
問題番号 問題文 正解 誤答（1） 誤答（2） 誤答（3）

1 北アルプスの入り口にある、トロッコ列車で有名な温泉はどれか。 宇奈月温泉 指宿温泉 鬼首温泉 鬼怒川温泉
2 近畿地方にない温泉はどれか。 武雄温泉 湯の峰温泉 勝浦温泉 湯の山温泉
3 群馬県にあって、湯治温泉として全国的に有名な温泉はどれか。 草津温泉 白浜温泉 有馬温泉 玉造温泉
4 和歌山県にあって、熊野街道沿いの湯の町として古来より栄えた温泉はどれか。 白浜温泉 草津温泉 有馬温泉 玉造温泉
5 天然砂むし風呂が名物の鹿児島県にある温泉はどれか。 指宿温泉 皆生温泉 鬼首温泉 湯田温泉
6 日光国立公園の中にある温泉はどれか。 鬼怒川温泉 花巻温泉 宇奈月温泉 榊原温泉
7 日本の温泉法では何度以上の鉱泉を温泉と定義しているか。 25℃ 42℃ 38℃ 15℃
8 宮城県にあって間欠泉で知られる温泉はどれか。 鬼首温泉 指宿温泉 浅虫温泉 塩原温泉
9 神戸市にあって、日本三古湯のひとつはどれか。 有馬温泉 草津温泉 城崎温泉 玉造温泉
10 岡山県の河川でないものはどれか。 九頭竜川 高梁川 旭川 吉井川
11 日本で最長の川はどれか。 信濃川 石狩川 利根川 北上川
12 次の中で最長の川はどれか。 吉野川 物部川 重信川 仁淀川
13 諏訪湖から流れ出る川はどれか。 天竜川 庄川 富士川 千曲川
14 中国地方で最長の川はどれか。 江の川 斐伊川 芦田川 揖保川
15 柱状節理で知られる東尋坊が河口近くにある川はどれか。 九頭竜川 熊野川 大井川 黒部川
16 日本アルプスのひとつである南アルプスとは何山脈のことか。 赤石山脈 木曽山脈 飛騨山脈 奥羽山脈
17 日本三急流でないものはどれか。 天竜川 最上川 球磨川 富士川
18 日本の長い川ベスト3に入っていないものはどれか。 北上川 利根川 信濃川 石狩川
19 山形県を流れる急流はどれか。 最上川 球磨川 富士川 石狩川
20 流域面積日本一の川はどれか。 利根川 信濃川 石狩川 北上川
21 岐阜県を流れる鵜飼で有名な川はどれか。 長良川 揖斐川 円山川 木曽川
22 「火の国」熊本のシンボルである阿蘇山に関係のないものはどれか。 堰止湖 外輪山 中央火口丘 五岳
23 石川県の焼き物はどれか。 九谷焼 有田焼 信楽焼 美濃焼
24 富山県にあるダムはどれか。 黒部ダム 九頭竜ダム 奥只見ダム 田子倉ダム
25 北海道西部の石狩湾に面し、天然の良港を有する都市はどれか。 小樽市 函館市 稚内市 札幌市
26 愛媛県の県庁所在地はどの市か。 松山市 松江市 高松市 盛岡市
27 日本の標準時子午線が通る市はどれか。 明石市 姫路市 大垣市 四日市市
28 和歌山県太地町は古くから何で有名か。 クジラ ラッコ ジュゴン イルカ
29 会津若松の観光ポイントはどれか。 鶴が城 水前寺公園 和倉温泉 山代温泉
30 ウミネコの繁殖地として知られるものはどれか。 御積島 幸島 三宅島 大三島
31 岡山県にある庭園はどれか。 後楽園 偕楽園 栗林公園 兼六園
32 金沢の観光ポイントはどれか。 兼六園 彦根城 十和田湖 蔵王山
33 京都にないものはどれか。 薬師寺 東寺 大覚寺 広隆寺
34 現存する国宝の城でないものはどれか。 伏見城 姫路城 松本城 犬山城
35 最澄が開いた天台宗の総本山である延暦寺はどこにあるか。 滋賀県 大阪府 京都府 奈良県
36 佐賀県にある松原はどれか。 虹の松原 舞子の松原 三保の松原 気比の松原
37 山陰にある小京都はどれか。 津和野町 松本市 高山市 安芸市
38 七夕祭りで有名な東北地方の市はどれか。 仙台市 青森市 秋田市 山形市
39 次の中で、日本三景でないものはどれか。 青海島 松島 天橋立 厳島
40 龍（蛇）踊りという祭で有名な九州の市はどれか。 長崎市 別府市 熊本市 福岡市
41 日本三名城でないものはどれか。 犬山城 熊本城 名古屋城 姫路城
42 日本三名園でないものはどれか。 水前寺公園 偕楽園 兼六園 後楽園
43 函館の観光ポイントでないものはどれか。 定山渓温泉 ハリストス正教会 トラピスト修道院 五稜郭跡
44 広島県にあって、太田川上流の景勝地はどれか。 三段峡 三段壁 赤目四十八滝 帝釈峡
45 琵琶湖にある島はどれか。 竹生島 天売島 飛島 青海島
46 和歌山県の名瀑はどれか。 那智の滝 華厳の滝 袋田の滝 白糸の滝
47 わが国で最大のカルスト地形が見られる場所はどれか。 秋吉台 平尾台 天狗高原 阿蘇山
48 「冬日」とはどんな日をさすか。 その日の最低気温が０℃以下の日 その日の最低気温が５℃以下の日 その日一日の平均気温が5℃以下の日 その日の最高気温が１０℃以下の日

49 初夏のころに東北地方太平洋側に吹く冷涼湿潤な北東風で、冷害の原因ともなる風を何というか。 やませ フェーン 野分 からっ風
50 西高東低の気圧配置は日本のどの季節に典型的に見られるか。 冬 春 夏 秋
51 日本海に流れ込み、冬日本海側に大雪を降らせる要因ともなる海流はどれか。 対馬海流 リマン海流 日本海流 千島海流
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52 日本の夏に最も大きな影響を与える気団はどれか。 小笠原気団 オホーツク海気団 シベリア気団 赤道海洋性気団
53 日本の南端、沖ノ鳥島はどの都道府県に属するか。 東京都 沖縄県 鹿児島県 静岡県
54 日本の春と秋に現れる気圧の特徴としてどれが正しいか。 移動性高気圧 熱帯低気圧 大陸性高気圧 太平洋高気圧
55 日本の冬に最も大きな影響を与える気団はどれか。 シベリア気団 オホーツク海気団 小笠原気団 揚子江気団
56 梅雨前線とは小笠原気団と何気団がぶつかり合う停滞前線か。 オホーツク海気団 シベリア気団 揚子江気団 赤道海洋性気団
57 次のうち、冬、日本海側にしばしば大雪を降らせる原因としてふさわしくないものはどれか。 リマン海流 脊梁山脈 対馬海流 北西季節風
58 風が山脈を吹き越えるとき、風下側で気温が上昇し乾燥する現象を何というか。 フェーン現象 エルニーニョ やませ 春一番
59 渥美、知多両半島と、それらに囲まれた湾の景勝地および休養地を区域とする国定公園はどれか。 三河湾 飛騨木曾川 天竜奥三河 揖斐関ヶ原養老
60 一帯は隆起準平原をなし、平勝寺、猿投神社、定光寺など有名な社寺もある国定公園はどれか。 愛知高原 飛騨木曾川 揖斐関ヶ原養老 天竜奥三河
61 円錐形の成層火山である駒ヶ岳を有し、函館にも近く北海道の玄関口の景勝地としてもよく利用される国定公園はどれか。 大沼 ニセコ積丹小樽海岸 日高山脈襟裳 暑寒別天売焼尻
62 大阪方面を眺める展望地点として多くの人を集め、二上火山群もある国定公園はどれか。 金剛生駒紀泉 明治の森・箕面 大和青垣 高野竜神
63 沖縄本島南部一帯に広がる国定公園で、「ひめゆりの塔」のあるのはどれか。 沖縄戦跡 日南海岸 奄美群島 沖縄海岸
64 海岸に１０以上の松原があり、金印の発見された志賀島や元寇の跡など史跡も多い国定公園はどれか。 玄海 北九州 壱岐対馬 耶馬日田英彦山
65 鹿児島県の南端にある群島の景勝地からなる国定公園はどれか。 奄美群島 日南海岸 沖縄海岸 沖縄戦跡
66 北上高地の最高峰を中心とする一帯は民俗学の宝庫とも称される国定公園はどれか。 早池峰 下北半島 津軽 男鹿
67 九州山地が沈水してできたリアス式海岸が見られ、海中公園が多く存在する国定公園はどれか。 日豊海岸 九州中央山地 祖母傾 日南海岸
68 九州山地の東北部を占め、渓谷美と神話で知られる高千穂峡がある国定公園はどれか。 祖母傾 九州中央山地 日豊海岸 日南海岸
69 峡谷の代表といわれ、特別名勝に指定されている三段峡のある国定公園はどれか。 西中国山地 氷ノ山後山那岐山 比婆道後帝釈 北長門海岸
70 下呂温泉、中山七里で有名な国定公園はどれか。 飛騨木曾川 愛知高原 揖斐関ヶ原養老 三河湾
71 玄界灘に浮かぶ両島の海岸線が変化に富み、美しい国定公園はどれか。 壱岐対馬 北九州 玄海 耶馬日田英彦山
72 弘法大師が開基した山岳仏教の聖地がある国定公園はどれか。 高野竜神 明治の森・箕面 大和青垣 金剛生駒紀泉
73 山岳が重畳として連なり、深山幽谷の趣を呈しており、「五木の子守歌」の生まれた場所でもある国定公園はどれか。 九州中央山地 日豊海岸 祖母傾 日南海岸
74 濃尾平野の西に位置し、山岳地帯と渓谷、さらに古戦場を加えた国定公園はどれか。 揖斐関ヶ原養老 飛騨木曽川 天竜奥三河 三河湾
75 四国最高峰を有し、面河渓をはじめ渓谷美の景勝地に富む国定公園はどれか。 石鎚 秋吉台 剣山 室戸阿南海岸
76 四国山地東部の山岳と大歩危、小歩危、祖谷のかずら橋などの観光地がある国定公園はどれか。 剣山 秋吉台 室戸阿南海岸 石鎚
77 樹氷景観で有名で、スキーリゾートとしても人気の高い国定公園はどれか。 蔵王 ニセコ積丹小樽海岸 八ヶ岳中信高原 早池峰
78 上毛三山の１つで、奇岩怪石が多く、日本三大奇勝ともいわれる場所がある国定公園はどれか。 妙義荒船佐久高原 天竜奥三河 八ヶ岳中信高原 飛騨木曽川
79 代表的なカルスト地形と秋芳洞などの鍾乳洞でも有名な国定公園はどれか。 秋吉台 剣山 室戸阿南海岸 石鎚
80 太平洋の怒涛が打ち寄せる岬一帯は南国気分の横溢する所で、海亀の産卵地・日和佐もある国定公園はどれか。 室戸阿南海岸 秋吉台 剣山 石鎚
81 蓼科高原、白樺湖、霧ヶ峰、美ヶ原などがある国定公園はどれか。 八ヶ岳中信高原 天竜奥三河 妙義荒船佐久高原 飛騨木曽川
82 中国山地の東端にあって、スキー客も多く訪れる国定公園はどれか。 氷ノ山後山那岐山 比婆道後帝釈 西中国山地 北長門海岸
83 次のうちわが国で最も新しく指定された国定公園はどれか。 暑寒別天売焼尻 早池峰 九州中央山地 日高山脈襟裳
84 東京湾側の内房はおだやかな風景を現しているすが、太平洋に面する外房は、海食崖の多い男性的な風景を展開している国定公園はどれか。 南房総 水郷筑波 丹沢大山 明治の森・高尾
85 日本海に臨む外浦の豪壮な海食景観と、富山湾に面する内浦の柔和な沈水景観とのコントラストが特徴の国定公園はどれか。 能登半島 越前加賀海岸 男鹿 北長門海岸
86 日本最大の湖があり、滋賀県と京都府にまたがる国定公園はどれか。 琵琶湖 鈴鹿 若狭湾 室生赤目青山
87 ニホンザルが生息し、滝付近は紅葉の名所として市民に親しまれている国定公園はどれか。 明治の森・箕面 大和青垣 金剛生駒紀泉 高野竜神
88 日本三景の１つ、天橋立がある国定公園はどれか。 若狭湾 鈴鹿 室生赤目青山 琵琶湖
89 日本三大カルストのひとつである平尾台のある国定公園はどれか。 北九州 玄海 壱岐対馬 耶馬日田英彦山
90 日本三大奇勝のひとつと修験道場として名高い山と、小京都ともいわれる水郷情緒を持つ地方都市のある国定公園はどれか。 耶馬日田英彦山 北九州 玄海 壱岐対馬
91 日本の国定公園は合計いくつあるか。 56 55 57 58
92 琵琶湖に次ぐ日本第２位の大きさの湖があり、日本の代表的水郷風景を現出する国定公園はどれか。 水郷筑波 大沼 若狭湾 網走
93 フェニックスやソテツなど南国らしい風景や、「鬼の洗濯板」と呼ばれる珍しい風景が見られる国定公園はどれか。 日南海岸 九州中央山地 日豊海岸 祖母傾
94 北陸観光の中心ともいえる海食崖の東尋坊が観光ポイントの国定公園はどれか。 越前加賀海岸 男鹿 北長門海岸 能登半島
95 三重・滋賀県境を南北に連なる山脈を中心とした国定公園はどれか。 鈴鹿 若狭湾 室生赤目青山 琵琶湖
96 三重県と奈良県にまたがり、大小多数の滝がある峡谷、真言宗の古刹、そして高原で知られる国定公園はどれか。 室生赤目青山 鈴鹿 若狭湾 琵琶湖
97 山口県北部にあって、名勝地青海島があり、海食を受けた洞門や洞窟など荒海の美を楽しめる国定公園はどれか。 北長門海岸 氷ノ山後山那岐山 比婆道後帝釈 西中国山地
98 山の辺の道と柳生街道という古道を中心とした国定公園はどれか。 大和青垣 明治の森・箕面 金剛生駒紀泉 高野竜神
99 わが国第3位の大きさを誇るサロマ湖をはじめとして、大小七つの海跡湖を有する国定公園はどれか。 網走 大沼 津軽 蔵王
100 伊豆半島が本土に衝突した圧力で高まったと考えられる山地一帯を区域とする国定公園はどれか。 丹沢大山 明治の森・高尾 水郷筑波 南房総
101 一ノ目潟、二ノ目潟、三ノ目潟のマール地形（水蒸気爆発ででき、その周辺に環状丘をもたない円形の火口）の見られる国定公園はどれか。 男鹿 下北半島 津軽 早池峰
102 青森県にあって、火口原湖の湖畔に多数の小硫気孔や温泉がある国定公園はどれか。 下北半島 津軽 男鹿 栗駒
103 海岸部では海岸段丘が発達し、名山として名高い岩木山が成層火山の美しい山容を現している国定公園はどこか。 津軽 下北半島 男鹿 栗駒
104 古い神社である黄金山神社があり、しかも全島に野生のシカとサルが生息しているので、さながら天然の動物公園の観がある国定公園はどれか。 南三陸金華山 明治の森・高尾 明治の森・箕面 男鹿
105 三つの山岳群からなり、その一つに鬼首カルデラがある広大な国定公園はどれか。 栗駒 鳥海 蔵王 石鎚
106 自然性が高いためツキノワグマ、ニホンザル、カモシカ、キツネなどの大型哺乳類が多く生息している、新潟、福島両県にまたがる国定公園はどれか。 越後三山只見 鳥海 蔵王 栗駒
107 秀麗な山容をもつコニーデ火山で、東北地方を代表する名山のふもとには、象潟という特異景観が広がる国定公園はどれか。 鳥海 蔵王 栗駒 石鎚



108 絶好のスキー場を形作り、優れた冬のリゾート地であると同時に、奇岩怪石の海食風景を現している国定公園はどれか。 ニセコ積丹小樽海岸 能登半島 蔵王 日高山脈襟裳
109 中国山脈のほぼ中央に位置する山々と、その南の石灰岩の渓谷からなる国定公園はどれか。 比婆道後帝釈 氷ノ山後山那岐山 西中国山地 北長門海岸
110 氷食地形カールが20個以上もあり、原始的な森林にはヒグマ、エゾシカなどの大型哺乳類が多く生息している国定公園はどれか。 日高山脈襟裳 暑寒別天売焼尻 網走 大沼
111 名刹、鳳来寺のある鳳来寺山を有する国定公園はどれか。 天竜奥三河 妙義荒船佐久高原 八ヶ岳中信高原 飛騨木曽川
112 明治100年を記念して、大阪の箕面と一緒に指定された国定公園はどれか。 明治の森・高尾 水郷筑波 丹沢大山 南房総
113 与那覇岳一帯には亜熱帯樹林が残っており、世界的な珍鳥のノグチゲラやヤンバルクイナが生息している国定公園はどれか。 沖縄海岸 日南海岸 奄美群島 沖縄戦跡
114 青森・秋田２県にまたがるカルデラ湖と奥入瀬渓流という名勝地を有する、温泉にも恵まれた国立公園はどれか。 十和田八幡平 陸中海岸 磐梯朝日 栗駒
115 亜熱帯原生林とわが国最大のサンゴ礁景観が広がる国立公園はどれか。 西表 小笠原 足摺宇和海 西海
116 奇岩と滝、紅葉の名所である昇仙峡があり、深い渓谷美を誇る国立公園はどれか。 秩父多摩甲斐 富士箱根伊豆 小笠原 日光
117 北九州の最高峰をなす古い火山で、古くから修験道の山として有名な山は次のうちどれか。 英彦山 大峰山 羽黒山 宮之浦岳
118 九州に国立公園は何カ所あるか。 5カ所 6カ所 4カ所 3カ所
119 九州の最高峰宮之浦岳があり、韓国岳を主峰とする火山群の偉観と巨樹杉により、別天地とも形容される国立公園はどれか。 霧島屋久 西海 雲仙天草 阿蘇くじゅう
120 四万十川源流にある滑床渓谷と、怪岩奇岩の名勝・竜串海岸のある国立公園はどれか。 足摺宇和海 伊勢志摩 雲仙天草 霧島屋久
121 世界的な多島海公園で、平家滅亡など歴史と伝説にも富んだ国立公園はどれか。 瀬戸内海 吉野熊野 伊勢志摩 西海
122 層雲峡はどの国立公園に属しているか。 大雪山 釧路湿原 知床 支笏洞爺
123 大小４００に及ぶ島々が繰り広げる外洋性多島海景観を特徴とする国立公園はどれか。 西海 瀬戸内海 陸中海岸 足摺宇和海
124 出羽三山に会津富士、堰止湖である猪苗代湖のある有名な国立公園はどれか。 磐梯朝日 十和田八幡平 陸中海岸 鳥海
125 典型的大カルデラと、草千里などの火山性高原を特徴とする国立公園はどれか。 阿蘇くじゅう 霧島屋久 大山隠岐 雲仙天草
126 天人峡、愛山峡などの柱状節理の大峡谷が見られ、わが国の国立公園中、最大の面積を誇るのはどれか。 大雪山 支笏洞爺 利尻礼文サロベツ 阿寒
127 夏目漱石の小説『坊っちゃん』の舞台で、日本三古湯のひとつとしても古来有名な都市はどこか。 松山 熊本 松江 宇和島
128 日本一の高さを誇るコニーデ景観と湖と温泉でも有名な国立公園はどれか。 富士箱根伊豆 小笠原 秩父多摩甲斐 日光
129 日本最大の砂丘が含まれる国立公園はどれか。 山陰海岸 瀬戸内海 足摺宇和海 大山隠岐
130 日本最大の湿原が広がる、タンチョウヅルの繁殖地としても有名な国立公園はどれか。 釧路湿原 利尻礼文サロベツ 知床 阿寒
131 紀伊半島にあって、日本一の桜の名所、修験霊場、さらに名瀑で知られる国立公園はどれか。 吉野熊野 伊勢志摩 山陰海岸 白山
132 日本三名山のひとつがあり、高山植物の大群落も見られる国立公園はどれか。 白山 上信越高原 中部山岳 南アルプス
133 日本の最北端の宗谷岬と最南端の沖ノ鳥島との緯度差は約何度か。 25度 15度 20度 30度
134 日本には国立公園が合計いくつあるか。 28 26 27 29
135 日本の最東端に位置する島はどれか。 南鳥島 択捉島 沖ノ鳥島 与那国島
136 飛騨山脈の主要部を占め、槍ヶ岳、穂高岳など、圧倒的な山岳美を誇る国立公園はどれか。 中部山岳 上信越高原 南アルプス 白山
137 北海道東部に位置し、ヒグマやアザラシ、トドなどが生息する原始的半島景観を特徴とする国立公園はどこか。 知床 支笏洞爺 釧路湿原 阿寒
138 北海道南西部に位置し、火山とカルデラ湖と温泉が多く見られる国立公園はどれか。 支笏洞爺 阿寒 利尻礼文サロベツ 大雪山
139 北海道北西部に位置し、2つの島と対岸の原野を中心とする、高山植物の宝庫である国立公園はどれか。 利尻礼文サロベツ 釧路湿原 知床 大雪山
140 北海道にある国立公園は合計いくつか。 6 3 4 5
141 三重県に位置し、リアス式海岸、史跡、それに真珠養殖で知られる国立公園はどれか。 伊勢志摩 日光 吉野熊野 山陰海岸
142 わが国最大のカルデラ湖である屈斜路湖や、世界でも有数の透明度を誇る摩周湖、特別天然記念物マリモの生息地のある国立公園はどれか。 阿寒 知床 釧路湿原 大雪山
143 わが国２番目の高峰、北岳（3 上信越高原 193m）をはじめとする3 000ｍを越える山々が連なる、わが国を代表する山岳公園である国立公園はどれか。 中部山岳
144 世界遺産にも登録された神社仏閣をはじめとする数々の歴史的建造物と、それを取り巻く自然景観との見事な融合を特徴とする国立公園はどれか。 日光 白山 中部山岳 大雪山
145 浅間山や白根山などの活火山をはじめ、多くの火山が集まっており、わが国で2番目の大きさの、山と高原の国立公園はどれか。 上信越高原 中部山岳 南アルプス 白山
146 大小３０余の島からなる、わが国で最小の国立公園はどれか。 小笠原 富士箱根伊豆 秩父多摩甲斐 日光
147 中国地方最高峰の鐘状火山があり、歴史と伝説に包まれた諸島ならびに半島景観を誇る国立公園はどれか。 大山隠岐 瀬戸内海 足摺宇和海 山陰海岸
148 日本の最東端である南鳥島と最西端の与那国島との経度差は約何度か。 30度 20度 25度 35度
149 普賢岳を主峰とする火山群と温泉、そして上島、下島をはじめ大小120の島々からなる多島海景観にもすぐれた国立公園はどれか。 雲仙天草 瀬戸内海 西海 西表
150 伊豆七島の最南端の島はどれか。 八丈島 大島 三宅島 新島
151 鹿児島県で一番大きな島はどれか。 奄美大島 種子島 屋久島 対馬
152 周防灘に面していない県はどれか。 香川県 山口県 福岡県 大分県
153 瀬戸内海最大の島はどれか。 淡路島 小豆島 厳島 大三島
154 日本の農地の国土面積に対する割合は約何％か。 13% 3% 23% 33%
155 新潟県にあって、日本海の最大の島はどれか。 佐渡島 淡路島 小豆島 屋久島
156 日本で最も干満の差が大きくなる海はどれか。 有明海 紀伊水道 八代海 瀬戸内海
157 日本の４大島に次いで大きな島はどれか。 沖縄島 石垣島 天草下島 平戸島
158 日本の最西端の島はどれか。 与那国島 石垣島 宮古島 波照間島
159 日本最北の島はどれか。 礼文島 小豆島 利尻島 西表島
160 次のうちユネスコ世界文化遺産に登録されていないものはどれか。（その１） 松島 法隆寺 興福寺 厳島神社
161 次のうちユネスコ世界文化遺産に登録されていないものはどれか。（その２） 平安神宮 春日大社 上賀茂神社 下鴨神社
162 日本の冬に吹く季節風はどの方角からの風か。 北西 北東 南西 南東
163 次のうちユネスコ世界文化遺産に登録されているのはどれか。 二荒山神社 伊勢神宮 出雲大社 太宰府天満宮



164 氷河期以降の新しいブナ林の東アジアにおける代表的な森林として世界自然遺産に登録されている地域はどこか。 白神山地 屋久島 日光 白川郷
165 壱岐が含まれるのはどの県か。 長崎県 佐賀県 福岡県 島根県
166 近畿以西の内陸県は合計いくつあるか。 2 1 3 4
167 ソメイヨシノの開花日が一番早い地点はどれか。 高知 新潟 盛岡 長野
168 日本で最も小さい県は何県か。 香川県 鳥取県 佐賀県 富山県
169 日本で最も広い県はどれか。 岩手県 新潟県 岐阜県 福島県
170 日本の都道府県は合計いくつか。 47 46 48 49
171 秋吉台の地形はどれか。 カルスト 三角州 千枚田 カルデラ
172 英虞湾は次のどの地形で有名か。 溺れ谷 海食崖 カール マール
173 海跡湖でないものはどれか。 十和田湖 風蓮湖 霞ヶ浦 サロマ湖
174 火口状の凹地で直径が2 kmより大きいものを何と言うか。 カルデラ カール カルスト ラグーン
175 砂嘴でないものはどれか。 内浦湾 野付岬 戸田湾口 静岡市の三保
176 天井川にあてはまるものはどれか。 神通川 大井川 淀川 四万十川
177 リアス式海岸でないものはどれか。 九十九里浜 三陸海岸南部 若狭湾岸 日豊海岸
178 陸繋島でないものはどれか。 小豆島 潮岬 志賀島 函館山
179 旧城下町でないのはどれか。 新潟市 甲府市 金沢市 津市
180 県庁所在地はどれか。 高松市 栃木市 下関市 北九州市
181 静岡県下田市とほぼ同じ緯度上にあるのはどれか。 浜田市 熊野市 高知市 中津市
182 政令指定都市でないものはどれか。 前橋市 大阪市 さいたま市 仙台市
183 日本の県の中で最も人口が少ないのはどれか。 鳥取県 福井県 香川県 島根県
184 七夕祭りで有名な東北地方の市はどれか。 仙台市 青森市 秋田市 山形市
185 次の都市で１２月の平均降水量が200mmより多いのはどれか。 新潟 旭川 長野 浜田
186 次の都市で平均的な年間降水量が1000mm前後なのはどれか。 松本 東京 大阪 京都
187 次の中で、人口が一番多い都市はどれか。 横浜市 大阪市 広島市 名古屋市
188 栃木県の県庁所在地はどれか。 宇都宮市 栃木市 小山市 佐野市
189 どんたくという祭で有名な九州の市はどれか。 福岡市 別府市 熊本市 長崎市
190 鳥取県にあって、ラジウム含有量日本一を誇る温泉はどれか。 三朝温泉 東山温泉 山中温泉 登別温泉
191 日本で最も北にある市はどれか。 稚内市 北見市 名寄市 網走市
192 よく霧が発生し、数多くの古墳が残っている広島県北東部の市はどれか。 三次市 福山市 三原市 呉市
193 青森県にある半島は、下北半島、夏泊半島と、もう一つはどれか。 津軽半島 牡鹿半島 房総半島 丹後半島
194 九州南端は大きな２つの半島が南に伸びているが、西側の半島はどれか。 薩摩半島 東松浦半島 西彼杵半島 渥美半島
195 九州にあって、瀬戸内海に突き出た半円形の半島はどれか。 国東半島 糸島半島 知多半島 三浦半島
196 桜島はどこにあるか。 大隅半島 薩摩半島 島原半島 長崎半島
197 三陸海岸最南端の半島はどれか。 牡鹿半島 男鹿半島 伊豆半島 房総半島
198 宍道湖や中海がある半島はどれか。 島根半島 佐田岬半島 島原半島 西彼杵半島
199 瀬戸内海に面する愛媛県の半島はどれか。 高縄半島 津軽半島 島原半島 亀田半島
200 知多半島とともに三河湾を囲んでいる半島はどれか。 渥美半島 志摩半島 伊豆半島 能登半島
201 津軽半島と下北半島の間にある半島はどれか。 夏泊半島 松前半島 大隅半島 薩摩半島
202 東京湾と相模湾の間にある半島はどれか。 三浦半島 房総半島 宇土半島 高縄半島
203 日本海側にある半島はどれか。 積丹半島 根室半島 知床半島 亀田半島
204 小豆島にあって、奇岩怪石がいたるところにあり、瀬戸内海が一望できるのはどれか。 寒霞溪 耶馬渓 昇仙峡 長門峡
205 日本海に突き出ている最大の半島はどれか。 能登半島 積丹半島 島根半島 男鹿半島
206 日本海に面していない半島はどれか。 牡鹿半島 津軽半島 丹後半島 男鹿半島
207 東西２つの火山が複合した山体で、南部富士とも呼ばれるのはどれか。 岩手山 岩木山 榛名山 由布岳
208 日本の最東端の半島はどれか。 根室半島 松前半島 渡島半島 知床半島
209 三重県、奈良県、和歌山県にまたがる、日本で最大の半島はどれか。 紀伊半島 志摩半島 丹後半島 能登半島
210 静岡県の駿河湾の西の入り口はどれか。 御前崎 野島崎 石廊崎 珠洲岬
211 島根半島の西端はどれか。 日御碕 地蔵崎 経ヶ岬 越前岬
212 津軽半島にある岬はどれか。 龍飛崎 襟裳岬 潮岬 室戸岬
213 土佐湾の西の入り口は足摺岬だか、東の入り口はどれか。 室戸岬 佐賀関半島 佐田岬 高縄半島
214 日本の最北端の岬は何岬か。 宗谷岬 尻屋崎 野寒布岬 竜飛崎
215 根室半島の最東端は何岬か。 納沙布岬 白神岬 大間崎 恵山岬
216 北緯40度モニュメントがある岬はどれか。 入道崎 襟裳岬 犬吠埼 大間崎
217 阿寒三湖でないものはどれか。 支笏湖 屈斜路湖 阿寒湖 摩周湖
218 カルデラ湖でないのはどれか。 琵琶湖 屈斜路湖 洞爺湖 摩周湖
219 日本で2番目に広い湖は次のうちどれか。 霞ヶ浦 サロマ湖 琵琶湖 十和田湖



220 日本で最深の湖はどれか。 田沢湖 洞爺湖 池田湖 摩周湖
221 日本で最大の湖はどれか。 琵琶湖 支笏湖 霞ヶ浦 十和田湖
222 富士五湖中、最大の湖はどれか。 山中湖 本栖湖 河口湖 精進湖
223 北海道で最大の湖はどれか。 サロマ湖 能取湖 風蓮湖 網走湖
224 岩木山の別名は次のうちどれか。 津軽富士 南部富士 伯耆富士 会津富士
225 蝦夷富士の正式名称はどれか。 羊蹄山 大雪山 有珠山 昭和新山
226 錦江湾の入り口にあり、薩摩富士と呼ばれるのはどれか。 開聞岳 鳥海山 由布岳 阿蘇山
227 九州最高峰の山はどれか。 宮之浦岳 阿蘇山 久住山 英彦山
228 四国地方最高峰の山はどれか。 石鎚山 氷ノ山 剣山 琴平山
229 信濃富士と呼ばれているのはどれか。 黒姫山 男体山 大山 開聞岳
230 世界最大規模のカルデラを持つ山はどれか。 阿蘇山 富士山 乗鞍岳 蔵王山
231 中国地方の最高峰はどれか。 大山 三瓶山 那岐山 道後山
232 出羽三山でないものはどれか。 白山 羽黒山 月山 湯殿山
233 出羽富士の正式名称はどれか。 鳥海山 磐梯山 月山 湯殿山
234 東北地方の中央部を南北に走る山脈はどれか。 奥羽山脈 白神山地 越後山脈 北上高地
235 日本三名山でないものはどれか。 石鎚山 立山 白山 富士山
236 日本で3番目に高い山はどれか。 奥穂高岳 鳥海山 大山 北岳
237 北海道最高峰の山はどれか。 旭岳 羊蹄山 有珠山 昭和新山
238 三重県と滋賀県境の山脈はどれか。 鈴鹿山脈 丹波高地 比良山地 伊吹山地
239 大和三山でないものはどれか。 那智山 耳成山 畝傍山 天香具山
240 槍ヶ岳があるのはどの山脈か。 飛騨山脈 木曽山脈 赤石山脈 日高山脈
241 対馬海流の支流が流れている、日本と樺太の間にある海峡は何か。 宗谷海峡 大隈海峡 間宮海峡 関門海峡
242 本州東北地方沖合にまで南下してくる寒流はどれか。 千島海流 リマン海流 日本海流 対馬海流
243 本州と北海道の間の海峡はどれか。 津軽海峡 対馬海峡 関門海峡 宗谷海峡
244 日本の夏に吹く季節風はどの方角からの風か。 南東 北西 北東 南西
245 オリーブで有名な瀬戸内海の島はどれか。 小豆島 淡路島 大三島 青海島
246 日本海に浮かぶ、ほぼ正円形の島はどれか。 利尻島 奥尻島 礼文島 三宅島
247 芋を海水で洗って食べる猿が生息することで有名な無人島はどれか。 幸島 屋久島 種子島 青島
248 東西６km、南北３kmの、鳥羽湾で最も大きい島はどれか。 答志島 淡路島 竹生島 石垣島
249 巨木の杉や猿で有名な、国立公園の中にある島はどれか。 屋久島 蕪島 能登島 西表島
250 タマネギ栽培で有名な島はどれか。 淡路島 石垣島 答志島 経島
251 ウミネコの繁殖地として、国の天然記念物に指定されている島はどれか。 経島 佐渡島 大島 小豆島
252 熊本県西部に位置し、大小150余りの島々から成る諸島はどれか。 天草諸島 伊豆諸島 五島列島 隠岐諸島
253 長崎市の西方約１００キロの位置にあるのはどれか。 五島列島 対馬 壱岐 青海島
254 リアス式海岸が連なる国定公園に含まれる島はどれか。 金華山 礼文島 八丈島 青島
255 南北二島に分かれている長崎県の島はどれか。 対馬 壱岐 屋久島 種子島
256 根室半島の付け根にある、オオハクチョウの飛来で有名な湖はどれか。 風蓮湖 摩周湖 阿寒湖 洞爺湖
257 世界トップレベルの透明度を誇る湖はどれか。 摩周湖 池田湖 檜原湖 琵琶湖
258 周囲57kmで、湖心に中島を浮かべるカルデラ湖はどれか。 屈斜路湖 宍道湖 野尻湖 浜名湖
259 特別天然記念物のまりもで有名な湖はどれか。 阿寒湖 中海 十和田湖 田沢湖
260 青森・秋田の県境にある湖はどれか。 十和田湖 小川原湖 浜名湖 中禅寺湖
261 日本最深の湖はどれか。 田沢湖 琵琶湖 諏訪湖 池田湖
262 磐梯高原の中心にあり、裏磐梯最大の湖はどれか。 檜原湖 猪苗代湖 山中湖 本栖湖
263 磐梯山の噴火でできた淡水湖はどれか。 猪苗代湖 小川原湖 芦ノ湖 宍道湖
264 男体山の麓に広がる周囲28kmの湖はどれか。 中禅寺湖 諏訪湖 サロマ湖 洞爺湖
265 山陰地方にあって、淡水と海水が混じりあった汽水湖はどれか。 宍道湖 風蓮湖 琵琶湖 池田湖
266 群馬県の中央に位置する火口原湖はどれか。 榛名湖 猪苗代湖 琵琶湖 浜名湖
267 長野県にあって、ナウマン象の骨で有名な湖はどれか。 野尻湖 摩周湖 山中湖 池田湖
268 日本第2位の面積を持つ淡水湖で、水郷筑波国定公園にある湖はどれか。 霞ヶ浦 芦ノ湖 西湖 中海
269 周囲約20km、信州最大の湖はどれか。 諏訪湖 琵琶湖 池田湖 屈斜路湖
270 西湖の北東に位置する、富士五湖観光の中心的な湖はどれか。 河口湖 本栖湖 山中湖 精進湖
271 ウナギの養殖で有名な、静岡県にある湖はどれか。 浜名湖 中禅寺湖 琵琶湖 檜原湖
272 金沢市の北側、能登半島の付け根の部分に位置する海跡湖はどれか。 河北潟 河口湖 摩周湖 小川原湖
273 若狭湾国定公園に属している湖はどれか。 三方五湖 琵琶湖 宍道湖 池田湖
274 京阪神地域の水源として利用されてきた湖はどれか。 琵琶湖 田沢湖 三方五湖 河北潟
275 島根県と鳥取県にまたがる全国第５位の広さを有する天然湖はどれか。 中海 十和田湖 池田湖 宍道湖



276 九州の南端、薩摩半島にあるカルデラ湖はどれか。 池田湖 檜原湖 芦ノ湖 榛名湖
277 有珠山の北麓に位置するカルデラ湖はどれか。 洞爺湖 支笏湖 阿寒湖 サロマ湖
278 下北半島の付け根にある、青森県で面積が最大の湖はどれか。 小川原湖 十和田湖 田沢湖 猪苗代湖
279 日本のブナの自生北限地がある半島はどれか。 渡島半島 知床半島 積丹半島 下北半島
280 根室半島とともにオホーツク海に突き出ている半島はどれか。 知床半島 渡島半島 房総半島 松前半島
281 津軽海峡を挟んで津軽半島と向き合う半島はどれか。 松前半島 国東半島 亀田半島 糸島半島
282 日本三大霊場である恐山のある半島はどれか。 下北半島 紀伊半島 知多半島 薩摩半島
283 渡島半島から太平洋側に分岐している半島はどれか。 亀田半島 津軽半島 夏泊半島 松前半島
284 北海道西南沖にある島はどれか。 奥尻島 小豆島 三宅島 経島
285 三浦半島とともに東京湾を囲む半島はどれか。 房総半島 紀伊半島 能登半島 牡鹿半島
286 秋田県の中西部にある半島はどれか。 男鹿半島 三浦半島 島根半島 薩摩半島
287 相模湾と駿河湾に挟まれた半島はどれか。 伊豆半島 房総半島 三浦半島 知多半島
288 常滑市がある、伊勢湾に面した半島はどれか。 知多半島 紀伊半島 志摩半島 丹後半島
289 リアス式海岸の国立公園としても有名な半島はどれか。 志摩半島 島根半島 知床半島 大隅半島
290 京都府北部にある半島はどれか。 丹後半島 薩摩半島 高縄半島 宇土半島
291 豊後水道に突き出た、瀬戸内海と宇和海の両方に面した半島はどれか。 佐田岬半島 高縄半島 国東半島 島根半島
292 玄界灘に面した、棚田で有名な佐賀県の半島はどれか。 東松浦半島 積丹半島 亀田半島 能登半島
293 福岡県の西端で玄海国定公園内にある半島はどれか。 糸島半島 大隅半島 下北半島 牡鹿半島
294 雲仙岳のある半島はどれか。 島原半島 長崎半島 西彼杵半島 宇土半島
295 東は大村湾、北は佐世保湾に面している半島はどれか。 西彼杵半島 長崎半島 糸島半島 志摩半島
296 九州本土で、最も南に位置する半島はどれか。 大隅半島 島原半島 薩摩半島 西彼杵半島
297 有明海と八代海の間に細く伸びた半島はどれか。 宇土半島 島原半島 渥美半島 知多半島
298 青森県にある、ウミネコで有名な陸続きの島はどれか。 蕪島 夏泊半島 男鹿半島 牡鹿半島
299 中央に三原山を持つ島はどれか。 大島 能登島 佐渡島 対馬
300 北海道で２番目に長い川はどれか。 天塩川 石狩川 十勝川 釧路川
301 オホーツク海に流れ込む川はどれか。 網走川 十勝川 石狩川 沙流川
302 太平洋に流れ込む川はどれか。 十勝川 天塩川 石狩川 岩木川
303 上流に神居古潭の渓谷があるのはどれか。 石狩川 網走川 釧路川 天塩川
304 下流にサロベツ原野があるのはどれか。 天塩川 網走川 石狩川 十勝川
305 北海道帯広市を流れる川はどれか。 十勝川 石狩川 天塩川 網走川
306 北海道旭川市を流れる川はどれか。 石狩川 天塩川 網走川 十勝川
307 屈斜路湖を水源とする川はどれか。 釧路川 十勝川 天塩川 石狩川
308 流域にアイヌ文化の中心地、平取町があるのはどれか。 沙流川 釧路川 十勝川 石狩川
309 河跡湖である三日月湖がたくさん見られるのはどれか。 石狩川 天塩川 網走川 沙流川
310 津軽平野を流れる川はどれか。 岩木川 米代川 馬淵川 奥入瀬川
311 十和田湖を水源とする川はどれか。 奥入瀬川 米代川 馬淵川 岩木川
312 下流域に能代平野があるのはどれか。 米代川 岩木川 雄物川 北上川
313 下流域に秋田市があるのはどれか。 雄物川 岩木川 馬淵川 北上川
314 河口付近に青森県八戸市があるのはどれか。 馬淵川 岩木川 雄物川 北上川
315 東北地方で最も長い川はどれか。 北上川 岩木川 米代川 雄物川
316 流域は秋田杉の宝庫であるのはどれか。 米代川 岩木川 北上川 馬淵川
317 山形県１県だけを流れる川はどれか。 最上川 雄物川 阿武隈川 米代川
318 河口付近に貿易都市として栄えている酒田市があるのはどれか。 最上川 阿賀野川 雄物川 阿武隈川
319 下流域に仙台平野があるのはどれか。 北上川 阿賀野川 馬淵川 雄物川
320 歌人斉藤茂吉は故郷の川を詠んだ和歌を遺したが、その川はどれか。 最上川 阿賀野川 信濃川 北上川
321 猪苗代湖を水源とするのはどれか。 阿賀野川 雄物川 信濃川 最上川
322 東北地方で２番目に長い川はどれか。 阿武隈川 北上川 雄物川 最上川
323 河口は宮城県だが、そのほとんどが福島県を流れるのはどれか。 阿武隈川 北上川 信濃川 阿賀野川
324 福島盆地を流れる川はどれか。 阿武隈川 阿賀野川 那珂川 信濃川
325 信濃川の上流なのはどれか。 千曲川 阿賀野川 那珂川 阿武隈川
326 栃木県北部の那須岳に発するのはどれか。 那珂川 利根川 信濃川 阿武隈川
327 河口が千葉県の銚子市にあるのはどれか。 利根川 荒川 多摩川 那珂川
328 東京湾に注ぐ川はどれか。 荒川 富士川 那珂川 利根川
329 坂東太郎の異名を持つのはどれか。 利根川 荒川 那珂川 多摩川
330 一部が東京都と神奈川県の境を流れるのはどれか。 多摩川 荒川 利根川 富士川
331 駿河湾に注ぐのはどれか。 富士川 多摩川 荒川 利根川



332 神奈川県中部を流れるのはどれか。 相模川 富士川 荒川 利根川
333 江戸時代、架橋が禁じられた、駿河湾に注ぐ川はどれか。 大井川 富士川 相模川 利根川
334 新潟県南部、糸魚川で日本海に注ぐのはどれか。 姫川 信濃川 黒部川 神通川
335 糸魚川・静岡構造線に沿って流れるのはどれか。 姫川 神通川 九頭竜川 信濃川
336 流域に宇奈月温泉があるのはどれか。 黒部川 神通川 庄川 姫川
337 日本一深い谷が刻まれていると言われているのはどれか。 黒部川 庄川 神通川 姫川
338 富山湾に注がないのはどれか。 九頭竜川 黒部川 神通川 庄川
339 岐阜県飛騨高地に発し、富山湾に注ぐのはどれか。 神通川 姫川 九頭竜川 信濃川
340 上流に白川郷・五箇山があるのはどれか。 庄川 九頭竜川 黒部川 神通川
341 河口付近が柱状節理で有名な東尋坊があるのはどれか。 九頭竜川 庄川 黒部川 神通川
342 長野県の諏訪湖に発し、遠州灘に注ぐのはどれか。 天竜川 大井川 富士川 相模川
343 愛知県中部を流れ、知多湾に注ぐのはどれか。 矢作川 大井川 木曽川 天竜川
344 岐阜県中央部を流れ、鵜飼で有名なのはどれか。 長良川 木曽川 天竜川 矢作川
345 長野県の伊那谷を流れるのはどれか。 天竜川 大井川 木曽川 長良川
346 中流域に恵那峡があるのはどれか。 木曽川 矢作川 天竜川 長良川
347 濃尾平野三大河川でないのはどれか。 矢作川 揖斐川 木曽川 長良川
348 断崖絶壁の奇観を呈する日本ラインという峡谷があるのはどれか。 木曽川 長良川 揖斐川 天竜川
349 現存最古の天守閣を持つ犬山城が見下ろすのはどれか。 木曽川 長良川 天竜川 揖斐川
350 周囲が堤防で囲まれている土地、輪中があるのはどれか。 揖斐川 庄川 九頭竜川 矢作川
351 支流に飛騨川を持つのはどれか。 木曽川 長良川 矢作川 揖斐川
352 川下りで有名で、京都の嵐山からは桂川となるのはどれか。 保津川 揖斐川 九頭竜川 淀川
353 伊吹山に発し、琵琶湖に注ぐ川で、古戦場としても有名なのはどれか。 姉川 揖斐川 安曇川 淀川
354 琵琶湖から流れ出る唯一の川はどれか。 瀬田川 愛知川 保津川 揖斐川
355 日本の国土面積は、世界192ヶ国の中で第何位か。 60位 20位 40位 80位
356 北海道東岸と国後島との間の海峡はどれか。 根室海峡 対馬海峡 豊予海峡 宗谷海峡
357 旧称噴火湾はどれか。　　 内浦湾 石狩湾 陸奥湾 函館湾
358 佐渡島を大佐渡と小佐渡を分ける国中平野の東岸にある湾はどれか。 両津湾 七尾湾 宿毛湾 真野湾
359 蜃気楼の見える日本海岸の湾はどれか。 富山湾 敦賀湾 大村湾 若狭湾
360 茨城県大洗岬から千葉県犬吠埼にわたる弧状海岸の東方海域はどれか。 鹿島灘 駿河湾 響灘 豊後水道
361 静岡県西部、渥美半島先端の伊良湖岬から御前崎に至る地方の沖合い一帯はどれか。 遠州灘 熊野灘 駿河湾 敦賀湾
362 渥美半島と知多半島に囲まれた湾をどれか。 三河湾 敦賀湾 伊勢湾 相模湾
363 志摩半島南端にあり、典型的なリアス式海岸で、真珠養殖で有名な湾はどれか。 英虞湾 尾鷲湾 的矢湾 知多湾
364 大阪湾と播磨灘を区切る瀬戸内海の水道はどれか。 明石海峡 豊後水道 紀伊水道 熊野灘
365 四国と淡路島の間にある海峡で、うず潮で知られる海峡はどれか。 鳴門海峡 関門海峡 来島海峡 友ヶ島海峡
366 典型的なリアス式海岸のひとつで、佐田岬半島の南、豊後水道に面する海域はどれか。 宇和海 響灘 播磨灘 大隈海峡
367 瀬戸内海最西部の海域で、瀬戸内海にある灘のうち海域が最大のものはどれか。 周防灘 水島灘 播磨灘 伊予灘
368 国東・佐賀関両半島の間にある湾はどれか。 別府湾 臼杵湾 博多湾 橘湾
369 豊後水道西側の湾で、ウィリアム・アダムスやヤン・ヨーステンが漂着したことで有名な湾はどれか。 臼杵湾 佐伯湾 博多湾 島原湾
370 玄界灘に面する湾で、志賀島と海の中道の砂州が防波堤の役目を果たす湾はどれか。 博多湾 鹿児島湾 大村湾 宿毛湾
371 九州と天草諸島の間にある内海で別名不知火海と呼ばれるものはどれか。 八代海 橘湾 鹿児島湾 志布志湾
372 積丹半島基部にある、銭函海水浴場がある湾はどれか。 石狩湾 内浦湾 函館湾 厚岸湾
373 青森県北部にある湾で、はくちょうの渡来地でもある夏泊半島に面する湾はどれか。 陸奥湾 小泊湾 戸賀湾 吉浜湾
374 牡鹿半島・金華山・多賀城跡などが付近にある湾はどれか。 仙台湾 大船渡湾 小浜湾 宮古湾
375 三浦半島南端の城ヶ島と真鶴岬を結ぶ線以北の海域はどれか。 相模湾 東京湾 相模灘 駿河湾
376 紀伊半島南端の潮岬から志摩半島大王崎に至る海域はどれか。 熊野灘 遠州灘 伊勢湾 紀伊水道
377 若狭湾の中で、天橋立がある湾はどれか。 宮津湾 舞鶴湾 美浜湾 小浜湾
378 瀬戸内海のほぼ中央部、香川県西部と四国北岸に囲まれた海域はどれか。 燧灘 土佐湾 伊予灘 宇和島湾
379 今治市と大島の間にある水道はどれか。 来島海峡 豊後水道 紀伊水道 鳴門海峡
380 日南海岸国定公園に属し、熱帯植物が自生する枇榔島がある湾はどれか。 志布志湾 宿毛湾 伊万里湾 橘湾
381 青森県全域と岩手県二戸郡を占める地域の旧国名はどれか。 陸奥 陸中 羽後 陸前
382 岩手県の南東端を除く全域と秋田県の一部を占める旧国名はどれか。 陸中 陸奥 岩代 陸前
383 佐渡島を除く新潟県全域を占める旧国名はどれか。 越後 越前 越中 常陸
384 岐阜県北部を占める旧国名はどれか。 飛騨 美濃 尾張 丹後
385 千葉県南端部を占める旧国名はどれか。 安房 下総 武蔵 上総
386 山梨県全域を占める旧国名はどれか。 甲斐 美作 上野 美濃
387 静岡県西部を占める旧国名はどれか。 遠江 山城 駿河 近江



388 兵庫県北部を占める旧国名はどれか。 但馬 山城 播磨 摂津
389 鳥取県西部を占める旧国名はどれか。 伯耆 出雲 備中 因幡
390 福岡県東半部と大分県北部を占める旧国名はどれか。 豊前 豊後 肥前 肥後
391 日本海に面する温泉郷。開湯から1 越後湯沢 400年の長い歴史を持ち、山陰海岸国立公園に属するのはどれか。 城崎 皆生
392 日本最古の温泉として知られ、夏目漱石の小説の舞台ともなったのはどれか。 道後 有馬 登別 別府
393 八甲田山麓にあり、300年の歴史を持つ東北の秘湯はどれか。 酸ヶ湯 定山渓 浅虫 銀山
394 自噴泉の総湧出量は日本一。ドイツ人ベルツ博士によって世界に紹介された温泉はどれか。 草津 別府 熱海 箱根湯本
395 伯耆富士の異称を持つ山は何県にあるか。 鳥取県 島根県 広島県 岡山県
396 榛名山の中腹にあり、石段の両側に大小の宿がならぶ温泉地はどれか。 伊香保 鬼怒川 万座 熱海
397 北海道にあり、温泉の種類の多さと豊富な湯量、東洋一の大浴場などで有名なものはどれか。 登別 層雲峡 定山渓 支笏湖
398 北海道にあり、海に面した温泉で、宿の窓から見えるイカ釣りの漁り火が美しいものはどれか。 湯ノ川 登別 下風呂 境
399 日本には宿泊施設のある温泉地はだいたいどのくらいあるか。 400カ所 1 2 400カ所
400 福島県にあって、日本で４番目に広い湖はどれか。 猪苗代湖 十和田湖 宍道湖 サロマ湖
401 日本で最も西にある国立公園はどれか。 西表 霧島屋久 小笠原 西海
402 加賀温泉郷に属していないものはどれか。 湯涌 片山津 山代 山中
403 日本で最も北にある国立公園はどれか。 利尻礼文 阿寒 大雪山 知床
404 本州で最も北にある国立公園はどれか。 十和田八幡平 陸中海岸 磐梯朝日 日光
405 東京都に属する国立公園はいくつあるか。 ３つ ２つ ４つ ５つ
406 樹氷とスキーで知られる高原の温泉地はどれか。 蔵王 登別 美ヶ原 湯ノ川
407 層雲峡があるのはどれか。 北海道 青森県 秋田県 岩手県
408 紀伊山地の大台ヶ原山に発し、伊勢神宮の近くを流れるのはどれか。 宮川 瀬田川 淀川 由良川
409 ほぼ中央構造線に沿って東流し、松阪市東部で伊勢湾に入るのはどれか。 櫛田川 由良川 愛知川 宮川
410 上流の奈良県側は吉野川と呼ばれるのはどれか。 紀ノ川 櫛田川 宮川 淀川
411 京都府南部を流れる木津川を支流に持つのはどれか。 淀川 宮川 由良川 櫛田川
412 和歌山県中北部を流れる川で、下流域はミカンの栽培で有名なのはどれか。 有田川 淀川 熊野川 紀ノ川
413 和歌山県中部を流れ、御坊市の南部で紀伊水道に注ぐのはどれか。 日高川 有田川 紀ノ川 熊野川
414 支流に瀞八丁で有名な北山川を持つのはどれか。 熊野川 有田川 日高川 紀ノ川
415 河口付近は和歌山県東端の新宮市があるのはどれか。 熊野川 日高川 櫛田川 宮川
416 京都府中部を流れ、若狭湾に注ぐのはどれか。 由良川 円山川 安曇川 有田川
417 紀伊山地を縦断する十津川を支流に持つのはどれか。 熊野川 紀ノ川 有田川 櫛田川
418 兵庫県北部を流れ、下流沿いに城崎温泉があるのはどれか。 円山川 千代川 由良川 市川
419 兵庫県南西部を流れ、流域に小京都の龍野市があるのはどれか。 揖保川 由良川 加古川 武庫川
420 河口付近には日本最大の鳥取砂丘があるのはどれか。 千代川 揖保川 市川 由良川
421 岡山県北部に発し、勝山盆地、岡山平野を流れるのはどれか。 旭川 高梁川 揖保川 市川
422 岡山県西部を流れ、倉敷市で瀬戸内海に注ぐのはどれか。 高梁川 旭川 千代川 日野川
423 鳥取県西部を流れ、河口付近に皆生温泉があるのはどれか。 日野川 由良川 斐伊川 千代川
424 広島県東部、福山平野を流れる川はどれか。 芦田川 斐伊川 日野川 千代川
425 島根県の宍道湖に注ぐ川はどれか。 斐伊川 千代川 高梁川 日野川
426 中国地方第１の川で、島根県江津市で日本海に注ぐのはどれか。 江川 日野川 斐伊川 旭川
427 広島県北東部、三次盆地で３つの支流を集めて流れる川はどれか。 江川 芦田川 高梁川 太田川
428 河口にデルタを形成し、そこが広島市となっている川はどれか。 太田川 江川 高梁川 斐伊川
429 広島県西部を流れ、支流には特別名勝の三段峡があるのはどれか。 太田川 斐伊川 江川 錦川
430 島根県西部を流れ、益田市で日本海に注ぐのはどれか。 高津川 江川 太田川 錦川
431 山口県東部を流れ、岩国川とも言い、下流に錦帯橋がかかるのはどれか。 錦川 高津川 芦田川 太田川
432 名勝の長門峡を通り、河口付近が萩市であるのはどれか。 阿武川 錦川 江川 太田川
433 「四国三郎」の異名を持ち、中央構造線に沿って東流する長さ194kmの川はどれか。 吉野川 重信川 那賀川 物部川
434 愛媛県中部、松山平野を西に流れるのはどれか。 重信川 仁淀川 四万十川 物部川
435 剣山に発し、徳島県南東部を流れるのはどれか。 那賀川 物部川 四万十川 吉野川
436 高知県西部、小京都として知られる市を流れるのはどれか。 四万十川 重信川 那賀川 仁淀川
437 石鎚山に発し、高知平野の西端で土佐湾に注ぐのはどれか。 仁淀川 四万十川 吉野川 那賀川
438 上流に大歩危、小歩危の峡谷があるのはどれか。 吉野川 仁淀川 那賀川 物部川
439 高知平野東部を経て、土佐湾に注ぐのはどれか。 物部川 仁淀川 四万十川 那賀川
440 鵜飼で知られる愛媛県大洲市を経て、伊予灘に注ぐのはどれか。 肱川 吉野川 四万十川 重信川
441 大分県北西部を流れ、耶馬渓の景勝で知られるのはどれか。 山国川 遠賀川 筑後川 大野川
442 祖母傾山地に発し、大分平野から別府湾に注ぐのはどれか。 大野川 五ヶ瀬川 遠賀川 山国川
443 熊本・大分・福岡・佐賀の４県を流れる九州第１の川はどれか。 筑後川 大野川 白川 遠賀川



444 小京都の日田市を流れるのはどれか。 筑後川 五ヶ瀬川 遠賀川 山国川
445 九州の穀倉地帯である筑紫平野を流れるのはどれか。 筑後川 五ヶ瀬川 白川 山国川
446 干満の差が日本で最も大きい有明海を河口とするのはどれか。 筑後川 球磨川 山国川 遠賀川
447 熊本県中部を流れ、熊本市を貫流し、島原湾に注ぐのはどれか。 白川 五ヶ瀬川 山国川 筑後川
448 宮崎県北部を流れ、上流に名勝の高千穂峡があるのはどれか。 五ヶ瀬川 筑後川 大野川 白川
449 河口付近は宮崎県延岡市で、太平洋に注ぐのはどれか。 五ヶ瀬川 山国川 大野川 白川
450 上流の宮崎県椎葉村では峡谷を形成し、水力発電が盛んなのはどれか。 耳川 五ヶ瀬川 白川 大野川
451 熊本県南部の人吉盆地を経て、八代海に注ぐのはどれか。 球磨川 筑後川 耳川 白川
452 熊本県南部を流れる。日本有数の急流で、川下りで知られるのはどれか。 球磨川 大淀川 川内川 一ツ瀬川
453 宮崎県中部を東流。西都市を経て、太平洋に注ぐのはどれか。 一ツ瀬川 球磨川 川内川 大淀川
454 宮崎県中部を東流。宮崎市を経て、太平洋に注ぐのはどれか。 大淀川 球磨川 川内川 一ツ瀬川
455 伊豆諸島の中で、ほぼ円形の島はどれか。 三宅島 大島 八丈島 経島
456 島根半島の北方約40km沖の海上にあるのはどれか. 隠岐諸島 五島列島 西表島 与那国島
457 しまなみ海道に含まれる島はどれか。 大三島 石垣島 青島 淡路島
458 山口県の北西部、北長門海岸国定公園の中心に位置する島はどれか。 青海島 種子島 蕪島 大島
459 福岡県沖と対馬の中間に位置し、玄界灘に浮かぶのはどれか。 壱岐 三宅島 五島列島 天草諸島
460 石川県七尾湾に浮かぶ島はどれか。 能登島 屋久島 佐渡島 淡路島
461 宮崎市南部に位置し、「鬼の洗濯板」で有名な島はどれか。 青島 幸島 対馬 壱岐
462 佐多岬の南東40kmの海上に南北に長く横たわる島はどれか。 種子島 利尻島 礼文島 屋久島
463 西表島と宮古島の間に位置する島はどれか。 石垣島 与那国島 屋久島 与論島
464 珍しい動植物が生息している、沖縄県で２番目に大きな島はどれか。 西表島 与那国島 宮古島 大島
465 本州最南端の岬はどれか。 潮岬 日御碕 日ノ御崎 犬吠埼
466 日本最北端の地である岬はどれか。 宗谷岬 納沙布岬 襟裳岬 野寒布岬
467 北海道稚内市にあり、天気が良ければ利尻島や礼文島も見える岬はどれか。 野寒布岬 知床岬 納沙布岬 襟裳岬
468 日高山脈が太平洋に没するところにある岬はどれか。 襟裳岬 龍飛崎 宗谷岬 大間崎
469 下北半島にある、本州最北端の岬はどれか。 大間崎 夏泊崎 尻屋崎 龍飛崎
470 大平洋と津軽海峡の荒波がぶつかりあう下北半島の東端にある岬はどれか。 尻屋崎 龍飛崎 足摺岬 佐田岬
471 能登半島の先端にある、日本海に面した岬はどれか。 珠洲岬 観音崎 犬吠埼 御前崎
472 銚子市にある、関東最東端の岬はどれか。 犬吠埼 野島崎 石廊崎 龍王崎
473 太平洋に向かって突き出した断崖絶壁が続く、伊豆半島最南端の岬はどれか。 石廊崎 潮岬 磯崎岬 都井岬
474 紀伊水道に面した、和歌山県の岬はどれか。 日ノ御埼 都井岬 日御碕 潮岬
475 四国最南端の岬はどれか。 足摺岬 室戸岬 珠洲岬 石廊崎
476 瀬戸内海と宇和海のふたつの海に囲まれた岬はどれか。 佐田岬 入道崎 野母崎 室戸岬
477 島根半島の最東端に位置する岬 はどれか。 地蔵崎 日御碕 観音崎 犬吠埼
478 日南海岸の南端にある、三方が海に囲まれた岬はどれか。 都井岬 戸崎鼻 石廊崎 宗谷岬
479 本土最南端の地であり、霧島屋久国立公園に含まれている岬はどれか。 佐多岬 地蔵埼 足摺岬 長崎鼻
480 薩摩半島最南端にあり、後方には開聞岳が見える岬はどれか。 長崎鼻 野間岬 佐多岬 都井岬
481 男鹿半島の北西にある岬はどれか。 入道崎 長崎鼻 地蔵崎 戸崎鼻
482 積丹半島の西の付け根の岩内町から南西へ、日本海伝いにのびる海岸はどれか。 雷電海岸 越前海岸 日南海岸 由良海岸
483 能登半島にある、「波の花」の名所としても有名な海岸はどれか。 曽々木海岸 碁石海岸 弓ヶ浜 雷電海岸
484 大小200以上の島々が海に浮かんでいる日本三景の一つはどれか。 松島 天橋立 宮島 屋久島
485 日本三名園の一つで、水戸藩主が造営した梅の名所はどれか。 偕楽園 三渓園 後楽園 兼六園
486 金沢市の中心部に位置する、加賀歴代藩主が造営した名園はどれか。 兼六園 後楽園 偕楽園 養翠園
487 岡山県の名所でないものはどれか。 耶馬渓 後楽園 井倉洞 津山城跡
488 広島県にある峡谷はどれか。 帝釈峡 昇仙峡 古座峡 長門峡
489 日本最大のカルスト台地にある鍾乳洞はどれか。 秋芳洞 井倉洞 龍泉洞 龍河洞
490 紫雲山を借景にした、香川県にある特別名勝の庭園はどれか。 栗林公園 兼六園 後楽園 六義園
491 鳥海山の大噴火によって誕生したものはどれか。 象潟 十和田湖 蘇洞門 八郎潟
492 福島県にある名勝はどれか。 阿武隈洞 奥入瀬渓流 面河渓 臼杵石仏
493 山口県にあって、錦川にかかる五つに連なるアーチ型の橋はどれか。 錦帯橋 日本橋 眼鏡橋 猿橋
494 日本全体の湿地面積の60％を占める国内最大の湿原はどれか。 釧路湿原 雨竜沼湿原 乗鞍岳湿原 八甲田山湿原群
495 3.6kmの砂州に松が並んでいる、日本三景の一つはどれか。 天橋立 蘇洞門 松島 宮島
496 福井県の名勝はどれか。 東尋坊 玄武洞 黒部峡谷 長瀞
497 伊勢湾の南西にある海岸はどれか。 二見浦 須磨浦 和歌浦 勝浦
498 大分県にある、国宝にも指定されている名勝はどれか。 臼杵石仏 龍泉洞 香嵐渓 祖谷渓
499 富山湾に通じている峡谷はどれか。 黒部峡谷 寸又峡 昇仙峡 大杉峡谷



500 石狩川の急流に沿って断崖、奇岩怪石がみられる景勝地はどれか。 神居古潭 日本平 寝覚ノ床 厳島
501 奈良・三重・和歌山の三県にまたがる峡谷はどれか。 瀞八丁 荒川峡 長瀞 長門峡
502 木曽川沿いにある、長野県の名勝はどれか。 寝覚ノ床 鬼ノ舌震 長崎鼻 臼杵石仏
503 津軽平野に位置し、リンゴと「ねぷた」祭りで知られる小京都はどれか。 弘前 八戸 青森 三沢
504 「越中の小京都」と呼ばれ、合掌集落のある五箇山の近くにあるものはどれか。 城端 人吉 日田 酒田
505 薩摩半島に位置し、かつては島津家佐多氏の領地だった小京都はどれか。 知覧 鹿屋 枕崎 大洲
506 若狭湾中央部にある都市で、「海のある奈良」として知られる小京都はどれか。 小浜 大野 日南 日田
507 土佐湾に面した長宗我部氏ゆかりの小京都はどれか。 安芸 室戸 四万十 土佐
508 街の東部を千曲川が流れるのどかな信州の小京都はどれか。 飯山 上田 尾道 犬山
509 江戸時代は幕府直轄の天領だった土地。日本屈指の多雨地帯で木材生産地として栄えた小京都はどれか。 日田 佐伯 中津 臼杵
510 ラフカディオ・ハーンゆかりの地で、「山陰の小京都」のひとつとしても知られるのはどれか。 松江 浜田 益田 出雲
511 「小千谷ちぢみ」は次のどの県の伝統工芸品か。 新潟 福井 秋田 石川
512 有明海に面し、クリークが縦横に走る福岡県の市は次のどれか。 柳川 飯塚 小倉 直方
513 羽柴秀吉が、明智光秀と戦い勝利した古戦場は次のうちどれか。 山崎 姉川 摂津 屋島
514 水の得やすいところをつぎの中から選びなさい。 三角州 扇央部 洪積台地 砂丘
515 水の得にくいところをつぎの中から選びなさい。 洪積台地 三角州 扇端部 氾濫原
516 古来から霊山として知られ、滋賀県の最高峰はどれか。 伊吹山 比叡山 三輪山 吉野山
517 那覇の南西約300キロにあって、さとうきび栽培が盛んな島は次のどれか。 宮古島 対馬 竹富島 沖縄本島
518 佐渡島に次いで大きな島は次のどれか。 奄美大島 屋久島 種子島 喜界島
519 10月7〜9日にかけて行われる諏訪神社の例祭で、龍（蛇）踊りで有名なものはどれか。 長崎くんち どやどや おはら祭り ホーランエンヤ
520 石川県の能登半島にあって、伝統工芸の漆器で有名な市はどれか。 輪島市 糸魚川市 金沢市 魚津市
521 約10メートルもある竹竿に9本の竹を渡して46個のちょうちんを釣り下げる祭りはどれか。 竿灯祭り 大提灯祭り よさこい祭り 酒田祭り
522 面積１平方キロメートル以上の島を最も多く持っている県はどれか。 長崎県 大分県 広島県 兵庫県
523 富山県で行われる祭りはどれか。 おわら風の盆 郡上踊 姫島の盆踊り エイサー
524 日本三大夏祭りの一つで、7月24日の「鉾流し神事」で知られる祭りはどれか。 大阪の天神祭り 京都の祇園祭 江戸の山王祭 大阪の住吉大祭
525 蝦夷富士と呼ばれる山はどれか。 羊蹄山 有珠山 利尻山 岩木山
526 春秋の2回行われる祭りで、豪華な山車が主役の祭りはどれか。 高山祭り 唐津くんち 長浜曳山祭り 素隠居祭り
527 旧暦の5月4日に行われる、サバニと呼ばれる、くり舟を使った手漕ぎの競走はどれか。 ハーリー お舟祭り シャーラ船 ペーロン競漕
528 7月1〜15日に行われる櫛田神社の祭礼。12の巨大な山車が約4キロの道のりを競走する祭りはどれか。 博多祇園山笠 秩父祭り 加賀百万石祭り だんじり祭り
529 7年に一度行われる式年造営の行事である御柱祭は次のどの神社の祭礼か。 諏訪大社 伊勢神宮 出雲大社 熱田神宮
530 江戸三大祭りの一つ三社祭は、次のどの神社の祭礼か。 浅草神社 神田明神 日枝神社 亀戸天神
531 20年ごとに社殿を造り替える式年遷宮の儀式を行う神社はどれか。 伊勢神宮 出雲大社 春日大社 平安神宮
532 かつては米の二期作、今は和紙や遠洋漁業、そして促成栽培が盛んなのは次のうちどれか。 高知県 沖縄県 新潟県 　静岡県
533 水田単作地帯とスキー場で知られる、米の生産が一番多い県は次のうちどれか。 新潟県 長野県 群馬県　 秋田県
534 日本で繭の生産が一番多く、キャベツの生産も多い県は次のうちどれか。 群馬県　 千葉県 栃木県 長野県
535 日本の自給率10％以上の農作物は次のうちどれか。 米 小麦 豆類 とうもろこし
536 氷河地形の地形としてふさわしくないものは次のうちどれか。 V字谷 カール ホーン フィヨルド
537 東北以外の伝統工芸品は次のうちどれか。 村上木彫堆朱 樺細工 秀衡塗 南部鉄器
538 次の伝統工芸品と県の組み合わせのうち、間違っているものはどれか。 高知／砥部焼 井波彫刻／富山 雲州そろばん／島根 本場大島つむぎ／鹿児島

539 陸繋島でないのはどれか。 青海島 函館山 潮岬 志賀島
540 北方４島を除くと日本の面積はだいたいどのくらいか。 37万平方キロ 33万平方キロ 35万平方キロ 39万平方キロ
541 国宝の城がない都市はどれか。 熊本 松本 姫路 犬山
542 ブドウの生産が最も多いのは次のうちどれか。 山梨県 山形県 岡山県 熊本県
543 りんごの生産が最も多いのは次のうちどれか。 青森県 岩手県 山形県 長野県
544 依然として領土問題が残っている隠岐諸島北西に位置する島はどれか。 竹島 国後島 焼尻島 択捉島
545 １年を通して雨が少なく、冬も比較的温暖な気候区分に属する都市はどれか。 高松市 宮崎市 長野市 前橋市
546 長崎・佐賀・福岡・熊本４県に囲まれ、潮汐の干満差が大きいのはどれか。 有明海 八代海 大村湾 玄界灘
547 「甲信越」に含まれる県はどれか。 山梨県 千葉県 福島県 茨城県
548 大地底湖で知られる岩手県の鍾乳洞はどれか。 龍泉洞 阿武隈洞 井倉洞 龍河洞
549 日本有数の避暑地である上高地と関係のないものはどれか。 駒ヶ岳 北アルプス 大正池 信州
550 河川が山から平地へ流れる所に半円錐形に土砂が堆積して生じた土地。 扇状地 河岸段丘 地溝帯 三角州
551 起伏に富んだ陸地の沈降によって生じた、出入りの多い複雑な海岸地形。 リアス式海岸 断層海岸 岩礁海岸 砂丘海岸
552 リアス式海岸と関係のないものはどれか。 八郎潟 志摩半島 気仙沼 日向灘
553 宮城県の気候の特徴と関係のないものはどれか。 黒潮の影響 夏は多雨 冬は乾燥 やませ
554 瀬戸内式気候の特徴を表していないものはどれか。 季節風 長い凪ぎ 少雨 冬は温暖
555 日本で最も広い平野はどれか。 関東平野 札幌平野 新潟平野 濃尾平野



556 鳥取県の気候の特徴でないものはどれか。 夏は涼しい 日本海岸式気候 冬は降雪 冬は北西の風
557 内陸性気候と関係のあるものはどれか。 湿度が低い 温度の差が少ない 山間部で少雨 福井
558 白山火山帯に属する山はどれか。 雲仙岳 阿蘇山 御岳 月山
559 鳥海火山帯と関係のあるものはどれか。 出羽山地 千島列島 小笠原諸島 飛騨山脈
560 山口県に属さないものはどれか。 三段峡 松下村塾 秋吉台 錦帯橋
561 3000メートルを超える山を含まない県はどれか。 群馬県 静岡県 岐阜県 山梨県
562 白神山地を有し、男鹿のなまはげで有名な県はどれか。 秋田県 岩手県 青森県 山形県
563 九谷焼や友禅などでも有名な旧城下町はどれか。 金沢 松江 萩 松代
564 南九州に独特の、火山灰によってできた土地を何と呼ぶか。 シラス台地 カルスト地形 砂州 コニーデ
565 静岡市の有度山頂上付近一帯の景勝地はどれか。 日本平 上高地 鬼ヶ城 象潟
566 茅葺の屋根でできた、岐阜県・富山県に見られる建築様式を何と呼ぶか。 合掌造り 書院造り 数寄屋造り 寝殿造り
567 熱帯夜とは最低気温が何℃の夜を指すか。 25℃以上 21℃以上 23℃以上 27℃以上
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