
Ⅲ・２・７ ヨーロッパ･･（教）pp.277-

ａ 概観

地形
ピレネー・アルプス・アペニン・ディナルアルプス・カルパティア・トランシルヴァニ
ア山脈は（新期・古期）造山帯（北アフリカのアトラス山脈、トルコも）

気候
スカンディナヴィア半島にＤｆ と一部ＥＴ

西はＣｆａ 東はＤｆａ 境界がポーランド 中央部で冬－３℃

↓ チェコとの国境付近で西へ突出するのは ズデーティー のため
ロンドン（英）・パリ（仏）・ベルリン（独）などの首都 スデーテンなどとも
･･高緯度でも温暖なのは･･

南はＣｓ アイスランドは北ＥＴ 、南Ｃｆｃ 南は北大西洋海流の影響で温暖

農業
Ｃｆｂでは混合 農業、地中海沿岸では地中海式農業、酪農と園芸も盛ん

林業

森林率が高いのが、スウェーデン ・フィンランド

水産業
アイスランド付近から北海・ビスケー湾･･潮目とバンク

ノルウェー ・フィンランド ･･ＥＵ未加盟

鉱業･･（デ）pp.117

石炭①ポーランド ②イギリス ③ドイツ ④チェコ

原油①イギリス ②デンマーク （ＥＦＴＡではノルウェー ）

追加 データブックpp.72-73

小麦①フランス ②ドイツ ③イギリス

馬鈴薯①ドイツ 甜菜①フランス

ぶどう①イタリア ②フランス ③スペイン

牛①フランス ②ドイツ ③イギリス

豚①ドイツ ②スペイン チーズ④オランダ

原木①スウェーデン ②フィンランド

文化（言語・宗教）･･（地）p.40

・北欧（デ・ノ・ス・ア）・＿＿＿ ・＿＿＿＿ ・オーストリア

＿＿＿＿ 語派、宗教はキリスト教＿＿＿＿＿＿＿

ただし、＿＿＿＿＿＿ はアジア系ウラル語族＿＿＿ 人、

北部からスウェーデン北東部は＿＿＿ （ラップ）＝ウラル語族

・南欧（＿＿＿＿ ・＿＿＿＿ ・＿＿＿＿ ・ポルトガル）

と東欧の＿＿＿＿＿ （東欧のここは正教）

＿＿＿ 語派、宗教はキリスト教＿＿＿＿＿

・東欧（ロ＿＿ ・ ウ＿＿＿＿・ポ＿＿＿＿ ・チ＿＿ ・ス＿＿＿＿ ・

ス＿＿＿＿ ・ク＿＿＿＿ ・セ＿＿＿ ・ブ＿＿＿＿ ）

＿＿＿ 語派、宗教はキリスト教＿＿

＿＿＿＿＿ はラテン語派で正教、＿＿＿＿＿ はウラル語族でカトリック

東欧西部のポ・チ・ス・ハ・ス・クはカトリック多

・バルト三国
エストニア（フィン語・プロテスタント） ラトビア（バルト諸語・プロテスタント）
リトアニア（バルト諸語・カトリック）

・＿＿＿ 人･･先住民族でフランスブルターニュ半島やウェールズ・スコットランド
・アイルランドに住む

・ギリシア・アルバニアは別語派



ｂ ヨーロッパ各国

西ヨーロッパ・北ヨーロッパ･･印欧語族（ ）語派、宗教は（ ）
ただし、ドイツ南部などはカトリック

イギリス（正式には 及び 連合王国）
イングランド・（ ）（ ）・北アイルランド
イギリス海峡に北緯（ ）度の緯線 ･･（地）p.50

農業 牧草地率約（ ）％ で、アイルランドとともに牧草地率高い
農業従事者１人あたりの耕地面積35ha
穀物自給率も100％近い
ペニン山脈西に（牛・羊）、東に（牛・羊）の放牧

鉱業 古期造山帯で（ ）がとれたが老朽化
→工業地帯が海岸部へ
1970年代（ ）油田の開発･･ブレント・フォーティーズ

工業 （ ）･･ペニン山脈西 綿工業、産業革命発祥の地
中心都市（ ）
貿易港（ ）

（ ）･･羊毛工業、ペニン山脈東
中心都市（ ）
シェフィールドは鉄鋼機械

（ ）･･ブラックカントリーと呼ばれた 製鉄業など
中心都市（ ）
コベントリーは自動車航空機

北東イングランド ･･ミドルズブラは石油化学
ニューカッスルは造船

＿＿＿＿ 総合工業
南ウェールズ ･･鉄鋼の町（ ）など
スコットランド ･･中心都市（ ）、鉄鋼・造船

ＩＣ･･シリコン（ ）
glen(谷）

貿易 ＥＵ以外に旧植民地との関係大（2019/3 BREXITの交渉期限）
中国・アメリカも

社会 ドイツから移住した（ ）民族･･印欧語族ゲルマン語派
宗教はプロテスタント系の（ ）

北アイルランドでは
（ ）（スコットランド系）と
（ ）（アイルランド系）の宗教対立と和平

開発 大ロンドン計画で都市化防止の（ ）と
職住兼備の（ ）を建設
テムズ川沿いの（ ）でウォーターフロントの開発（再開発）

アイルランド
社会 （ ）民族で、アイルランド語（ゲール語系･･アイルランド・スコット

ランド・マン語等）が第１公用語、（ ）語が第２公用語
しかし、（ ）語の使用が多い
宗教は（ ）

12Ｃ イングランドの植民地化 19Ｃ初め併合
1840年代 じゃがいも飢饉→100万人死亡 60万人移住
1922北東部を除き自治領 1937独立 1949英連邦から脱退

工業 近年、外国資本により工業化やサービス業

ドイツ連邦共和国
社会 宗教 北部では（ ）、南部は（ ）

32.7％ 31.4％

大戦後、ドイツ連邦共和国（西）とドイツ民主共和国（東）
西ベルリンは社会主義に浮かぶ資本主義の島だった
1989 （ ）崩壊←東ドイツ旅行自由化
1990 ドイツ統一（西ドイツが東を吸収）

（ ）･･1950年代～の高度成長期に
（ ）・旧ユーゴ・イタリア・ギリシア・スペインから受け入れた
労働者

農業 北海沿岸は（ ）･･冷涼で氷堆石の荒れ地（ハイデ）
北ドイツ平原･･（ ）麦・（ ）・（ ）と牛豚
中南部･･肥沃なレスで、ライ麦②・テンサイ⑤・小麦⑦ と牛豚
南部･･大麦②とホップ
山麓 酪農
ライン地溝帯とモーゼル･･（ ）と園芸

林業 もみ・とうひの人工林･･（ ）バルトなど
ただし（ ）で被害

鉱業 炭田･･（ ）が最大、南西部仏国境に（ ）、
東部チェコ国境に（ ）

工業 ルール･･西から（ ）（ ）（ ）
重化学工業

ザール･･ザールブリュッケン（製鉄）
ザクセン･･ドレスデン・イエナ・ハレ・ライプツィヒ

自動車はヴォルフスブルク・シュツットガルト・ミュンヘンなど

その他
（ ）･･エルベ川河口、造船化学等
（ ）･･ライン沿い、化学。日本の商社多い
（ ）･･化学 （ ）･･刃物
（ ）･･ﾗｲﾝの支流マイン川沿い化学。ECBなど金融の中心
（ ）･･バイエルン州 自動車・機械・ＩＣ、ビール

運河 ミッテルラント運河 マインドナウ運河など
オランダ（ ）
国土の１／４は海面下･･（ ）防止のため炭素税の導入

農業 （ ）で酪農、砂丘で（ ）農業
デルタ計画･･ワール川（ライン川）河口の干拓＝酪農



鉱工業･･アムステルダム・ロッテルダム（西方に貿易港 ）
フローニンゲンに（ ）

ベルギー
北西部に（ ）系（ ）人
南東部に（ ）系（ ）人
首都（ ）は２言語地域

宗教は（ ）が多い

（ ）地方（ベルギーフランス）は羊毛・毛織物
輸出品目第３位・輸入品目第５位に（ ）

ルクセンブルク
ドイツ系ルクセンブルク語・フランス語・ドイツ語が公用語でカトリック

スイス（首都は ）
（ ）による酪農
バーゼルは河港で化学、ヌーシャテル・ジュネーブ（ILO・GATT）は時計など
チューリヒは金融ほか

南部に（ ）語、西部に（ ）語、東部に（ ）語
３分の２は（ ）語

オーストリア
首都（ ）は観光と芸術、西部の（ ）地方は観光
（ ）語 ハ 、モ 、ベ 、シュ

デンマーク
（ ）･･農業協同組合による
首都は（ ）島にある

スウェーデン 首都（ ）
バルト（ ）で、鉄･･（ ）・（ ）、南部のダンネモラ

夏（ ）湾のルレオ、冬ナルビク（通年か）
森林率（ ）％で林業が盛ん、川狩りを行う
ノルウェー国境は（ ）山脈

鉄鋼・自動車・機械・紙パルプ
発電は（ ）と（ ）

ノルウェー 首都（ ）

漁業がさかん （ ）は最大の漁港
（ ）油田は、イギリスへ送油
（ ）発電利用しアルミ工業など

フィンランド（スオミ） 首都（ ）、（ ）人はアジア系
森と湖の国、林業・パルプ・紙・携帯電話

北部に（ ）（ラップ）人

アイスランド
火山と氷河、漁業

南ヨーロッパ･･印欧語族（ ）語派、宗教は（ ）

フランス 首都（ ）
社会 フランス語カトリックだが、

（ ）人･･ブルターニュ半島にケルト系
（ ）人･･スペイン国境ピレネー山脈
東南アジア・北アフリカ・西アフリカなどの旧植民地から移民
事実婚が多く合計特殊出生率が回復(1.87(2003）独1.35 伊1.3 ｽｳｪｰﾃﾞﾝ1.76）

農業･･西ヨーロッパ最大の農業大国（農業従事者１人あたりの耕地面積41.9ha）
北部･･酪農 北フランス平原Cfb･･（ ）農業で小麦（生産⑤輸出②）・家畜
南部Csは（ ）農業で果実等
パリ東部の（ ）では、ケスタの緩斜面を利用したぶどう⑤や
ワイン①

工業 北フランス炭田や（ ）鉄山･･メス・ナンシーは製鉄→老朽化
（ ）（ ）は輸入原料による製鉄
パリは自動車・ＩＣ・機械など総合工業
セーヌ川河口の（ ）は化学
ローヌ川中流の（ ）は絹・ＩＣなど
南西部（ ）は航空機

交通 多くの運河（ミディ運河など）、フランス高速鉄道（ ）

イタリア 首都（ ）

自然 アペニン山脈は新期造山帯で、
ナポリ近くのヴェスヴィオ山（ヨーロッパ大陸唯一の火山）は、紀元79年噴火し

（ ）の街を埋没させた。他にストロンボリ・エトナ 北部に地熱発電所
（ ）･･石灰岩が風化した赤土

農業 南部は（ ）式農業、小麦（不足分は輸入）・果実・野菜
大土地所有制（ラティフンディア）が残存し、貧富の差

北部は（ ）川流域の（ ）平野で輪作（ も）
（ロンバルディア平原）

社会 国内に南北問題が存在→バノーニ計画 高速道路（ ）
メッシナに石油化学、（ ）に製鉄

工業 国営会社が多い
（ ）は繊維・化学・ＩＣ （ ）は自動車
（ ）は造船と貿易港 「工業の三角地帯」

都市 ローマ ナポリ ヴェネツィア フィレンツェ ピサ
島 シチリア島 サルデーニャ島



スペイン 首都（ ）

自然 北部にピレネー山脈 南部にシエラネバダ山脈
高原（メセタ（台地）・イベリア高原）
気候は大部分（ ）、北部に（ ）、内陸部にＢＳ
北西部ガリシア地方に（ ）・バハス海岸 南西部アンダルシア平原

社会 （ ）人･･ピレネー山脈北西部を中心に、独立運動
ビルバオ・パンプローナ・ゲルニカ

南部は（ ）教の影響→（ ）宮殿
（ （ロマ・ジタン））の影響→舞踊（ ）

バルセロナを中心とする（ ）地方は独立を要求
ジブラルタルとセウタ

農業 （ ）① オレンジ④ ぶどう③
南部と北部
季節によって家畜を移動させる（ ）（毛用羊 はスペイン原産）

鉱工業 （ ）･･鉄鉱石（老朽化）と製鉄
（ ）･･カタルーニャ地方 機械・自動車

ポルトガル 首都（ ）公用語はポルトガル語で旧植民地（ ）など

Ｃｓと地中海式農業 オポルトは（ ）、沖合を（ ）海流

その他

ギリシア 首都（ ）、ギリシア語は印欧語だが系統不明
リアス式海岸の多島海 海運国 地中海性気候と山羊・羊の移牧
観光 宗教は（ ）

ミニステート

（ ）･･ローマ市内 0.44平方km 人口1000人程度

マルタ モナコ サンマリノ
アンドラ（スペイン・フランスの 国から独立）


