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アイスランド＿Islandia (☆大西洋北方の島国，
首都レイキャビク Reykjavík). 

アイルランド＿Irlanda (☆アイルランド島南部を
占める国，首都ダブリン Dublín). 

アジア＿Asia. 
アスマラ＿Asmara (☆エリトリアの首都). 
アスンシオン＿Asunción (☆パラグアイの首都). 
アゼルバイジャン＿Azerbaiyán (☆アジアの国，
首都バクーBakú). 

アディスアベバ＿Addis Abeba (☆エチオピアの
首都). 

アテネ＿Atenas (☆ギリシャの首都). 
アデン＿Adén (☆旧南イエメンの首都). 
アフガニスタン＿Afganistán (☆アジアの国，首
都カブール Kabul). 

アフリカ＿África. 
アムステルダム＿Amsterdam (☆オランダの首
都). 

アメリカ＿América. 
アメリカ合衆国＿Estados Unidos de América 

(☆北米の国，首都ワシントンWashinton). 
アラビア＿Arabia. 
アラブ首長国連邦＿Unión de Emiratos Árabes 

(☆西アジアの国首都アブダビ Abu Dhabi). 
アルジェ＿Argel (☆アルジェリアの首都). 
アルジェリア＿Argelia (☆アフリカの国，首都ア
ルジェ Argel). 

アルゼンチン＿República Argentina (☆南米の
国，首都ブエノスアイレス Buenos Aires). 

アルバニア＿Albania (☆バルカン半島の国，
首都ティラナ Tirana). 

アルマ・アタ＿Alma Atá (☆カザフスタンの首
都). 

アルメニア＿Armenia (☆アジアの国，首都エレ
バン Ereván). 

アンカラ＿Ankara (☆トルコの首都). 
アンゴラ＿Angola (☆アフリカの国，首都ルアン
ダ Luanda). 

アンティグア・バーブーダ＿Antigua y Barbuda 
(☆西インド諸島の国，首都セントジョーンズ 
Saint John's). 

アンドラ＿Andorra (☆フランスとスペインの国境
にある国，首都アンドラ・ラ・ベッラ Andorra 
la Vella). 

イエメン国＿República de Yemen (☆アジアの
国，首都サヌア Sanaa). 

イギリス＿Inglaterra (☆ヨーロッパの国，首都ロ
ンドン Londres). 

イスラエル＿Israel (☆アジアの国，首都エルサ
レム Jerusalén [Belén]). 

イタリア＿Italia (☆ヨーロッパの国，首都ローマ 
Roma). 

イラク＿Iraq (☆アジアの国，首都バグダッド
Bagdad). 

イラン＿ Irán (☆アジアの国，首都テヘラン
Teherán). 

イングランド＿Inglaterra (☆グレート・ブリテン島
の南半分を占める地方). 

インド＿India, 公式名は República de India (☆
アジアの国，首都ニューデリーNueva Delhi). 

インドシナ＿Indochina (☆アジアの半島). 
インドネシア＿Indonesia (☆アジアの国，首都
ジャカルタ Yakarta). 

ウィーン＿Viena (☆オーストリアの首都). 
ウェールズ＿Gales (☆英国のの地域). 
ウガンダ＿Uganda (☆アフリカの国，首都カン
パラ Kampala). 

ウクライナ＿Ucrania (☆ヨーロッパの国，首都キ
エフ Kiev). 

ウズベキスタン＿Uzbekistan (☆中央アジアの
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国，首都タシケント Tashkent). 
ウランバートル＿Ulán Bator (☆モンゴル国の首
都). 

ウルグアイ＿Urugya, 公式名は República 
Oriental del Uruguay (☆南アメリカの国，首
都モンテビデオMontevideo). 

えいこく【英国】＿Reino Unido, Inglaterra (☆ヨ
ーロッパの国，首都ロンドン Londres). 

えいれんぽう【英連邦】＿Gran Bretaña. 
エクアドル＿República del Ecuador (☆南アメリ
カの国，首都キト Quito). 

エジプト＿Egipto (☆アフリカの国，首都カイロ 
El Cairo). 

エストニア＿Estonia (☆北ヨーロッパの国，首都
タリン Tallinn). 

エチオピア＿Etiopía (☆アフリカの国，首都ア
ジスアベバ Addis Abeba). 

エリトリア＿Eritrea (☆アフリカの国，首都アスマ
ラ Asmara). 

エルサルバドル＿República de El Salvador (☆
中央アメリカの国，首都サンサルバドル San 
Salvador). 

エルサレム＿Jerusalén (☆イスラエルの首都). 
エレバン＿Ereván（アルメニアの首都). 
おうしゅうれんごう【欧州連合】＿Unión Europea. 
オーストラリア連邦＿Australia (☆オーストラリア
大陸と付近の島々から成る国，首都キャン

ベラ Canberra). 
オーストリア＿Austria (☆ヨーロッパの国，首都
ウィーン Viena). 

オスロ＿Oslo (☆ノルウェーの首都). 
オセアニア＿Oceanía,. 
オタワ＿Ottawa (☆カナダの首都). 
オマーン国＿Sultanato de Omán (☆西アジアの
アラブ首長国，首都マスカットMascate). 

オランダ＿Holanda，Países Bajos (☆ヨーロッパ
の国，首都アムステルダム Amsterdam). 

ガーナ＿Ghana (☆アフリカの国，首都アクラ
Accra). 

ガイアナ＿Guyana (☆南アメリカの国，首都ジョ
ージタウン Georgetown). 

カイロ＿El Cairo (☆エジプトの首都). 
カザフスタン＿Kazajstán (☆アジアの国，首都
アルマ・アタ Alma Atá). 

カタール＿Qatar (☆アジアの国，首都ドーハ
Doha). 

カトマンズ＿Katmandú (☆ネパールの首都). 
カナダ＿Canadá (☆北アメリカの国，首都オタワ

Ottawa). 

カブール＿Kabul (☆アフガニスタンの首都). 
カボベルデ＿Cabo Verde (☆アフリカ大陸西岸
沖の国，首都プライア Praia). 

ガボン＿Gabón (☆アフリカの国，首都リーブル
ビル Libreville). 

カメルーン＿Camerún (☆アフリカの国，首都ヤ
ウンデ Yaoundé). 

カラカス＿Caracas (☆ベネズエラの首都). 
カロリン諸島＿Islas Carolinas (☆西太平洋，ミ
クロネシアの諸島). 

かんこく【韓国】＿República de Corea|koréa  
(☆アジアの国，正称は大韓民国，首都ソウ
ル Seúl). 

ガンビア＿Gambia (☆アフリカの国，首都バン
ジュール Banjul). 

カンボジア＿Camboya (☆東南アジアの国，首
都プノンペン Phnom Penh). 

キエフ＿Kiev (☆ウクライナの首都). 
きたあめりか【北アメリカ】＿Norteamérica. 
キト＿Quito (☆エクアドルの首都). 
ギニア＿Guinea (☆アフリカの国，首都コナクリ

Conakry). 

ギニアビサウ＿Guinea-Bissau (☆アフリカの国，
首都ビサウ Bissau). 

キプロス＿Chipre (☆地中海の国，首都ニコシ
ア Nicosia). 

キャンベラ＿Camberra (☆オーストラリアの首
都). 

キューバ＿Cuba, 公式名 República de Cuba 
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(☆カリブ海の国，首都ハバナ La Habana). 
ギリシャ＿Grecia (☆ヨーロッパの国，首都アテ
ネ Atenas). 

キリバス＿Kiribati (☆オセアニアの国，首都タ
ラワ Tarawa). 

グアテマラ＿República del Guatemala (☆中央
アメリカの国，首都名). 

クウェート＿Kuwait (☆西アジアの国，首都クウ
ェート Kuwait). 

グルジア＿Georgia (☆アジアの国，首都トビリ
シ Tbilisi). 

グレナダ＿Granada (☆小アンティール諸島の
国，首都セントジョージス Saint George's). 

クロアチア＿Croacia (☆ヨーロッパの国，首都
ザグレブ Zagreb). 

ケニア＿Kenia (☆アフリカの国). 
コート・ジボアール＿Costa de Marfil (☆象牙海
岸 ， ア フ リ カ の 国 ， 首 都 ヤ ム ス ク ロ

Yamoussoukro). 

コスタリカ＿República de Costa Rica  (☆中央
アメリカの国，首都サンホセ San José). 

コペンハーゲン＿Copenhague (☆デンマークの
首都). 

コモレス＿Comores (☆アフリカ東部，インド洋
の国，首都モロニMoroni). 

コロンビア＿República de Colombia (☆南アメリ
カの国，首都 Bogotá). 

コンゴ共和国＿Republica de Congo (☆アフリカ
の国，首都ブラザビル Brazzaville). 

コンゴ人民共和国＿República Popular del 
Congo (☆アフリカの国，首都キンシャサ
Kinshasa). 

ザイール＿República de Zaire (☆アフリカ中央
の国コンゴ人民共和国の旧名). 

サウジアラビア＿Arabia Saudí (☆西アジアの王
国，首都リヤド Riyad). 

ザグレブ＿Zagreb (☆クロアチアの首都). 
サモア＿Samoa (☆南太平洋ポリネシアの国，
首都アピア Apia). 

サラエボ＿Sarajevo（☆ボスニア・ヘルツェゴビ

ナの首都). 
サンサルバドル＿San Salvador (☆エルサルバ
ドルの首都). 

サンティアゴ・デ・チレ＿Santiago de Chile  (☆
チリの首都). 

サントドミンゴ＿Santo Domingo  (☆ドミニカ国
の首都). 

サントメ・プリンシペ＿Santo Tomé y Príncipe, 
公式名 República Democrática de Santo 
Tomé y Príncipe (☆アフリカ，ギニア湾の島
国，首都サントメ Santo Tomé). 

ザンビア＿Zambia (☆アフリカの国，首都ルサ
カ Lusaka). 

サンホセ＿San José (☆コスタリカの首都; ウル
グアイの都市). 

サンマリノ＿San Marino (☆イタリア半島の小
国). 

シウダ・デ・メヒコ[メキシコ・シティー]＿Ciudad 
de México  (☆メキシコの首都). 

シエラ・レオネ＿Sierra Leona (☆アフリカの国，
首都フリータウン Freetown). 

ジブチ＿Jibuti (☆アフリカの国，首都ジブチ 
Jibuti). 

ジャカルタ＿Yakarta (☆インドネシアの首都). 
ジャマイカ＿Jamaica (☆カリブ海の国，首都キ
ングストン Kingston). 

シリア＿Siria (☆西アジアの国，首都ダマスカス
Damasco). 

シンガポール＿Singapur (☆東南アジアの国). 
ジンバブエ＿Zimbabwe (☆アフリカの国，首都
ハラレ Harare). 

スイス＿Suiza (☆ヨーロッパの国，首都ベルン
Berna). 

スウェーデン＿Suecia (☆ヨーロッパの国，首都
ストックホルム Estocolmo). 

スーダン＿Sudán (☆アフリカの国，首都ハルツ
ーム Jartum). 

スクレ＿Sucre (☆コロンビアの都市; ベネズエ
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ラの州; ボリビアの都市，憲法上の首都). 
スコットランド＿Escocia (☆英国の地方). 
ストックホルム＿Estocolmo (☆スウェーデンの
首都). 

スペイン＿España (☆ヨーロッパの国，首都マド
リードMadrid). 

スリナム＿Surinam (☆南アメリカの国，首都パ
ラマリボ Paramaribo). 

スリランカ＿Sri Lanka (☆南アジアの国，首都コ
ロンボ Colombo). 

スロバキア＿Eslovaquia (☆ヨーロッパの国，首
都ブラチスラバ Bratislava). 

スロベニア＿Eslovenia (☆ヨーロッパの国，首
都リュブリャナ Liubliana). 

スワジランド＿Swazilandia (☆アフリカの国，首
都ムババーネMbabane). 

セイシェル＿Seychelles (☆インド洋の国，首都
ビクトリア Victoria). 

せきどうぎにあ【赤道ギニア】＿República de 
Guinea Ecuatorial (☆アフリカの国，首都マ
ラボMalabo). 

セネガル＿Senegal (☆アフリカの国，首都ダカ
ール Dakar). 

セルビア・モンテネグロ＿Serbia Montenegro 
(☆ヨーロッパの国，首都ベオグラード
Belgrado). 

セントクリストファー・ネイビス＿San Cristóbal y 
Nieves (☆カリブ海の国，首都バステール
Basseterre). 

セントビンセント・グレナディーン＿San Vicente 
y Granadinas (☆カリブ海の立憲君主国，首
都キングスタウン Kingstown). 

セントルシア＿Santa Lucía (☆カリブ海の国，首
都カストリーズ Castries). 

ソウル＿Seúl (☆大韓民国，韓国の首都). 
ソフィア＿Sofía (☆ブルガリアの首都). 
ソマリア＿Somalia (☆アフリカの国，首都モガ
ジシオMogadiscio). 

ソロモン諸島＿Islas Salomón (☆南西太平洋メ

ラネシアの諸島，国，首都ホニアラ Honiara). 
タイ＿Tailandia (☆東南アジアの立憲君主国，
首都バンコク Bangkok). 

だいかんみんこく【大韓民国】＿Corea, 公式名
は República de Corea (☆アジアの国，首都
ソウル Seúl). 

タイペイ(台北)＿Taipei (☆台湾の首都). 
たいへいよう【太平洋】＿Océano Pacífico. 
たいわん【台湾】＿Taiwán, Formosa. 
ダカール＿Dakar (☆アフリカ西部，セネガルの
首都). 

タジキスタン＿Tayistán, 公式名 República de 
Tayikistán (☆アジアの国，首都ドゥシャンベ
Dushanbé). 

タナナリブ＿Tananarive (☆アフリカ大陸南東方
の島国マダガスカルの首都). 

ダブリン＿Dublín (☆アイルランド国の首都). 
ダマスカス＿Damasco (☆シリアの首都). 
タンザニア＿Tanzania (☆アフリカの連合国). 
チェコ＿Checa，公式名は República Checa (☆
ヨーロッパの国，首都プラハ Praga). 

チェコスロバキア＿Checoslovaquia (☆ヨーロッ
パの国の旧名). 

ちちゅうかい【地中海】＿Mar Mediterráneo (☆
ヨーロッパ・アフリカ・アジアに囲まれる海). 

チャド＿Chad (☆アフリカの国，首都ヌジャメナ
N'Djamena). 

ちゅうおうあふりか【中央アフリカ】＿República 
Centroafricana (☆アフリカ中央の国，首都
バンギ Bangui). 

ち ゅ う お う あ め り か 【 中 央 ア メ リ カ 】 ＿

Centroamérica (☆北アメリカ大陸のうちメキ
シコ以南の地域). 

ちゅうごく【中国】，中華人民国＿República 
Popular de China (☆アジアの国，首都北京
Pekín). 

ちゅうべい【中米】→中央アメリカ. 
チュニジア＿Tunicia (☆アフリカの共和国，首
都チュニス Túnez). 
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チュニス＿Túnez (☆アフリカ北部，チュニジア
の首都). 

ちょうせんみんしゅしゅぎじんみんきょうわこく

【 朝鮮民主主義人民国 】＿ República 
Democrática Popular de Corea|koréa  (☆ア
ジアの国，首都ピョンヤン Pyongyang). 

チリ＿Chile (☆南アメリカの国，首都サンティア
ゴ・デ・チレ Santiago de Chile). 

ツバル＿Tuvalu (☆オセアニアの国，首都フナ
フチ Funafuti). 

ティラナ＿Tirana (☆アルバニアの首都). 
テグシガルパ＿Tegucigalpa (☆ホンジュラスの
首都). 

テヘラン＿Teherán (☆イランの首都). 
デリー＿Delhi (☆インドの都市). 
デンマーク＿Dinamarca (☆ヨーロッパの国，首
都コペンハーゲン Copenhague). 

ドイツ＿Alemania, 公式名 República Federal 
de Alemania (☆ヨーロッパの国，首都ベルリ
ン Berlín). 

とうきょう【東京】＿Tokio. 
トーゴ＿Togo (☆アフリカの国，首都ロメ Lomé). 
トビリシ＿Tbilisi (☆グルジアの首都). 
ドミニカ＿Domínica  (☆西インド諸島の島国，
首都ロゾーRoseau). 

ドミニカ国＿República Dominicana  (☆中央ア
メリカ，西インド諸島の島国，首都サントドミ

ンゴ Santo Domingo). 
トリニダード・トバゴ＿Trinidad y Tobago (☆カリ
ブ海の国，首都ポートオブスペイン Puerto 
España). 

トルクメニスタン＿Turkmenistán (☆アジアの国，
首都アシュハバード Ashjabad). 

トルコ＿Turquía (☆南西アジアの国，首都アン
カラ Ankara). 

トンガ＿Tonga (☆南太平洋の王国，首都ヌクア
ロファ Nukualofa). 

ナイジェリア＿Nigeria (☆アフリカの連邦国，首
都ラゴス Lagos). 

ナウル＿Nauru (☆太平洋，赤道直下の島国，
首都ナウル Nauru). 

ナミビア＿Namibia (☆アフリカの国，首都ウィン
トフークWindhoek ). 

なんきょくたいりく【南極大陸】＿Antártida. 
なんべい【南米】→南アメリカ. 
ニカラグア＿República de Nicaragua (☆中央ア
メリカ中央の国，首都マナグアManagua). 

ニジェール＿Níger (☆アフリカの国，首都ニア
メ Niamey). 

にしさもあ【西サモア】＿Samoa Occidental (☆
太平洋の国). 

にほん【日本】＿Japón. 
ニューカレドニア＿Nueva Caledonia (☆オース
トラリア東方の島). 

ニュージーランド＿Nueva Zelanda (☆南太平洋
にある島国，首都ウェリントンWellington). 

ニューデリー＿Nueva Delhi (☆インドの首都). 
ネパール＿Nepal (☆南アジアの国，首都カトマ
ンズ Katmandú). 

ノルウェー＿Noruega (☆ヨーロッパの国，首都
オスロ Oslo). 

バーレーン＿Bahrain (☆中東の島国，首都マ
ナマManamah). 

ハイチ＿Haití, 公式名 República de Haití (☆
中央アメリカ，西インド諸島中央の共和国，

首都ポルトープランス Puerto Príncipe). 
パキスタン＿Paquistán (☆南アジアの国，首都
イスラマバード Islamabad). 

バクー＿Bakú (☆アゼルバイジャンの首都). 
バグダッド＿Bagdad (☆イラクの首都). 
バチカン市国＿Ciudad del Vaticano (☆イタリア，
ローマ市の一地区を占めるローマ法王が統

治する独立国). 
パナマ＿República de Panamá (☆中央アメリカ
の国，首都名). 

バヌアツ＿Vanuatu (☆オセアニアの国，首都ポ
ートビラ Port Vila). 

ハノイ＿Hanoi (☆ベトナムの首都). 
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ハバナ＿La Habana (☆キューバの首都). 
バハマ＿Islas Bahamas (☆中央アメリカ，西イン
ド諸島の島国，首都ナッソーNassau). 

パプア・ニューギニア＿ Papuasia y Nueva 
Guinea (☆オセアニアの国，首都ポートモレ
スビーPort Moresby). 

パラオ[パラウ]諸島＿Islas Palau (☆北太平洋
南西部，ミクロネシアの諸島). 

パラグアイ＿República del Paraguay (☆南アメリ
カの国，首都 Asunción). 

パリ＿París (☆フランスの首都). 
ハルツーム＿Jartum (☆スーダンの首都). 
バルバドス＿Barbados (☆中央アメリカ，西イン
ド 諸島の島国 ， 首都ブ リ ッ ジ タ ウ ン

Bridgetown). 

ハンガリー＿Hungría (☆ヨーロッパの人民国，
首都ブダペスト Budapest). 

バングラデシュ＿Bangladesh (☆南アジアの国，
首都ダッカ Dacca). 

バンコク＿Bangkok (☆タイの首都). 
ビエンチャン＿Vientiane (☆ラオスの首都). 
ピョンヤン[平壌]＿Pyong Yang (☆北朝鮮，朝
鮮民主主義人民国の首都). 

ビルマ＿Birmania（☆ミャンマーの旧名). 
フィジー＿Fiji (☆南太平洋の島国). 
フィリピン＿Filipinas (☆アジアの国，首都マニ
ラManila). 

フィンランド＿Finlandia (☆北ヨーロッパの国，
首都ヘルシンキ Helsinki). 

ブータン＿Bután (☆南アジアの王国，首都ティ
ンプーThimbu). 

ブエノスアイレス＿Buenos Aires  (☆アルゼン
チンの首都). 

ブカレスト＿Bucarest (☆ルーマニアの首都). 
ブクレシュティ＿→ブカレスト. 
ブダペスト＿Budapest (☆ハンガリーの首都). 
プノンペン＿Pnom Pen (☆カンボジアの首都). 
ブラジリア＿Brasilia (☆ブラジルの首都). 
ブラジル＿Brasil (☆南アメリカの連邦国，首都

ブラジリア Brasilia). 
プラハ＿Praga (☆チェコスロバキアの首都). 
フランス＿Francia^1 (☆西ヨーロッパの国，首
都パリ París). 

ブリュッセル＿Bruselas (☆ベルギーの首都). 
ブルガリア＿Bulgaria (☆ヨーロッパの国，首都
ソフィア Sofia). 

ブルキナ・ファソ＿Burkina Faso (☆アフリカの
国，首都ワガドゥグーOuagadougou). 

ブルネイ＿Brunei, 公式名は Negara Brunei 
Darrussalam (☆ボルネオ島の国，首都バン
ダルスリブガワン Bardar Seri Bugawan). 

ブルンジ＿Burundi (☆アフリカ中央の国，首都
ブジュンブラ Bujumbura). 

ベイルート＿Beirut (☆レバノンの首都). 
ベオグラード＿Belgrado (☆セルビア・モンテネ
グロの首都). 

ペキン【北京】＿Pekín, Beijing (☆中国［中華人
民国］の首都). 

ベトナム＿Vietnam (☆アジアの国，首都ハノイ
Hanoi). 

ベニン＿Benín (☆アフリカの国，旧称ダホメー). 
ベネズエラ国＿República de Venezuela (☆南ア
メリカの国，首都カラカス Caracas). 

ベラルーシ＿Bielorrusia (☆ヨーロッパの国，首
都ミンスクMinsk). 

ベリーズ＿Belice (☆中央アメリカの国，首都ベ
ルモパン Belmopan). 

ペルー＿República del Perú (☆南アメリカの国，
首都リマ Lima). 

ベルギー＿Bélgica (☆ヨーロッパの立憲君主
国，首都ブリュッセル Bruselas). 

ヘルシンキ＿Helsinki (☆フィンランドの首都). 
ベルリン＿Berlín (☆ドイツの首都). 
ベルン＿Berna (☆スイスの首都). 
ベロルシア＿Bielorrusia (☆ヨーロッパの国，首
都ミンスク Minsk). 

ポーランド＿Polonia (☆東ヨーロッパの共和国，
首都ワルシャワ Varsovia). 
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ほくべい【北米】→北アメリカ. 
ボゴタ＿Bogotá (☆コロンビアの首都名). 
ボスニア・ヘルツェゴビナ＿Bosnia-Hercegovina 

(☆ヨーロッパの国，首都サラエボ Sarajevo). 
ボツワナ＿Botswana (☆アフリカの国，首都ガ
ボローネ Gaborone). 

ボリビア＿República de Bolivia (☆南アメリカ中
央の国，首都ラパス La Paz). 

ポルトープランス＿Puerto Príncipe (☆ハイチ国
の首都). 

ポルトガル＿Portugal (☆ヨーロッパの国，首都
リスボン Lisboa). 

ホンジュラス＿República de Honduras (☆中央
ア メ リ カ の 国 ， 首 都 テ グ シ ガ ル パ

Tegucigalpa). 

マーシャル諸島＿Islas Marshall (☆オセアニア
の国，首都マジュロMajuro). 

マケドニア＿Macedonia (☆ヨーロッパの国，首
都スコピエ Skopie). 

マダガスカル＿Madagascar (☆アフリカの国，イ
ン ド 洋 の 島 ， 首 都 ア ン タ ナ ナ リ ボ

Antananarivo). 

マドリード＿Madrid (☆スペインの首都). 
マナグア＿Managua (☆ニカラグアの首都). 
マニラ＿Manila (☆フィリピンの首都). 
マラウィ国＿Malawi (☆アフリカの国，首都リロ
ングエ Lilongwe). 

マラボ＿Malabo (☆赤道ギネア国の首都). 
マリ＿Malí (☆アフリカの共和国，首都バマコ

Bamaco). 

マルタ＿Malta (☆地中海中央の島，国，首都
バレッタ La Valletta). 

マレーシア＿Malasia (☆東南アジアの国，首都
クアラルンプール Kuala Lumpur). 

ミクロネシア＿Micronesia (☆太平洋の地域). 
ミクロネシア連邦＿Islas de Micronesia (☆オセ
アニアの国，首都パリキール Palikir). 

みなみあふりかきょうわこく【南アフリカ共和国】

＿República Sudafricana (☆アフリカの国，

首都プレトリア Pretoria). 
みなみあめりか【南アメリカ】＿Sudamérica.. 
ミャンマー＿Myanmar (☆アジアの国，首都ヤ
ンゴン Yangon). 

メキシコ＿México, 公式名 Estados Unidos 
Mexicanos (☆北アメリカの国，首都メキシコ
シティーCiudad de México). 

メキシコシティー＿Ciudad de México (☆メキシ
コの首都). 

メラネシア＿Melanesia (☆南太平洋，180 度経
線以西の地域). 

モーリシャス＿Mauricio (☆アフリカ南東部イン
ド洋上の国，首都ポートルイス Port Louis). 

モーリタニア＿Mauritania (☆アフリカの国，首
都ヌアクショット Nouakchott). 

モザンビーク＿Mozambique (☆アフリカの国，
首都マプトMaputo). 

モスクワ＿Moscú (☆ロシアの首都). 
モナコ＿Mónaco (☆ヨーロッパの公国). 
モルディブ国＿Maldivas (☆インド洋の島国，
首都マレMale). 

モルドバ＿Moldova, 公式名は República de 
Moldova (☆ヨーロッパの国，首都キシニョ
フ Chisinau). 

モロッコ＿Marruecos (☆アフリカの王国，首都
ラバト Rabat). 

モンゴル＿Mongolia (☆アジアの国，首都ウラ
ンバートル Ulan Bator). 

モンテビデオ＿Montevideo (☆ウルグアイの首
都). 

ヤンゴン＿Yangon (☆ミャンマーの首都). 
ユーゴスラビア＿Yugoslavia (☆ヨーロッパの国
の旧名). 

ユーラシア＿Eurasia (☆ヨーロッパ Europa とア
ジア Asia). 

ヨーロッパ＿Europa. 
ヨルダン＿Jordania (☆西アジアの王国，首都ア

ンマン Amman). 
ラオス＿Laos (☆東南アジアの国，首都ビエン
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チャン Vientiane). 
ラトビア＿Letonia (☆北欧の国，首都リガ Riga). 
ラパス＿La Paz (☆ボリビアの首都，メキシコ西
部，バハカリフォルニア州の州都). 

ラバト＿Rabat (☆モロッコの首都). 
リスボン＿Lisboa (☆ポルトガルの首都). 
リトアニア＿Lituania (☆北欧の国，首都ビリニュ
ス Vilna). 

リビア＿Libia (☆アフリカの国，首都トリポリ
Trípoli). 

リヒテンシュタイン＿Liechtenstein (☆ヨーロッパ
の国，首都ファドーツ Vaduz). 

リベリア＿Liberia (☆アフリカの国，首都モンロ
ビアMonrovia). 

リマ＿Lima (☆ペルーの首都). 
リュブリャナ＿Liubliana (☆スロベニアの首都). 
ルアンダ＿Luanda (☆アンゴラの首都). 
ルーマニア＿Rumania (☆ヨーロッパの国，首
都ブカレスト Bucarest). 

ルクセンブルグ＿Luxemburgo, 公式名は Gran 
Ducado de Luxemburgo (☆ヨーロッパの国，
首都ルクセンブルグ Luxemburgo). 

ルワンダ＿Ruanda (☆アフリカの国，首都キガリ
Kigali). 

レイキャビク＿Reikiavik (☆アイスランドの首都). 
レソト＿Lesotho (☆アフリカの王国，首都マセ
ルMaseru). 

レトニア＿→ラトビア. 
レバノン＿Líbano (☆西アジアの国，首都ベイ
ルート Beirut). 

ローマ＿Roma (☆イタリアの首都). 
ロシア＿Rusia (☆ユーラシア大陸の国，首都モ
スクワMoscú). 

ロンドン＿Londres (☆英国の首都). 
ワシントン＿Washington (☆アメリカ合衆国の首

都). 
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