごとに緯線と経線が引かれてい
る。これを見て，あとの各問いに答えなさい。

〔4点×6〕世界地図
　　　右の地図は，中心のニューヨークからの距離と方
位を正しく表した地図である。これを見て，次の各問い
に答えなさい。
⑴　地図に示した
　都市のうち，次
　の①～③にあて
　はまる都市名を
　それぞれ書きな
　さい。
　①　ニューヨー
　　クから最も遠
　　い都市。

　②　ニューヨークのほぼ南東に位置し，10000km以上
　　はなれている都市。
　③　ニューヨークのほぼ北西に位置する都市。

〔4点×3〕世界の国々と地域区分
　　　次の地図を見て，あとの各問いに答えなさい。
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★わからないときは，下の
　　　 　から選んで書こう！

〔2点×5〕

次の❶～❺にあてはまる語句を書きなさい。

〔3点×10〕

次の各問いに答えなさい。

記述

2 冬トレ 社会1年 3冬トレ 社会1年

世界のすがた世界のすがた1

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 かこ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ちぢ

　　　　　　　　　　　　　　　 も　けい

　　　　　きょ　り　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　い　 ど

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　もっと

　　　　　　　　　　　　　　　ぞく

　　　 ち　いき

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　こっきょうせん

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　き じゅん

　　　　　　　　　　　　　　　　　　せき どう　　　　　　　　　　　　　　　　　　い　 ど

　　　　　　　　　　　　　　　　　　ほん しょ　し　 ご　せん　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　しゅ　と

　　　　　　　ほく　い　　　　　　　　　せい けい

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 い　せん　　　けい　せん 　　　　　　　　こう くう　き

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　つう　か

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ぞく

　　　　　　ゆ　らい

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 きょ　り

　　　　　

　　　　　　　　　　　　　もっと
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