
1 稲作がさかんな石狩平野は、他の土地から土を
もってきて入れ換える耕地改良をした。これを
何というか。

2 大消費地のそばで、野菜や草花を生産する農業
は何というか。漢字で答えよ。

3 落ち葉を腐らせたたい肥を使ったり、農薬をあ
まり使わなかったりして作る農法を何という
か。

4 日本の食料自給率の総合（カロリーベース）は
約何％か答えよ。 約　　　　　％

5 明治時代に士族の失業対策として開拓され、現
在は日本有数の茶の産地になっている台地が
（①）である。ここの東側を流れるのが（②）
川である。

① ②

6 日本一長い（①）川の流れる（②）平野では稲
作がさかんである。

① ②

7 問６の平野は暗きょ排水や分水路により、自由
に排水できるようになった。このような水田を
何というか。

8 稲作の作業を順番に並びかえ、記号で答えよ。
ア、代かき　イ、稲刈り　ウ、中干し　エ、育苗　
オ、田植え　カ、脱穀

 　➡ 　➡ 　➡ 　➡ 　➡　

9 魚を卵からふ化させて稚魚を放流し、大きくな
ったところをとらえる漁業を何というか。漢字
で答えよ。

10 駿河湾の西岸に位置し、最も水あげ量の多い漁
港で、かつお・まぐろ漁の基地になる港はどこ
か答えよ。

11 釧路港が基地となり オホーツク海などの北洋で
よくとれる魚は何か。かまぼこやちくわの原料
になる。

12 もっとも漁獲量の多い漁船漁業は（①）漁業で
あるが、1990年代から減少傾向である。また昔
は多かったが、1970年代から激減した漁船漁礁
は（②）漁業である。

① ②

氏名 得点 各10点 
 300点

小６ ♦日本の産業♦
小６上巻６回



13 次の魚と漁法の組み合わせで誤っているものを
答えよ。　　　　　　　　　　　　　　　　
ア、あじ＝はえなわ　イ、かつお＝一本づり　
ウ、さんま＝棒受け網　エ、いわし＝巻き網

14 1973年の（①）が原因で漁船の燃料が値上がり
した。1977年から各国が200カイリを（②）と
定めたため漁場がせばめられた。

① ②

15 次の魚介類が養殖されている地域を選んで、記号
で答えよ。①のり（２）②かき（２）　　　
ア、淡路島　イ、仙台湾　ウ、有明海　　　　
エ、広島湾

① ②

16 次の魚介類が養殖されている地域を選んで、記号
で答えよ。①ほたて貝（２）②真珠（３）　
ア、サロマ湖　イ、大村湾　ウ、陸奥湾　　　
エ、宇和海　オ、志摩半島

① ②

17 1960年代に石炭から石油に動力の中心が変わっ
たことを何というか。

18 鉄鋼をつくるのに必要な資源は、鉄鉱石と、
（①）を蒸したコークスと、日本で100％自給
できる資源の（②）である。

① ②

19 石炭や石油より二酸化炭素の排出が少なく、ク
リーンなエネルギーと言われ、カタールやマレ
ーシアなどから輸入している資源は何か。

20 神戸市や呉市、坂出市や長崎市でさかんな工業
は何か。

21 富士市や苫小牧市でさかんな工業は何か。

22 四日市や倉敷市、周南市でさかんな工業は何
か。

23 秩父市や八戸市、宇部市、山陽小野田市でさか
んな工業は何か。

24 室蘭市や君津市、和歌山市や福山市や北九州市
でさかんな工業は何か。

25 広島市や横須賀市、太田市、豊田市でさかんな
工業は何か。



26 戦後、軍用地や塩田の跡地に作られ、石油化
学、鉄鋼、造船などがさかんな工業地域を答え
よ。

27 東京湾に面した埋め立て地に大工場が建てら
れ、特に化学工業の割合が40％以上あり、さか
んな工業地域を答えよ。

28 1999年から生産額は第１位。機械工業の割合が
65％以上あり、特に自動車工業がさかんな工業
地帯を答えよ。

29 ひとつの県の沿岸部に広がる工業地域で、製紙
パルプの他、楽器やオートバイがさかんな工業
地域を答えよ。

30 戦前は生産額は第１位だったが、今は２位。金
属工業の割合が約20％と比較的多い。中小工場
の多さでも知られる工業地帯を答えよ。



1 稲作がさかんな石狩平野は、他の土地から土を
もってきて入れ換える耕地改良をした。これを
何というか。

客土

2 大消費地のそばで、野菜や草花を生産する農業
は何というか。漢字で答えよ。 近郊農業

3 落ち葉を腐らせたたい肥を使ったり、農薬をあ
まり使わなかったりして作る農法を何という
か。

有機農法

4 日本の食料自給率の総合（カロリーベース）は
約何％か答えよ。 約40％

5 明治時代に士族の失業対策として開拓され、現
在は日本有数の茶の産地になっている台地が
（①）である。ここの東側を流れるのが（②）
川である。

①牧ノ原 ②大井

6 日本一長い（①）川の流れる（②）平野では稲
作がさかんである。 ①信濃 ②越後

7 問６の平野は暗きょ排水や分水路により、自由
に排水できるようになった。このような水田を
何というか。 乾田

かんでん

8 稲作の作業を順番に並びかえ、記号で答えよ。
ア、代かき　イ、稲刈り　ウ、中干し　エ、育苗　
オ、田植え　カ、脱穀

エ➡ア➡オ➡ウ➡イ➡カ

9 魚を卵からふ化させて稚魚を放流し、大きくな
ったところをとらえる漁業を何というか。漢字
で答えよ。

栽培漁業

10 駿河湾の西岸に位置し、最も水あげ量の多い漁
港で、かつお・まぐろ漁の基地になる港はどこ
か答えよ。 焼津港

やいづこう

11 釧路港が基地となり オホーツク海などの北洋で
よくとれる魚は何か。かまぼこやちくわの原料
になる。

すけとうだら

12 もっとも漁獲量の多い漁船漁業は（①）漁業で
あるが、1990年代から減少傾向である。また昔
は多かったが、1970年代から激減した漁船漁礁
は（②）漁業である。

①沖合 ②遠洋

氏名 満点　とれ太 得点 各10点 
 300点

小６ ♦日本の産業♦
小６上巻６回



13 次の魚と漁法の組み合わせで誤っているものを
答えよ。　　　　　　　　　　　　　　　　
ア、あじ＝はえなわ　イ、かつお＝一本づり　
ウ、さんま＝棒受け網　エ、いわし＝巻き網

ア

14 1973年の（①）が原因で漁船の燃料が値上がり
した。1977年から各国が200カイリを（②）と
定めたため漁場がせばめられた。

①石油危機 ②排他的経済水域

15 次の魚介類が養殖されている地域を選んで、記号
で答えよ。①のり（２）②かき（２）　　　
ア、淡路島　イ、仙台湾　ウ、有明海　　　　
エ、広島湾

①ア、ウ ②イ、エ

16 次の魚介類が養殖されている地域を選んで、記号
で答えよ。①ほたて貝（２）②真珠（３）　
ア、サロマ湖　イ、大村湾　ウ、陸奥湾　　　
エ、宇和海　オ、志摩半島

①ア、ウ ②イ、エ、オ

17 1960年代に石炭から石油に動力の中心が変わっ
たことを何というか。 エネルギー革命

18 鉄鋼をつくるのに必要な資源は、鉄鉱石と、
（①）を蒸したコークスと、日本で100％自給
できる資源の（②）である。

①石炭 ②石灰石

19 石炭や石油より二酸化炭素の排出が少なく、ク
リーンなエネルギーと言われ、カタールやマレ
ーシアなどから輸入している資源は何か。

（液化）天然ガス

20 神戸市や呉市、坂出市や長崎市でさかんな工業
は何か。 造船業

21 富士市や苫小牧市でさかんな工業は何か。

製紙・パルプ工業

22 四日市や倉敷市、周南市でさかんな工業は何
か。 石油化学工業

23 秩父市や八戸市、宇部市、山陽小野田市でさか
んな工業は何か。 セメント工業

24 室蘭市や君津市、和歌山市や福山市や北九州市
でさかんな工業は何か。 鉄鋼（製鉄）業

25 広島市や横須賀市、太田市、豊田市でさかんな
工業は何か。 自動車工業



26 戦後、軍用地や塩田の跡地に作られ、石油化
学、鉄鋼、造船などがさかんな工業地域を答え
よ。

瀬戸内工業地域

27 東京湾に面した埋め立て地に大工場が建てら
れ、特に化学工業の割合が40％以上あり、さか
んな工業地域を答えよ。

京葉工業地域

28 1999年から生産額は第１位。機械工業の割合が
65％以上あり、特に自動車工業がさかんな工業
地帯を答えよ。

中京工業地帯

29 ひとつの県の沿岸部に広がる工業地域で、製紙
パルプの他、楽器やオートバイがさかんな工業
地域を答えよ。

東海工業地域

30 戦前は生産額は第１位だったが、今は２位。金
属工業の割合が約20％と比較的多い。中小工場
の多さでも知られる工業地帯を答えよ。

阪神工業地帯


