中学地理前半（２０２１年度第１版）
■□■ 目次 ■□■
各単元内の学習項目は、TLT ソフトの解説もしくは問題データの一部を自動的に抽出したものです。

１．世界の地域構成－地球のすがた

５．日本の地域構成－日本の位置

■六大陸と三大洋

■日本の緯度経度

■六大陸と三大洋

■日本の緯度経度

□世界を分ける６つの州

◇日本と反対側に位置する国◇

◇わたしたちの住む地球◇

◇日本に近い国・日本から遠い国◇

２．世界の地域構成－世界の主な国名

□日本から遠い国

□ヨーロッパ州の主な国名を覚えよう。
□ヨーロッパ州の主な国名を覚えよう。

◆国や地域の比較◇

６．日本の地域構成－時差と標準時

□アフリカ州の主な国名を覚えよう。

□日本の国土は，経度ではおよそ東経 122 度か…

□アジア州の主な国名を覚えよう。

◇時差（じさ）と標準時（ひょうじゅんじ）◇

★アジアの地域区分

□日本は，経度ではおよそ東経 122 度から 15…

□北アメリカ州・南アメリカ州の主な国名を覚え…

□球体の地球では，各地で時間が異なる。地球は…

□オセアニア州の主な国名を覚えよう。

□球体の地球では，各地で時間が異なる。地球は…

３．世界の地域構成－さまざまな国々
■多くの国々（独立国）

□地球は，24 時間で西から東に向かって１回転…

７．日本の地域構成－日本の領域

■多くの国々とその形

□日本は東アジアにある島国（海洋国）で，ユー…

■国旗の特色

□わが国は，⊆ユーラシア大陸⊇の東側に位置す…

□国境の決まり方

□日本は東アジアにある島国で，ユーラシア大陸…

□島国（海洋国）と内陸国

□日本の北には日本海やオホーツク海があり，そ…

◆面積が大きな国と小さな国

□日本の北には日本海やオホーツク海があり，そ…

◆面積が大きな国と小さな国◇

□日本の標準時を決める子午（しご）線は，兵庫…

■人口の多い国と少ない国

□日本の面積は，北方領土をふくめて約 38 万

◇共通することがらのある国や地域◇

□日本の面積は，北方領土をふくめて約 38 万

４．世界の地域構成－地球の位置と地図

□日本の面積は，北方領土をふくめて約 38 万

◇地表の位置を示す緯度・経度◇

□日本の面積は，北方領土をふくめて約 38 万

□緯度経度

□領土問題

□北半球と南半球
□球体の地球の表面のようすについて，距離・方…
□右の地図は，「緯線と経線が直角に交わった地…
□右の地図は，「中心（この場合，東京）からの…
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８．日本の地域構成－区分と都道府県

１１．人々の生活と環境－各地の生活

□日本の地域区分

□暑い地域での暮らし（マレーシア，サモア）

□日本の地域区分

□乾燥した地域での暮らし（アフリカ モンゴル…

□日本の姿－都道府県を覚えよう（北海道・東北…

◇乾燥（かんそう）した地域の人々のくらし◇

□日本の姿－都道府県を覚えよう（中部地方）

□温暖な地域での暮らし（イタリア）

□日本の姿－都道府県を覚えよう（関東地方）

□雪と氷の多い地域での暮らし（カナダ北部）

□日本の姿－都道府県を覚えよう（近畿地方）

◇イヌイットのくらし(寒い土地のくらし)◇

□日本の姿－都道府県を覚えよう（中国・四国地…

□寒暖の差が激しい地域での暮らし（シベリア中…

□日本の姿－都道府県を覚えよう（九州地方）

□標高の高い地域での暮らし（アンデス山脈）①…

□日本の姿－都道府県を覚えよう（総合）

□標高の高い地域での暮らし（アンデス山脈）②…

□日本の姿－都道府県を覚えよう（総合）

◇アンデス地方のくらし(高地のくらし)◇

９．日本の地域構成－県庁所在地

１２．人々の生活と環境－各地の生活★

□日本の姿－県庁所在地を覚えよう（北海道・東…

◇赤道の周辺に広がる熱帯は，年じゅう高温で降…

□日本の姿－県庁所在地を覚えよう（中部地方）…

◇熱帯に住む人々は，各地で伝統的な生活をおく…

□日本の姿－都道府県を覚えよう（関東地方）

◇インドネシアの島々では，ジャワ島などで古く…

□日本の姿－都道府県を覚えよう（近畿地方）

◇寒帯には，年じゅう雪や氷にとざされる北極や…

□日本の姿－県庁所在地を覚えよう（中国・四国…

◇北極海沿岸のツンドラの地域では，少数の人々…

□日本の姿－県庁所在地を覚えよう（九州地方）…

◇北極海に面したカナダ北部に住むイヌイット（…

□日本の姿－県庁所在地を覚えよう（総合）

◇近年，北極海周辺では地下資源などの開発が進…

□日本の姿－県庁所在地を覚えよう（総合）

◇降水量が極端に少ない地域が乾燥（かんそう）…

１０．人々の生活と環境－さまざまな気候

◇乾燥（かんそう）帯は，雨がほとんど降らず，…

□世界の気候（ケッペンの気候区分）

◇乾燥（かんそう）地帯では，さまざまな生活が…

□気候帯は，赤道から極に向かって，熱帯・温帯…

◇ステップなどの草原地帯では，羊，やぎ，らく…

□気候帯は，赤道から極に向かって，熱帯・温帯…

◇アラビア半島で遊牧を行うベドウィンの人々は…

１３．人々の生活と環境－気候・特徴

◇世界の気候帯◇

□ヨーロッパの地中海沿岸は，夏は暑くて乾燥し…
□気候は，同じ緯度のところでも，海からの距離…
◇サウジアラビア◇
◇世界の民族衣装◇
◇世界の食事◇
◇世界の住居◇
◇特色のある国や地域◇
◇おもな作物の原産地◇
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１４．人々の生活と環境－気候・特徴★

１８．アジア州－気候

◇世界の人々は，それぞれの地域の気候や生活に…

◇アジア州－気候（東アジア）

◇乾燥（かんそう）帯など雨の少ない地方では，…

◇アジア州－気候（東アジア）

◇乾燥（かんそう）帯や寒帯には，遊牧や狩り，…

◇アジア州－気候（南・東南アジア）

◇世界の衣服とその変化①

◇アジア州－気候（西アジア）

１９．アジア州－文化

◇世界の衣服とその変化②
◇世界の食文化①

□アジア各国で主に信仰される宗教

◇世界の食文化②

□高温で雨の多い東南アジアでは，古くから稲作…

◇麦（小麦など）を主食としている地方でも，牧…

□高温で雨の多い東南アジアでは，古くから稲作…

◇食事のしかたやそれにともなう作法（マナー）…

□日本や朝鮮半島の国々などは，古くから中国の…

◇世界の人々を，顔だちや皮ふの色など身体上の…

□西アジアの人々の生活◇

１５．人々の生活と環境－宗教

□東南アジアにはさまざまな民族がくらし，また…

２０．アジア州－農業

□世界の宗教には，国や民族をこえて世界に信仰…
◇世界の宗教◇

◇アジア州の農産物

□キリスト教と仏教について

□東南アジアを植民地としたヨーロッパの国々は…

□イスラム教について

□国土の広大な中国では，各地でさまざまな農業…

１６．アジア州－地域①

□東南アジアは熱帯の気候で，一年中気温が高い…

◇アジア州の地域区分

□国土の広大な中国では，各地でさまざまな農業…

◇アジア州－地形の名称（全体）

□ベトナムやタイは，米の生産割合に比べて、輸…

□アジア州－地域の名称（南アジア）

□東南アジアでは，植民地時代のプランテーショ…

□アジア州－地域の名称（東アジア）

□東南アジアには広大な熱帯林（熱帯雨林）が広…

２１．アジア州－工業化

□アジア州－地域の名称（東アジア）
□アジア州－地域の名称（東アジア）

□中国では，外国の進んだ技術や資金を取り入れ…

□アジア州－地域の名称（東アジア）

◇韓国は鉱産資源にめぐまれておらず，そのため…

◇東アジアの国々は，第二次世界大戦後，大きく…

□シンガポールをのぞく東南アジアの国々では，…

１７．アジア州－地域②

□インドネシアは鉱産資源が豊かで，とくに石油…

□東南アジアのおもな国名

□東南アジアのタイやベトナムは，米の輸出国で…

□東南アジアのおもな国の首都

□マレーシアは，かつては，プランテーションで…

□アジア州－地域の名称（東南アジア）

□東南アジアの国々では，工業化の進展とともに…

□アジア州－地域の名称（東南アジア）

□東アジアや東南アジアでは、工業化が進んでい…

◇アジア州－地域の名称（西アジア）

□東南アジアの国々は鉱産資源にめぐまれた国が…
□タイは，かつては米をはじめとする農産物の輸…
□世界の多くの国に中国の製品が輸出されており…
□西アジアの産業
■中央アジアの産業
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２２．ヨーロッパ州－ＥＵ

２６．ヨーロッパ州－ＥＵとその他の国

■ヨーロッパでは，第二次世界大戦後，地位の向…

□ヨーロッパの各国では，河川・運河をはじめ，…

■1992 年，ＥＣ(ヨーロッパ共同体)加盟国…

□ヨーロッパの国々では，一般的に日本とくらべ…

■ヨーロッパでは，第二次世界大戦後，地位の向…

■近年，西ヨーロッパとの⊆経済格差⊇の大きい…

■右の地図はＥＵ加盟国を示している。

□ロシア連邦

■２０２１年現在，ＥＵ２７か国の人口は約４．…

□アルプス山脈中の国スイスは多民族国家で，ド…

２７．アフリカ州－地域・気候

■ＥＵ内では，パスポートなしで加盟国間の移動…

２３．ヨーロッパ州の自然・民族

□アフリカ州の主な国名を覚えよう。

□ヨーロッパの地域区分

□アフリカの地域区分

□ヨーロッパは，ユーラシア大陸の西側

□アフリカ州の地形

□ヨーロッパには，多くの半島や島があ

□アフリカ州の地形

□ヨーロッパの西の大西洋上には，アイ

地図を見て，問いに答えよ。地図はアフリカの一…

□ヨーロッパは日本より高緯度に位置し，

□アフリカの地形◇

２８．アフリカ州－文化

□ヨーロッパは日本より高緯度に位置し，北部の…
□ヨーロッパには，南部を中心にラテン

□サハラ砂漠より南の中・南アフリカには黒人が…

□ヨーロッパには，南部にはラテン系民族が，中…

□アフリカ州－国境，公用語，宗教

□ゲルマン系民族は，ドイツ語，英語，

□南アフリカ共和国は，１７世紀にオランダ人，…

２４．ヨーロッパ州－農業

□アフリカの社会◇

□西ヨーロッパの農業を特色づ

２００２年にＥＵをモデルに地域統合を目標とし…

２９．アフリカ州－産業

□ヨーロッパの南部の地中海沿岸は，
□西ヨーロッパでは，北部で混合農業や

□サハラ砂漠の南側にある砂漠化のはげしい地域…

□オランダ・デンマーク・フランス西部・

□サハラ砂漠の南側にある砂漠化のはげしい地域…

□フランスは，国土の 50％以上が耕地や放牧地…

□南アフリカ共和国は，１７世紀にオランダ人，…

２５．ヨーロッパ州－工業の変化

□アフリカの産業◇

□15 世紀終わりごろから，ヨーロッパ諸国は海…

□アフリカ州－アフリカ国別の輸出品

□1960 年代に，エネルギーの主役が，それま…

□アフリカ州－アフリカ国別の輸出品

□ドイツのルール地方は，ルール炭田と国際河川…

□アフリカ州－カカオ豆の生産国

□19 世紀に世界の工業の中心となったヨーロッ…

□ギニア湾諸国◇

□ドイツは，第二次世界大戦によって，工場の生…

□南アフリカ共和国◇

□ＥＵなど先進工業国では，1980 年代になっ…

□アフリカ州－人口増加とスラム

■持続可能な社会を目指して

★アフリカの諸問題◇
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３０．北アメリカ州－地域・自然

３３．北アメリカ州－生活・文化

□アメリカ合衆国は，東は大西洋，西は太平洋

□アメリカ大陸は，コロンブスによって発見され…

□アメリカ合衆国は，東に

□北アメリカ州－植民地の歴史

□北アメリカ州－面積と人口

★アメリカ合衆国の歴史◇

□アメリカ合衆国の気候は，熱帯から寒帯までさ…

★アメリカ合衆国の社会◇

□アメリカ合衆国の気候は，熱帯から寒帯までさ…

□世界中に支店や工場をもち，現地で原材料を調…

□アメリカ合衆国のあゆみと自然◇

□大都市が帯状(おびじょう)に連(つら)なり…

３１．北アメリカ州－農業

□アメリカ合衆国－貿易

□アメリカ合衆国では，気候や風土に合わせ，そ…

□北アメリカ州－経済・文化

□西部のグレートプレーンズなどでは放牧地帯で…

□アメリカ合衆国の自然◇

□アメリカ合衆国では，気候や風土に合わせ下の…

□アメリカ合衆国のまとめ 特色ある地域・都…

□アメリカ合衆国の農業の特色◇

３４．南アメリカ州－地域・生活

□アメリカ合衆国の農業の特色◇

□南アメリカ州－主な国名を覚えよう。

□アメリカ合衆国の農業区分◇

★アングロアメリカとラテンアメリカによる区分…

□アメリカ合衆国では，農業がさかんに行われて…

□南アメリカ州－地形

□アメリカ合衆国の農作物は，大型機械によって…

□南アメリカ州…あゆみと文化

□アメリカ合衆国の農産物

□南アメリカ州

３２．北アメリカ州－工業

３５．南アメリカ州－産業

□アメリカ最大の工業地帯は，五大湖周辺の地域…

□南アメリカ…鉱産資源

□アメリカの工業は，石炭・鉄鉱石・石油などの…

□南アメリカは，もとは先住民「インディオ」の…

□第二次世界大戦後にメキシコ湾岸の石油を背景…

□南アメリカ州－各国の主な輸出品

□アメリカ合衆国の工業都市

□南アメリカ州－各国の主な輸出品

★鉄鉱石…メサビ鉄山などスペリオル湖岸に集中…

□南アメリカ州－ブラジルの輸出品の変化

□第二次世界大戦後にメキシコ湾岸の石油を背景…

■南アメリカ州－ブラジルの特徴 工業化

□アメリカは世界最大の工業国。とくに航空機・…

■南アメリカ州－ブラジルの特徴 持続可能な開…

□アメリカ合衆国の工業◇

■南アメリカ州－アルゼンチンの特徴

３６．オセアニア州－地域・生活

□アメリカ合衆国の工業都市◇
□現在，天然ガスの一種である「シェールガス」…

□オセアニア州の主な国名を覚えよう。
□オセアニアは，オーストラリア，ニュージーラ…
□オセアニア州－自然
□オセアニア州－オーストラリアの地形を覚えよ…
□オセアニア州－オーストラリアのあゆみと文化…
□オセアニア州－白豪主義と多文化社会
□オセアニア州－ニュージーランド
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３７．オセアニア州－産業
□オセアニア州－オーストラリアの農業
□オセアニア州－鉱産資源
□オセアニア州－オーストラリアの日本への輸出…
□オセアニア州－オーストラリアの日本への輸出…
地図を見て，次の各問いに答えよ。
① ａ～ｄの名称を答えよ。
□オセアニア州
□オセアニア州－オーストラリアの貿易相手国の…
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