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酪農(根釧台地) リンゴ１位，岩木山 三陸海岸(ﾘｱｽ式海岸) 八郎潟(北緯40度) 北上川，七夕祭 おうとう・西洋なし１位 もも２位、米４位日本県別

畑作(十勝平野)､アイヌ やませ→冷害 津波，やませ 米３位 IC工場 米５位・ｻｻﾆｼｷ ぶどう３位 まゆ２位

てんさい、小麦、ｶﾎﾞﾁｬ 青函トンネル 面積最大の県 銅１位 あきたこまち 牡鹿半島 多賀城 米６位 猪苗代湖，会津盆地キーワード

大豆，ｼﾞｬｶﾞｲﾓ，牛乳， 津軽半島・下北半島 ワカメ１位 白神山地・スギ 笹かまぼこ 庄内平野・最上川 いわき(面積最大の市)

ﾀﾞｲｺﾝ,ﾆﾝｼﾞﾝ，ﾀﾏﾈｷﾞ，牛 八戸漁港 木材２位、リンゴ３位 なまはげ，かまくら 杜の都・地方中枢都市 天童の将棋駒 会津若松の漆

氏名（ ） 木材…１位 濃霧 屯田兵 六ケ所村 津軽塗 平泉・中尊寺 雄物川・米代川 政令指定都市 酒田 阿武隈高地

釧路,北洋漁業,北方領土 ねぶた 白神山地 南部鉄器 松川地熱発電 能代平野 田沢湖 伊達正宗 花笠祭 白河の関

2003/4年度版 米２位:石狩平野･ ･ ヒバ 三内丸山遺跡 小岩井バター 竿灯 きりたんぽ 伊豆沼の白鳥 米沢絹織物泥炭地 客土

鹿島臨海工業地域 足尾銅山 まゆ１位､小麦３位 京葉工業地域 ｷｭｳﾘ、ほうれんそう、 京浜工業地帯(機械･印刷 京浜工業地帯(機械) 米１位，ｺｼﾋｶﾘ

つくば研究学園都市 日光 富岡製糸場 成田空港(貿易額１位港) ねぎ２位 出版・印刷 工業出荷額２位 信濃川，越後平野

日立の電気機械 いちご１位，大麦１位 草津温泉 房総半島、近郊農業 ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ１位 世界３大都市 輸出額日本一の港 石油，天然ガス

霞ヶ浦，水郷 乳牛２位 こんにゃく･ｷｭｳﾘ１位 ﾗｯｶｾｲ･ｻﾄｲﾓ･ｶﾌﾞ･ﾈｷﾞ・ﾎｳ 関東ローム層 小笠原諸島 箱根の山 上越新幹線

ごぼう･くり･ﾚﾝｺﾝ､ﾊｸｻｲ 鹿沼土 ｷｬﾍﾞﾂ２位 ﾚﾝｿｳ１位、ﾄﾏﾄ､ﾀﾞｲｺﾝ、 市の数１位(41) 浅草のり，つくだ煮 鎌倉，江ノ島 十日町の絹

１位､ｻﾂﾏｲﾓ､ﾚﾀｽ２位 足利の絹 からっ風 乳牛､ｽｲｶ、ﾆﾝｼﾞﾝ２位 川口の鋳物 人口１位 三浦半島，ペリー 三条の金属器

東海村原子力研究所 北部の那須火山帯 高崎の電気，桐生の絹 君津・製鉄，市原・化学 秩父セメント 過密・ドーナツ化現象 人口２位 佐渡島

米７位、鶏卵２位 米８位 太田の自動車 銚子港(水揚１位) 秩父事件1884年

レタス，ｾﾛﾘ、ﾜｻﾋﾞ1位、 ぶどう，もも１位 茶１位，牧の原 工業出荷額１位 陶磁器２位 米騒動 1918年 能登半島 若狭湾，ﾘｱｽ式海岸

ﾊｸｻｲ､ぶどう､りんご２位 甲府盆地・扇状地 温室ﾒﾛﾝ１位 キャベツ，菊、ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ 繊維工業３位 ｲﾀｲｲﾀｲ病(神通川) 加賀百万石 越前海岸・東尋坊

もも３位 武田信玄 みかん３位 うなぎ１位、鶏卵３位 飛騨，美濃 米の単作地帯 兼六園 原子力発電所

IC･精密機械・諏訪･岡谷 中央自動車道 石垣ｲﾁｺﾞ 自動車工業 柿４位 ﾁｭｰﾘｯﾌﾟ 両白山地 ﾗｯｷｮｳ，ｽｲｾﾝ

内陸性気候 ﾘﾆｱﾓｰﾀｰｶｰ 東海工業地域(機械･製紙 陶磁器，繊維工業１位 アユ、ｶﾐｵｶﾝﾃﾞ 薬売り 九谷焼･輪島塗･加賀友禅 越前ガニ，あまえび

善光寺 避暑地 ワイン 楽器，ｵｰﾄﾊﾞｲ、伊豆半島 中京工業地帯(機械･繊維 長良川･鵜飼、輪中 蜃気楼，立山 千枚田 永平寺

木曽ヒノキ 印章 製紙工業、 集約的農業 関・刃物､和紙 ﾌｪｰﾝ現象

冬季ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ 富士五湖 焼津漁港(水揚２位) 万国博覧会 ヒノキ 白川村・合掌造 掘り込み式港

真珠、茶 ３位 琵琶湖・水質保全 平安京 平城京 阪神工業地帯(金属･繊維 みかん２位・有田 阪神工業地帯 水島工業地域・倉敷

四日市ｺﾝﾋﾞﾅｰﾄ 近江盆地・近江商人 西陣織･清水焼･京友禅 紀伊山地・スギ･私有林 瀬戸内式気候 はっさく･柿･梅 １位 姫路城 児島湾干拓

伊勢神宮 比叡山・延暦寺・最澄 天の橋立 法隆寺-飛鳥文化 金属工業 くじら のり１位 ぶどう４位(ﾏｽｶｯﾄ)

松阪牛 安土城・楽市楽座 丹波高地 正倉院-天平文化 綿工業 紀伊半島 たまねぎ３位 備前焼、い草、学生服

鈴鹿山脈 琵琶湖疎水 福知山盆地 墨・筆 関西新空港 紀ノ川 但馬牛 後楽園

志摩半島･ﾘｱｽ式海岸 石山寺、信楽焼 三都、御所 柿 ２位 卸売業､天下の台所 高野山・熊野三山 六甲山地，灘の酒 津山盆地

尾鷲 雨 国友の鉄砲 応仁の乱 宇治茶 吉野川 淀川 紀北臨海工業地域 阪神淡路大震災 きびだんご

彦根城 気候変動枠組条約会議 千里ﾆｭｰﾀｳﾝ、USJ 紀伊山地・スギ･私有林 明石･東経135度 瀬戸大橋標準時子午線



原爆 なし１位 出雲平野・出雲大社 長州-吉田松陰,伊藤博文 讃岐平野－塩田 阿波踊り みかん、ｷｳｲﾌﾙｰﾂ、いよ 土佐-坂本竜馬,板垣退助

三角州 砂丘 かんがい 隠岐 木戸孝兌 面積最小県 吉野川 かん１位 促成栽培，温室

福山の鉄鋼 すいか・らっきょう 宍道湖・ｼｼﾞﾐ 秋吉台，ｶﾙｽﾄ地形 金比羅宮 ﾚﾝｺﾝ２位、ﾆﾝｼﾞﾝ３位 瀬戸内工業地域(化学･ ピーマン３位

呉の機械 境港(水揚げ３位) 石見銀山 下関，ふぐ ﾚﾀｽ３位 お遍路さん 新居浜ｺﾝﾋﾞﾅｰﾄ 繊維) 黒潮･海洋深層水

尾道の造船 大山 過疎化 徳山の化学 うちわ 讃岐山脈 段々畑 室戸岬・足摺岬

生がき１位 人口最小県 61万人 小泉八雲 セメント 小豆島，ｵﾘｰﾌﾞ 本四連絡橋 真珠､夏みかん２位 なす１位

まつたけ２位 萩焼 瀬戸大橋 鳴門うず潮 瀬戸内式気候 米の二期作

厳島の宮島 段々畑 下関-釜山フェリー 讃岐うどん 別子銅山､今治タオル カツオ 闘犬

北九州工業地帯(金属･ 肥前-大隈重信 出島、原爆 別府温泉 カルデラ－阿蘇山 促成栽培 桜島 亜熱帯性気候

八幡製鉄所 食品) 吉野ケ里遺跡 島原の乱 新産業都市 水俣病 ピーマン１位、鶏肉２位 薩摩半島・大隅半島 琉球王国･首里城

太宰府，金印、筑後川 みかん５位 陶磁器５位 雲仙普賢岳 国東半島 八代平野、みかん４位 豚２位、スギ 西郷隆盛・大久保利通 アメリカ軍基地

三池炭坑、久留米がすり 有田焼･伊万里焼･唐津焼 ｼﾞｬｶﾞｲﾓ２位 久住山、豊後牛 い草､トマト､ｽｲｶ、夏み シラス台地 シラス台地 ｻﾄｳｷﾋﾞ,ﾊﾟｲﾝｱｯﾌﾟﾙ

博多人形、辛子明太子 筑紫平野，筑後川 びわ１位 真珠１位 干ししいたけ１位 かん１位、くり２位 大淀川 さつまいも，豚 １位 珊瑚礁

小麦、ｲﾁｺﾞ２位 大麦，のり、ﾀﾏﾈｷﾞ、 平戸 福沢諭吉 天草諸島 霧島山 鶏肉・鶏卵１位、 西表島，南西諸島

ﾅｽ､柿２位、大牟田 大豆２位 佐世保造船 ｼﾘｺﾝｱｲﾗﾝﾄﾞ・ＩＣ工業 シリコンアイランド 日南海岸 肉牛，茶 ２位 ひめゆりの塔

ﾀﾞｲｴｰﾎｰｸｽ ムツゴロウ 海岸線の長さ１位(ﾘｱｽ式 ｼﾘｺﾝｱｲﾗﾝﾄﾞ・ＩＣ工業 種子島宇宙ｾﾝﾀｰ，鉄砲 ｲﾘｵﾓﾃﾔﾏﾈｺ

原爆 なし１位 出雲平野・出雲大社 長州-吉田松陰,伊藤博文 讃岐平野－塩田 阿波踊り みかん、ｷｳｲﾌﾙｰﾂ、いよ 土佐-坂本竜馬,板垣退助

三角州 砂丘 かんがい 隠岐 木戸孝兌 面積最小県 吉野川 かん１位 促成栽培，温室

福山の鉄鋼 すいか・らっきょう 宍道湖・ｼｼﾞﾐ 秋吉台，ｶﾙｽﾄ地形 金比羅宮 ﾚﾝｺﾝ２位、ﾆﾝｼﾞﾝ３位 瀬戸内工業地域(化学･ ピーマン３位

呉の機械 境港(水揚げ３位) 石見銀山 下関，ふぐ ﾚﾀｽ３位 お遍路さん 新居浜ｺﾝﾋﾞﾅｰﾄ 繊維) 黒潮･海洋深層水

尾道の造船 大山 過疎化 徳山の化学 うちわ 讃岐山脈 段々畑 室戸岬・足摺岬

生がき１位 人口最小県 61万人 小泉八雲 セメント 小豆島，ｵﾘｰﾌﾞ 本四連絡橋 真珠､夏みかん２位 なす１位

まつたけ２位 萩焼 瀬戸大橋 鳴門うず潮 瀬戸内式気候 米の二期作

厳島の宮島 段々畑 下関-釜山フェリー 讃岐うどん 別子銅山､今治タオル カツオ 闘犬

北九州工業地帯(金属･ 肥前-大隈重信 出島、原爆 別府温泉 カルデラ－阿蘇山 促成栽培 桜島 亜熱帯性気候

八幡製鉄所 食品) 吉野ケ里遺跡 島原の乱 新産業都市 水俣病 ピーマン１位、鶏肉２位 薩摩半島・大隅半島 琉球王国･首里城

太宰府，金印、筑後川 みかん５位 陶磁器５位 雲仙普賢岳 国東半島 八代平野、みかん４位 豚２位、スギ 西郷隆盛・大久保利通 アメリカ軍基地

三池炭坑、久留米がすり 有田焼･伊万里焼･唐津焼 ｼﾞｬｶﾞｲﾓ２位 久住山、豊後牛 い草､トマト､ｽｲｶ、夏み シラス台地 シラス台地 ｻﾄｳｷﾋﾞ,ﾊﾟｲﾝｱｯﾌﾟﾙ

博多人形、辛子明太子 筑紫平野，筑後川 びわ１位 真珠１位 干ししいたけ１位 かん１位、くり２位 大淀川 さつまいも，豚 １位 珊瑚礁

小麦、ｲﾁｺﾞ２位 大麦，のり、ﾀﾏﾈｷﾞ、 平戸 福沢諭吉 天草諸島 霧島山 鶏肉・鶏卵１位、 西表島，南西諸島

ﾅｽ､柿２位、大牟田 大豆２位 佐世保造船 ｼﾘｺﾝｱｲﾗﾝﾄﾞ・ＩＣ工業 シリコンアイランド 日南海岸 肉牛，茶 ２位 ひめゆりの塔

ﾀﾞｲｴｰﾎｰｸｽ ムツゴロウ 海岸線の長さ１位(ﾘｱｽ式 ｼﾘｺﾝｱｲﾗﾝﾄﾞ・ＩＣ工業 種子島宇宙ｾﾝﾀｰ，鉄砲 ｲﾘｵﾓﾃﾔﾏﾈｺ



三重県 滋賀県 京都府 奈良県 大阪府 和歌山県 兵庫県 岡山県

津市 大津市 京都市 奈良市 大阪市 和歌山市 神戸市 岡山市

長野県 山梨県 静岡県 愛知県 岐阜県 富山県 石川県 福井県

長野市 甲府市 静岡市 名古屋市 岐阜市 富山市 金沢市 福井市

茨城県 栃木県 群馬県 千葉県 埼玉県 東京都 神奈川県 新潟県

水戸市 宇都宮市 前橋市 千葉市 さいたま市 横浜市 新潟市

キーワードを見て 北海道 青森県 岩手県 秋田県 宮城県 山形県 福島県

県名を答えよう。

その逆もやると 札幌市 青森市 盛岡市 秋田市 仙台市 山形市 福島市

２倍楽しめます。



福岡県 佐賀県 長崎県 大分県 熊本県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県

福岡市 佐賀市 長崎市 大分市 熊本市 宮崎市 鹿児島市 那覇市

広島県 鳥取県 島根県 山口県 香川県 徳島県 愛媛県 高知県

広島市 鳥取市 松江市 山口市 高松市 徳島市 松山市 高知市

福岡県 佐賀県 長崎県 大分県 熊本県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県

福岡市 佐賀市 長崎市 大分市 熊本市 宮崎市 鹿児島市 那覇市

広島県 鳥取県 島根県 山口県 香川県 徳島県 愛媛県 高知県

広島市 鳥取市 松江市 山口市 高松市 徳島市 松山市 高知市


