
近 畿 地 方 の 特 色  

 

□001 近畿地方にはいくつの府県があるか
☆☆☆☆☆ 2府5県（7つ）

□002 近畿地方で最も面積が大きい府県はどこか
☆☆☆ 兵庫県

□003 近畿地方で2番目に面積が大きい府県はどこか
☆☆ 三重県

□004 近畿地方で最も面積が小さい府県はどこか
☆☆☆☆☆ 大阪府

□005 近畿地方で2番目に面積が小さい府県はどこか
☆☆ 奈良県

□006 近畿地方で最も人口が多い府県はどこか
☆☆☆☆☆ 大阪府

□007 近畿地方で2番目に人口が多い府県はどこか
☆☆☆ 兵庫県

□008 近畿地方で最も人口が少ない府県はどこか
☆☆ 和歌山県

□009 近畿地方で2番目に人口が少ない府県はどこか
☆☆ 奈良県

□010
日本の国土面積に対する近畿地方全体の面積の割合として
正しいものを選べ<br>【9％、13％、17％、21％】

☆☆☆☆ 9%

□011
日本の総人口に対する近畿地方全体の人口の割合として正
しいものを選べ<br>【8％、13％、18％、23％】

☆☆☆☆ 18%

□012 滋賀県の県庁所在地はどこか
☆☆☆☆☆ 大津市

□013 三重県の県庁所在地はどこか
☆☆☆☆☆ 津市

□014 奈良県の県庁所在地はどこか
☆☆☆☆☆ 奈良市

□015 京都府の府庁所在地はどこか
☆☆☆☆☆ 京都市
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□016 大阪府の府庁所在地はどこか
☆☆☆☆☆ 大阪市

□017 兵庫県の県庁所在地はどこか
☆☆☆☆☆ 神戸市

□018 和歌山県の県庁所在地はどこか
☆☆☆☆☆ 和歌山市

□019 近畿地方には政令指定都市がいくつあるか
☆☆☆☆☆ 4つ

□020 三重県で最も人口の多い市町村はどこか
☆☆☆ 四日市市

□021 三重県と滋賀県の県境にある山脈は何か
☆☆ 鈴鹿山脈

□022 紀伊半島の中央部にある山脈は何か
☆☆☆ 紀伊山地

□023 京都府の北部にある山脈は何か
☆ 丹波高地

□024 滋賀県にある日本最大の湖は何か
☆☆☆☆☆ 琵琶湖

□025 紀伊山地から和歌山市に向かって流れる川は何か
☆☆ 紀ノ川

□026 紀伊山地から太平洋に向かって流れる川は何か
☆☆☆ 熊野川

□027 琵琶湖から大阪湾に流れる川は何か
☆☆☆☆☆ 淀川

□028 淀川の滋賀県内での名称は何か
☆☆☆ 瀬田川

□029 淀川の京都府内での名称は何か
☆☆☆ 宇治川

□030 淀川の河口がある平野は何か
☆☆☆☆ 大阪平野

□031 伊勢湾に突き出たリアス海岸の半島は何か
☆☆☆☆ 志摩半島
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□032
三重県南部にある、降水量が多いことで有名な都市はどこ
か

☆☆ 尾鷲市

□033 図の都道府県名を答えよ

☆☆☆☆☆ 滋賀県

□034 図の都道府県名を答えよ

☆☆☆☆☆ 兵庫県

□035 図の都道府県名を答えよ

☆☆☆☆ 大阪府

□036 図の都道府県名を答えよ

☆☆☆☆ 和歌山県

□037 図の都道府県名を答えよ

☆☆☆☆ 三重県

□038 図の都道府県名を答えよ

☆☆☆ 京都府
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□039 図の都道府県名を答えよ

☆☆☆ 奈良県

□040 図の県章は何県のものか

☆ 京都府

□041 図の県章は何県のものか

☆ 和歌山県

□042 図の県章は何県のものか

☆ 大阪府

□043 図の県章は何県のものか

☆ 兵庫県

□044 図の県章は何県のものか

☆ 奈良県

□045 図の県章は何県のものか

☆ 滋賀県
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□046 図の県章は何県のものか

☆ 三重県

□047
淡路島で生産がさかんで、兵庫県が生産量全国3位の野菜
は何か

☆☆☆☆ たまねぎ

□048 京都府で生産される高級茶は何か
☆☆☆ 宇治茶

□049 和歌山県が全国一の生産量になる果物を3つ挙げよ
☆☆☆☆ みかん、かき、うめ

□050 奈良県南部にある日本三大人工美林の1つは何か
☆☆☆☆ 吉野すぎ

□051 三重県南部にある日本三大人口美林の1つは何か
☆☆ 尾鷲ひのき

□052
志摩半島の英虞湾や五ヶ所湾でさかんに養殖されているも
のは何か

☆☆☆ 真珠

□053 兵庫県でさかんに養殖されている海産物は何か
☆☆ のり

□054 大阪湾周辺の工業がさかんな地域を何というか
☆☆☆☆☆ 阪神工業地帯

□055 大阪湾沿岸の石油化学工業がさかんな都市はどこか
☆☆☆☆ 堺市

□056 和歌山市でさかんな工業は何か
☆☆ 鉄鋼業

□057 電気機器の生産がさかんな淀川流域の都市はどこか
☆☆☆ 門真市

□058
かつての阪神工業地帯の中心産業で、今も泉州地区でさか
んな工業は何か

☆☆☆ せんい工業

□059 京都府の伝統的工芸品である染め物は何か
☆☆ 京友禅

□060 京都府の伝統的工芸品である陶磁器は何か
☆☆☆ 清水焼
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□061 京都府の伝統的工芸品である織物は何か
☆☆☆ 西陣織

□062 滋賀県甲賀市の伝統的工芸品である陶磁器は何か
☆☆☆ 信楽焼

□063
兵庫県神戸市の灘地区でさかんに生産されているものは何
か

☆☆ 酒

□064 神戸港につくられたコンテナ用のふ頭を持つ人工島は何か
☆☆☆☆ ポートアイランド

□065
大阪湾上、泉佐野市の沖合の人工島につくられた空港は何
か

☆☆☆☆☆ 関西国際空港

□066 東海道新幹線の終着駅で、山陽新幹線の始発駅はどこか
☆☆ 新大阪駅

□067
小牧（名古屋）と西宮（神戸）を結ぶ、日本で一番古い高
速道路は何か

☆☆☆ 名神高速道路

□068 神戸と淡路島を結ぶ、世界最長の吊り橋は何か
☆☆☆☆ 明石海峡大橋

□069
1995年1月17日に発生した兵庫県南部地震による災害を
何というか

☆☆☆ 阪神・淡路大震災

□070 京都府北部の丹後半島付け根にある日本三景の1つは何か
☆☆☆☆ 天橋立

□071 兵庫県にある世界遺産は何か
☆☆☆☆☆ 姫路城

□072
奈良県の寺院のうち、単独で世界遺産に指定されているの
は何か

☆☆☆☆☆ 法隆寺

□073 和歌山県・奈良県・三重県にまたがる世界遺産は何か
☆☆☆ 紀伊山地の霊場と参詣

道
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近畿地方の特色　解答  

001 2府5県（7つ）
近畿地方には滋賀県・三重県・奈良県・兵庫県・和歌山県と京都府・大阪府が含ま
れる

002 兵庫県
近畿地方で面積が最も大きいのは兵庫県で、全国で12番目の大きさ

003 三重県
近畿地方で2番目に面積が大きいのは三重県で、次いで和歌山・京都・滋賀の順

004 大阪府
近畿地方で面積が最も小さいのは大阪府で、全国でも香川に次ぐ2番目

005 奈良県
近畿地方で面積が2番目に小さいのは奈良県

006 大阪府
近畿地方で最も人口が多いのは大阪府（882万人）で、全国で3番目に多い

007 兵庫県
近畿地方で2番目に人口が多いのは兵庫県で、次いで京都・三重・滋賀の順

008 和歌山県
近畿地方で最も人口が少ないのは和歌山県（92万人）

009 奈良県
近畿地方で2番目に人口が少ないのは奈良県

010 9%
近畿地方2府5県の面積の合計は33100平方kmで、日本の国土面積の9％にすぎな
い

011 18%
近畿地方2府5県の人口の合計は約2200万人で、日本の総人口の18％を占める

012 大津市
滋賀県の県庁所在地は大津市である

013 津市
三重県の県庁所在地は津市である

014 奈良市
奈良県の県庁所在地は奈良市である

015 京都市

京都府の府庁所在地は京都市である



016 大阪市
大阪府の府庁所在地は大阪市である

017 神戸市
兵庫県の県庁所在地は神戸市である

018 和歌山市
和歌山県の県庁所在地は和歌山市である

019 4つ
大阪市、神戸市、京都市、堺市の4つが政令指定都市

020 四日市市
三重県は県庁所在地の津市より四日市市のほうが人口が多い

021 鈴鹿山脈
新幹線や高速道路などは鈴鹿山脈を迂回して岐阜県をまわる

022 紀伊山地
紀伊山地は林業がさかん

023 丹波高地
京都府の北部には中国山地からなだらかに丹波高地が続く

024 琵琶湖
琵琶湖は滋賀県の6分の1の面積を占める日本最大の湖

025 紀ノ川
紀伊山地から西へ紀ノ川が流れ、和歌山市で紀伊水道に流れ込む

026 熊野川
熊野川は紀伊山地の木材を河口の新宮市まで運ぶ水運で利用された

027 淀川
琵琶湖から大阪湾へ流れる淀川は日本一支流の多い川

028 瀬田川
淀川は滋賀県内では瀬田川という

029 宇治川
淀川は京都府内では宇治川という

030 大阪平野
淀川は大阪平野で三角州をつくり、大阪湾に流れ込む

031 志摩半島
伊勢湾に突き出た志摩半島はリアス海岸になっている



032 尾鷲市
尾鷲市は黒潮からの湿った暖気が紀伊山地にぶつかり降水量が多い

033 滋賀県
滋賀県の面積の6分の1を琵琶湖が占める

034 兵庫県
兵庫県には瀬戸内海最大の面積の淡路島が含まれる

035 大阪府
大阪湾上の人工島に関西国際空港がある

036 和歌山県
和歌山県の太平洋岸はリアス海岸になっている

037 三重県
三重県の南東にある志摩半島からはリアス海岸が続く

038 京都府
京都府は北西から南東に細長い形状

039 奈良県
奈良県は長方形で北東部に突き出た部分がある

040 京都府
京都の「京」の字のデザイン

041 和歌山県
和歌山の「ワ」の字のデザイン

042 大阪府
大阪（osaka）の「o」のデザイン

043 兵庫県
兵庫の「兵」の字のデザイン

044 奈良県
奈良の「ナ」の字のデザイン

045 滋賀県
「シ」「ガ」の字のデザイン

046 三重県
三重の「み」の字のデザイン

047 たまねぎ
淡路島ではたまねぎの生産がさかん



048 宇治茶
京都府で生産される宇治茶は高級茶として知られる

049 みかん、かき、うめ
和歌山県の紀ノ川、有田川流域では果樹栽培がさかん

050 吉野すぎ
紀伊山地は林業がさかんで、吉野すぎは人工三大美林に数えられる

051 尾鷲ひのき
紀伊山地は林業がさかんで、尾鷲ひのきは人工三大美林に数えられる

052 真珠
リアス海岸の志摩半島は日本で初めて真珠の養殖が行われた

053 のり
兵庫県の養殖のりの生産量は佐賀県に次ぐ2位

054 阪神工業地帯
大阪・兵庫を中心とした工業がさかんな地域を阪神工業地帯という

055 堺市
堺市と南に隣接する高石市を中心に石油化学工業がさかん

056 鉄鋼業
和歌山市では鉄鋼業がさかん

057 門真市
門真市は電気機器製造のパナソニックの企業城下町

058 せんい工業
泉佐野市や泉大津市ではいまも綿織物工業がさかん

059 京友禅
京友禅という染色技法は京都の伝統的工芸品

060 清水焼
陶磁器の京焼・清水焼は京都の伝統的工芸品の1つ

061 西陣織
西陣織の「西陣」は、応仁の乱の西軍の陣地のそばでつくられたことに由来する

062 信楽焼
信楽焼は滋賀県甲賀市信楽町の伝統的工芸品

063 酒
灘地区は古くから日本酒の製造がさかん



064 ポートアイランド
神戸港にはポートアイランドという人工島がある

065 関西国際空港
大阪国際空港が市街地にあったため、新たに海上に関西国際空港を建設した

066 新大阪駅
新幹線は大阪駅ではなく新大阪駅に停車する

067 名神高速道路
名古屋と神戸を結ぶ名神高速道路は日本で一番早く、1963年に開業した

068 明石海峡大橋
明石海峡大橋は本四架橋神戸〜鳴門ルートの一部で、世界最長の吊り橋

069 阪神・淡路大震災
阪神・淡路大震災では神戸市を中心に六千名以上の犠牲者が出た

070 天橋立
天橋立は日本三景の1つで、逆さにのぞくと天に橋がかかったように見える

071 姫路城
姫路城は江戸時代初期の天守閣を残し、世界遺産に指定されている

072 法隆寺
法隆寺地域と、古都奈良の文化財は別々に世界遺産に指定されている

073
紀伊山地の霊場と参詣
道

吉野・熊野・高野山とその参詣道は世界遺産に登録されている


