
関 東 地 方 の 特 色  

 

□001 関東地方には都道府県がいくつあるか
☆☆☆☆☆ 1都6県（7つ）

□002 関東地方の都県に山梨県を加えたものを何というか
☆☆ 首都圏

□003 関東地方で最も面積が大きい県はどこか
☆☆☆ 栃木県

□004 関東地方で2番目に人口が多い都道府県はどこか
☆☆☆☆ 神奈川県

□005 関東地方で3番目に人口が多い都道府県はどこか
☆☆ 埼玉県

□006 関東地方で最も人口が少ない都道府県はどこか
☆☆ 群馬県

□007
日本の国土面積に対する関東地方全体の面積の割合として
正しいものを選べ<br>【5％、9％、13％、17％】

☆☆ 9%

□008
日本の総人口に対する関東地方全体の人口の割合として正
しいものを選べ<br>【14％、24％、34％、44％】

☆☆☆☆ 34%

□009 茨城県の県庁所在地はどこか
☆☆☆☆☆ 水戸市

□010 栃木県の県庁所在地はどこか
☆☆☆☆☆ 宇都宮市

□011 群馬県の県庁所在地はどこか
☆☆☆☆☆ 前橋市

□012 埼玉県の県庁所在地はどこか
☆☆☆☆☆ さいたま市

□013 千葉県の県庁所在地はどこか
☆☆☆☆☆ 千葉市

□014 神奈川県の県庁所在地はどこか
☆☆☆☆☆ 横浜市

□015 東京都庁があるのは東京都の何区か
☆☆ 新宿区
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□016 群馬県でもっとも人口の多い市町村はどこか
☆☆☆ 高崎市

□017 関東地方の北にある、中部地方との境になる山脈は何か
☆☆☆☆ 越後山脈

□018 関東地方西部にある、中部地方との境になる山脈は何か
☆☆☆☆ 関東山地

□019 関東地方1都6県にまたがる、日本最大の平野は何か
☆☆☆☆☆ 関東平野

□020 東京都西部の荒川と多摩川に挟まれた台地は何か
☆☆☆ 武蔵野台地

□021 千葉県北部一帯に広がる台地は何か
☆☆☆ 下総台地

□022 武蔵野台地に広がる火山灰に由来する地層は何か
☆☆☆☆ 関東ローム

□023
流域面積日本一、長さ日本第2位の関東地方最大の川は何
か

☆☆☆☆☆ 利根川

□024 利根川の水源があるのは何県か
☆☆ 群馬県

□025 利根川の河口に位置する自治体は何市か
☆☆☆☆ 銚子市

□026 利根川下流域から霞ヶ浦にかけての地域を何というか
☆☆ 水郷

□027
日光に水源を発し、栃木県から茨城県を流れる利根川の支
流で最長の川は何か

☆ 鬼怒川

□028
群馬・栃木の県境を流れる利根川の支流で流域面積が最大
の川は何か

☆ 渡良瀬川

□029
かつての利根川本流で、現在は支流として東京湾に流れる
川は何か

☆ 江戸川

□030 埼玉県から東京都を流れる、日本一の川幅を持つ川は何か
☆☆☆ 荒川

□031 栃木県から茨城県を流れ、太平洋に注ぐ川は何か
☆ 那珂川
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□032 東京都と神奈川県の県境を流れる川は何か
☆☆ 多摩川

□033 利根川下流域にある、日本で2番目に大きい湖は何か
☆☆☆☆ 霞ヶ浦

□034
利根川上流にあり、関東地方の水がめとよばれる関東地方
最大のダムは何か

☆ 矢木沢ダム

□035 多摩川上流にあり、東京都最大の湖でもあるダムは何か
☆ 小河内ダム

□036 房総半島東部にある日本最大級の砂浜海岸は何か
☆☆ 九十九里浜

□037 図の都道府県名を答えよ

☆☆☆☆☆ 千葉県

□038 図の都道府県名を答えよ

☆☆☆☆ 茨城県

□039 図の都道府県名を答えよ

☆☆☆☆ 群馬県

□040 図の都道府県名を答えよ

☆☆☆☆ 東京都
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□041 図の都道府県名を答えよ

☆☆☆ 神奈川県

□042 図の都道府県名を答えよ

☆☆ 栃木県

□043 図の都道府県名を答えよ

☆☆ 埼玉県

□044 図の県章は何県のものか

☆ 茨城県

□045 図の県章は何県のものか

☆ 栃木県

□046 図の県章は何県のものか

☆ 群馬県
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□047 図の県章は何県のものか

☆ 千葉県

□048 図の県章は何県のものか

☆ 埼玉県

□049 図の県章は何県のものか

☆ 神奈川県

□050 図の県章は何県のものか

☆ 東京都

□051 越後山脈から吹き下ろす冬の冷たく乾いた風を何というか
☆☆☆ からっ風

□052 関東地方の古い家の周りに設けられた防風林を何というか
☆☆ 屋敷森

□053
都心で見られる、夏の気温が異常に高くなる現象を何とい
うか

☆☆☆☆ ヒートアイランド現象

□054
茨城県や千葉県で行われる、大都市向けの野菜生産を何と
いうか

☆☆☆☆☆ 近郊農業

□055 水郷地域でつくられる米の特徴は何か
☆☆☆ 早場米

□056 涼しい気候を活かして高原野菜を作る農業を何というか
☆☆☆☆☆ 高冷地農業

□057 落花生の生産が日本一の都道府県はどこか
☆☆☆ 千葉県
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□058 栃木県が全国の99％を生産している野菜は何か
☆☆ かんぴょう

□059 群馬県が全国の93％を生産している野菜は何か
☆☆☆ こんにゃくいも

□060 高冷地農業の拠点として知られる群馬県の地域はどこか
☆☆☆☆☆ 嬬恋村

□061
ブランドねぎとこんにゃくいもの生産で知られる群馬県の
地域はどこか

☆☆☆ 下仁田町

□062 生産額上位の都道府県が表のようになる農畜産物は何か

☆☆☆☆☆ キャベツ

□063 生産額上位の都道府県が表のようになる農畜産物は何か

☆☆ ねぎ

□064 生産額上位の都道府県が表のようになる農畜産物は何か

☆☆ はくさい

□065 生産額上位の都道府県が表のようになる農畜産物は何か

☆☆ ピーマン

□066 生産額上位の都道府県が表のようになる農畜産物は何か

☆☆ ほうれんそう

□067 生産額上位の都道府県が表のようになる農畜産物は何か

☆☆ こまつな

□068 生産額上位の都道府県が表のようになる農畜産物は何か

☆☆ なし（日本梨）

□069 生産額上位の都道府県が表のようになる農畜産物は何か

☆☆ いちご

□070 飼育頭数上位の都道府県が表のようになる家畜は何か

☆☆☆ 乳牛
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□071 飼育頭数上位の都道府県が表のようになる家畜は何か

☆☆☆ ぶた

□072 全国でも有数の水揚げ量を誇る千葉県の漁港はどこか
☆☆☆☆ 銚子港

□073 まぐろの漁獲で有名な神奈川県の漁港はどこか
☆☆ 三崎港

□074
東京都から神奈川県にかけての工業がさかんな地域を何と
いうか

☆☆☆☆☆ 京浜工業地帯

□075 千葉県の東京湾沿岸部で工業がさかんな地域を何というか
☆☆☆☆☆ 京葉工業地域

□076
群馬・栃木・埼玉にまたがる工業がさかんな地域を何とい
うか

☆☆☆☆☆ 関東内陸工業地域

□077 茨城県南東部の工業がさかんな地域を何というか
☆☆☆☆☆ 鹿島臨海工業地域

□078
石油化学工業・鉄鋼業がさかんな京浜工業地帯の中心都市
はどこか

☆☆☆☆☆ 川崎

□079
自動車工業と造船業がさかんな神奈川県南部の都市はどこ
か

☆☆☆ 横須賀

□080
房総半島の東京湾入り口に位置する、鉄鋼業がさかんな都
市はどこか

☆☆☆☆ 君津

□081
千葉県中央部にある、袖ケ浦市とならんで石油化学工業が
さかんな都市はどこか

☆☆☆☆ 市原

□082 千葉県北部にある、しょうゆ生産で知られる都市はどこか
☆☆☆ 野田

□083 群馬県南東部にある、自動車工業のさかんな都市はどこか
☆☆☆☆ 太田

□084
群馬県南部にある、かつては織物の町で現在は自動車部品
の生産がさかんな都市はどこか

☆☆☆ 伊勢崎

□085 鹿島臨海工業地域は何の建設によって発展したか
☆☆☆☆ 掘り込み港
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□086 図の出荷額内訳が示す工業地帯・地域はどこか

☆☆☆ 京浜工業地帯

□087 図の出荷額内訳が示す工業地帯・地域はどこか

☆☆☆ 関東内陸工業地域

□088 図の出荷額内訳が示す工業地帯・地域はどこか

☆☆☆☆☆ 京葉工業地域

□089 神奈川県の川崎と千葉県の木更津を結ぶ道路は何か
☆☆☆ 東京湾アクアライン

□090 東京都に区はいくつあるか
☆☆☆☆☆ 23

□091
都心部の人口が減少し、郊外の人口が増加することを何と
いうか

☆☆☆☆ ドーナツ化現象

□092
東京湾岸（ウォーターフロント）再開発で発展した、お台
場などの地域を何というか

☆☆☆ 臨海副都心

□093
東京湾岸（ウォーターフロント）再開発で発展した、横浜
の臨海地区を何というか

☆ みなとみらい21

□094 茨城県にある日本三名園の1つは何か
☆☆☆☆ 偕楽園

□095 関東地方にある世界自然遺産は何か
☆☆☆☆☆ 小笠原諸島

□096 群馬県にある世界遺産は何か
☆☆☆☆☆ 富岡製糸場

□097 栃木県にある世界遺産は何か
☆☆☆☆☆ 日光の社寺

□098 世界文化遺産に指定されている、東京都の建物は何か
☆☆☆ 国立西洋美術館
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関東地方の特色　解答  

001 1都6県（7つ）
関東地方には茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県が含ま
れる

002 首都圏
関東地方の都県に山梨県を加えたものを首都圏という

003 栃木県
関東地方では栃木県の面積が最も大きい

004 神奈川県
神奈川県の人口は920万人で、全国でも2番目に多い

005 埼玉県
埼玉県の人口は734万人で、全国でも5番目に多い

006 群馬県
群馬県の人口は194万人で、栃木県とほぼ同程度

007 9%
関東地方1都6県の面積の合計は32400平方kmで、日本の国土面積の9％を占める

008
関東地方1都6県の人口の合計は4350万人で、日本の総人口の34％を占める

009 水戸市
茨城県の県庁所在地は水戸市である

010 宇都宮市
栃木県の県庁所在地は宇都宮市である

011 前橋市
群馬県の県庁所在地は前橋市である

012 さいたま市
埼玉県の県庁所在地はさいたま市である

013 千葉市
千葉県の県庁所在地は千葉市である

014 横浜市
神奈川県の県庁所在地は横浜市である

015 新宿区

東京都庁所在地は東京（23区）とされ、都庁の建物は新宿にある



016 高崎市
群馬県の市町村では高崎市、前橋市、太田市の順に人口が多い

017 越後山脈
群馬県と新潟県の県境に越後山脈がある

018 関東山地
群馬・埼玉・東京・神奈川の西部に関東山地がある

019 関東平野
関東平野は四国全域と同程度の広さがある日本最大の平野

020 武蔵野台地
東京都西部から埼玉県南西部にかけて武蔵野台地が広がる

021 下総台地
千葉県北部から埼玉県東部にかけて下総台地が広がる

022 関東ローム
富士山や浅間山からの火山砕屑物により、赤土の関東ローム層が広がる

023 利根川
利根川は群馬県から埼玉県・茨城県・千葉県を流れる

024 群馬県
利根川は群馬県から埼玉県・茨城県・千葉県を流れる

025 銚子市
利根川は千葉県銚子市で太平洋に注ぐ

026 水郷
茨城県潮来市・千葉県香取市などの低湿地帯を水郷という

027 鬼怒川
鬼怒川は利根川最長の支流で、2015年に堤防が決壊し大水害を起こした

028 渡良瀬川
渡良瀬川は利根川の支流では最大で、足尾銅山鉱毒事件で知られる

029 江戸川
徳川家康の工事ににより、利根川が東に移され江戸川は支流となった

030 荒川
川幅（両岸の堤防間の距離）が最も広い地点が荒川にあり、首都圏の水害を防いで
いる

031 那珂川
那珂川は利根川・荒川に次ぐ関東地方第3の大河



032 多摩川
多摩川は東京都と神奈川県の県境を流れ、東京湾に注ぐ

033 霞ヶ浦
茨城県南東部にある霞ヶ浦は日本で2番目に大きい湖

034 矢木沢ダム
矢木沢ダム（奥利根湖）は関東地方最大のダム

035 小河内ダム
小河内ダム（奥多摩湖）は関東地方でも2番目に大きい人造湖

036 九十九里浜
九十九里浜は全長66kmに及ぶ日本最大級の砂浜

037 千葉県
千葉県はイヌが立っている「チーバくん」の形状

038 茨城県
茨城県は霞ヶ浦と利根川沿いに突き出た神栖市が特徴

039 群馬県
群馬県は「鶴舞う形」と自称している

040 東京都
図には含まれないが、東京都には伊豆諸島・小笠原諸島も含まれる

041 神奈川県
神奈川県は東部沿岸が埋め立て地で人工的な海岸線になっている

042 栃木県
栃木県は全体的に円形に近い

043 埼玉県
埼玉県は横長の台形のような形状

044 茨城県
茨城県の「ばら」のつぼみをイメージしている

045 栃木県
栃木県の「栃」の字をイメージしている

046 群馬県
群馬県の「群」の字をイメージしている

047 千葉県
片仮名で「チ」「ハ」を重ねたもの



048 埼玉県
さきたま古墳群から出土した勾玉をイメージしている

049 神奈川県
神奈川の「神」の字をイメージしている

050 東京都
東京（Tokyo）の「T」をイメージしている

051 からっ風
冬の北西の季節風が越後山脈で雪を降らせ、乾いた風になって関東平野に吹き下ろ
す

052 屋敷森
からっ風の影響を防ぐため、家の北西に屋敷森を設けた

053 ヒートアイランド現象
ヒートアイランド減少により、東京ではこの100年間で平均気温が3℃上昇した

054 近郊農業
近郊農業のさかんな茨城・千葉の野菜出荷額は北海道に次ぐ全国2位・3位である

055 早場米
台風による水害を防ぐために水郷地域では米を早く収穫する

056 高冷地農業
群馬県の嬬恋村では高冷地農業による高原野菜のキャベツ生産がさかん

057 千葉県
落花生は下総台地の畑作で生産され、千葉県が日本一の生産量

058 かんぴょう
日本のかんぴょうのほとんどは栃木県で生産されている

059 こんにゃくいも
日本のこんにゃくいものほとんどは群馬県で生産されている

060 嬬恋村
群馬県の嬬恋村では高冷地農業による高原野菜のキャベツ生産がさかん

061 下仁田町
群馬県の下仁田町は下仁田ねぎで知られ、こんにゃくいもの生産もさかん

062 キャベツ
キャベツの生産は群馬が1位で、愛知が2位

063 ねぎ
ねぎは千葉・埼玉・茨城・群馬が生産量上位4県で、埼玉の深谷ねぎが有名



064 はくさい
はくさいの生産は茨城が1位で、長野が2位

065 ピーマン
ピーマンは宮崎平野の促成栽培が有名だが、生産量1位は茨城県

066 ほうれんそう
ほうれんそうは千葉・埼玉・茨城・群馬が生産量上位4県で、ねぎと区別がつかな
い

067 こまつな
東京が生産量上位に入る野菜はこまつな（東京都江戸川区小松川が原産）

068 なし（日本梨）
なしの生産は千葉が1位で、福島・鳥取が上位に入るのが特徴

069 いちご
いちごの生産は栃木が1位で、福岡が2位

070 乳牛
栃木は乳牛の飼育頭数が北海道に次ぐ2位

071 ぶた
群馬・千葉ではぶたの飼育がさかん

072 銚子港
利根川河口の銚子港は沖合漁業の拠点で、さば・さんま・いわしなどの水揚げが多
い

073 三崎港
神奈川県の三崎漁港は遠洋漁業の基地で、まぐろの水揚げが多い

074 京浜工業地帯
東京都から神奈川県にかけての工業なさかんな地域を京浜工業地帯という

075 京葉工業地域
千葉県の東京湾沿岸部で工業がさかんな地域を京葉工業地域という

076 関東内陸工業地域
群馬・栃木・埼玉にまたがる工業がさかんな地域を関東内陸工業地域という

077 鹿島臨海工業地域
茨城県南東部の工業がさかんな地域を鹿島臨海工業地域という

078 川崎
神奈川県の川崎は石油化学工業・鉄鋼業がさかん

079 横須賀
神奈川県の横須賀は自動車工業・造船業がさかん



080 君津
千葉県の君津は千葉とならんで鉄鋼業がさかん

081 市原
千葉県の市原では石油化学工業がさかん

082 野田
千葉県はしょうゆの生産が日本一で、銚子と野田が産地として有名

083 太田
群馬県の太田市では自動車工業がさかん

084 伊勢崎
群馬県の伊勢崎市では自動車部品の生産がさかん

085 掘り込み港
遠浅の鹿島灘に掘り込み港を建設して、鹿島臨海工業地域が発展した

086 京浜工業地帯
京浜工業地帯は機械・化学が多く金属が少なく、表にはないが印刷業が特色

087 関東内陸工業地域
関東内陸工業地域は金属・化学が少なく食料品が多い

088 京葉工業地域
京葉工業地域は化学の割合が40％を超え、全国の工業地域の中でも一番高い

089 東京湾アクアライン
東京湾アクアラインで神奈川と千葉が結ばれている

090 23
東京23区は特別区で、独自の首長や議会を持つ

091 ドーナツ化現象
現在の東京はドーナツ化現象が解消され、都心部の人口が増加している

092 臨海副都心
東京都のお台場一帯を臨海副都心という

093 みなとみらい21
横浜の臨海部はみなとみらい21として再開発されている

094 偕楽園
茨城県水戸市の偕楽園は日本三名園の1つで、梅の名所として知られる

095 小笠原諸島
小笠原諸島は東京都に属し、独自の生態系から世界自然遺産に登録されている



096 富岡製糸場
群馬県の富岡製糸場は世界文化遺産に指定されている

097 日光の社寺
栃木県の日光の社寺は世界文化遺産に指定されている

098 国立西洋美術館
上野にある国立西洋美術館はル・コルビュジエの建築作品として世界文化遺産に指
定されている


