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アーヘン＿Aquisgrán (☆ドイツの都市). 
アイガー山＿Monte Eiger (☆スイスの高峰). 
アイルランド島＿Irlanda (☆ヨ-ロッパ大陸の西，
グレート・ブリテン島西方の大西洋上の島). 

アヴィニヨン＿Aviñón (☆南フランスの都市). 
アウグスブルグ＿Augsburgo (☆ドイツの都市). 
アキテーヌ＿Aquitania (☆フランスの地方). 
アジャンタ＿Ajanta (☆インドの仏跡). 
アッシジ＿Asís (☆イタリアの都市). 
アッピア街道＿Vía Apia (☆古代ローマの街道). 
アトラス山脈＿Cordillera de Atlas (☆アフリカの
大山脈). 

アドリア海＿Mar Adriático (☆イタリア半島とバ
ルカン半島の間の湾). 

アパラチア山脈＿Montes Apalaches (☆北アメリ
カ大陸の山脈). 

アムール川＿el Amur (☆ロシアと中国の国境
を流れる川). 

アラスカ＿Alaska (☆アメリカ合衆国，北アメリカ
大陸の州). 

アラビア海＿Mar Arábigo (☆インド洋の海). 
アラビア半島＿Península de Arabia (西アジアの
半島). 

アラル海＿Mar de Aral (☆ロシアの塩湖). 
アリューシャン列島＿Islas Aleutianas (☆北太
平洋とベーリング海を分ける火山列島). 

アルザス地方＿Alsacia (☆フランスのドイツに
接する地方). 

アルタイ山脈＿Montes Altai (☆ロシア・モンゴ
ル・中国にまたがる山脈). 

アルプス山脈＿los Alpes (☆ヨーロッパの大山
脈). 

アルル＿Arles (☆フランスの観光都市). 

アレクサンドリア＿Alejandría (☆エジプトの港
湾都市). 

アンカレジ＿Anchorage (☆アメリカ合衆国，ア
ラスカ州の港湾都市). 

アンタイオキア＿Antioquía (☆古代シリア王国
の首都). 

アントワープ＿Amberes，Antwerpen (☆ベルギ
ーの海港). 

アンナプルナ山＿Anapurna (☆ネパールの高
峰). 

イエナ＿Jena (☆ドイツの都市). 
イオニア海＿Mar Jónico (☆地中海の海域). 
イギリス海峡＿Canal de la Mancha (☆イングラ
ンド南岸とフランス北岸の間の海峡). 

イスタンブール＿Estambul (☆トルコの都市). 
イタリカ＿Itálica (☆セビシア市郊外のローマ遺
跡). 

インスブルック＿Innsbruck (☆オーストリアの都
市). 

インダス川＿el Indo (☆南アジア最大の川). 
ウィスラ川＿el Vistula (☆ポーランド最大の川). 
ウエストファーレン＿→ウェストファリア. 
ウェストファリア＿Westfalia (☆ドイツの地方). 
ウラジオストック＿Vladivostok (☆ロシアの港湾
都市). 

ウラル山脈＿Montes Urales (☆ロシアの山脈). 
エーゲ海＿Mar Egeo (☆地中海の海域). 
エジンバラ＿Edimburgo (☆イギリス，スコットラ
ンドの都市). 

エッセン＿Essen (☆ドイツの都市). 
エトナ山＿Etna (☆イタリア，シチリア島の活火
山). 

エニセイ川＿el Yenisei (☆ロシア中部を流れる
川). 

エリー湖＿Lago Erie (☆アメリカ合衆国とカナ
ダの国境にある湖，五大湖の 1つ). 

エルバ島＿Isla de Elba (☆イタリア領). 
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エルベ川＿el Elbe (☆チェコに発しドイツを流
れ北海に注ぐ川). 

オークニー諸島＿Islas Orcadas (☆イギリス，ス
コットランドの諸島). 

オックスフォード＿Oxford (☆イギリス，イングラ
ンドの都市). 

オデッサ＿Odesa (☆ウクライナの都市). 
オデル川＿el Río Óder (☆ドイツとポーランドの
国境を流れる川). 

オトラント海峡＿Canal de Otranto (☆地中海の
アドリア海とイオニア海を結ぶ海峡). 

オビ川＿el Río Obi (☆ロシアの川). 
オホーツク海＿Mar Ojotsk (☆ロシアの海). 
オラン＿Orán (☆アルジェリアの都市). 
オルレアン＿Orleans (☆フランスの都市). 
オンタリオ湖＿Lago Ontario (☆アメリカ合衆国
とカナダの国境にある湖). 

ガーンジー島＿Isla Guernsey (☆イギリス領). 
かいなんとう【海南島】＿Isla Hainan (☆中国，
華南地区の島). 

カサブランカ＿Casablanca (☆モロッコの都市). 
カシミール＿Cachemira (☆インド北西部とパキ
スタンの地方). 

ガスコーニュ＿Gascuña (☆フランスの地方). 
カスピ海＿Mar Caspio (☆ロシア南西部とイラン
北部に広がる湖). 

カテガット海峡＿Estrecho Cattegat (☆バルト海
と北海を結ぶ海峡). 

カノッサ＿Canossa (☆イタリアの町). 
カフカス山脈＿el Cáucaso (☆黒海とカスピ海の
間の山脈). 

カフカス地方＿Caucasia (☆ロシアの地域). 
カラチ＿Karachi (☆パキスタンの都市). 

ガリア＿Galia (☆フランスの古称). 
カリフォルニア＿California (☆アメリカ合衆国の
州). 

カリフォルニア湾＿Golfo de California (☆メキ
シコの湾). 

カルカッタ＿Calcuta (☆インドの都市). 

カルパチア山脈＿Cordillera de los Cárpatos 
(☆ロシアと東ヨーロッパにまたがる山脈). 

カルメーロ山＿Monte Carmelo (☆イスラエル北
西の山). 

ガン＿Gante (☆ベルギーの都市). 
ガンジス川＿el Río Ganges (☆インドの川). 
ガンダーラ＿Gandhara (☆アフガニスタン東部
とパキスタンの地域). 

カンヌ＿Cannes (☆フランスの観光都市). 
ギニア湾＿Golfo de Guinea (☆アフリカ大陸西
岸の大湾). 

きぼうほう【喜望峰】＿Cabo de Buena Esperanza 
(☆アフリカ最南端の岬). 

キリマンジャロ山＿Monte Kilimanjaro (☆アフリ
カ，タンザニアの山). 

グラーツ＿Graz (☆オーストリアの都市). 
クラクーフ＿Cracovia (☆ポーランドの都市). 
グラスゴー＿Glasgow (☆イギリス，スコットランド
の都市). 

クラ地峡＿Istmo de Kra (☆タイ南西部とビルマ
南端が接する地峡). 

グリーンランド島＿Groenlandia (☆デンマーク
領). 

グリニッジ＿Greenwich (☆イギリス，イングラン
ドの都市). 

グルノーブル＿Grenoble (☆フランスの都市). 
グレートベア湖＿Gran Lago del Oso (☆カナダ
の湖). 

クレタ島＿Isla de Creta (☆地中海西部ギリシャ
の島). 

ケープタウン＿Ciudad del Cabo (☆南アフリカ
の都市). 

ケベック＿Quebec (☆カナダの都市). 
ケルン＿Colonia (☆ドイツの都市). 
ケンブリッジ＿Cambridge (☆イギリス，イングラ
ンドの大学都市). 

こうが【黄河】＿Huangho, Río Amarillo (☆中国
第二の大河 Huangho). 

コーカサス山脈＿→カフカス山脈. 
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コーカサス地方＿→カフカス地方. 
コートダジュール＿Costa Azul (☆フランスの地
中海沿岸地帯). 

コーラル海＿→さんごかい. 
ゴーリキー＿Gorki (☆ロシアの都市). 
コーンウォール＿Cornualles (☆イギリス，イング
ランドの州). 

こっかい【黒海】＿Mar Negro (☆ロシア・ルーマ
ニア・ブルガリア・トルコに囲まれた海). 

ゴビ砂漠＿Desierto de Gobi (☆モンゴル南部と
中国の砂漠). 

コモ湖＿Lago de Como (☆イタリアの湖). 
コリント(地峡)＿Istmo de Corinto (☆ギリシャの
地峡). 

コルシカ(島)＿Córcega (☆フランス，地中海の
島). 

コルス(島)＿→コルシカ(島). 
コロラド州＿Colorado (☆アメリカ合衆国の州). 
コロンボ＿Colombo (☆スリランカの旧首都名). 
コンスタンツ＿Constanza (☆ボーデン湖に臨む
ドイツの都市). 

ザール地方＿Sarre (☆ドイツの州). 
サウス・カロライナ州＿Carolina del Sur (☆合衆
国の州). 

ザクセン＿Sajonia (☆ドイツの地方). 
ザグレブ＿Zagreb (☆ユーゴスラビアの都市). 
サハラ砂漠＿Desierto del Sahara (☆アフリカ北
部，世界最大の砂漠). 

サハリン，樺太(からふと)＿Sajalín (☆ロシアの
州). 

サマルカンド＿Samarkanda (☆ウズベキスタン
の都市). 

サモア(諸島)＿Islas Samoa (☆南太平洋，ポリ
ネシアの諸島). 

サルガッソー海＿Sargazo (☆北大西洋). 
サルジニア＿→サルデーニャ. 
ザルツブルグ＿Salzburgo (☆オーストリアの都
市). 

サルデーニャ＿Cerdeña (☆イタリア領). 

サン・ルイス・オビスポ＿San Luis Obispo (☆ア
メリカ合衆国の都市). 

サンカンタン＿San Quintín (☆フランス・パリ近
郊の都市， 1557 年この地でスペイン軍が
フランス軍を破った). 

サンクトペテルスブルグ＿San Peterburgo (☆旧
名レニングラード). 

さんごかい【珊瑚海】＿Mar del Coral (☆オース
トラリア大陸北東の海). 

サンタ・バーバラ＿Santa Bárbara (☆アメリカ合
衆国の都市). 

サンノゼ＿San José (☆アメリカ合衆国の都市). 
サンフランシスコ＿San Francisco (☆アメリカ合
衆国の都市). 

ジェノバ＿Génova (☆イタリアの県，県都). 
シエラネバダ＿Sierra Nevada (☆合衆国の山
脈). 

しかい【死海】＿Mar Muerto (☆ヨルダンとイス
ラエルの国境の塩湖). 

シカゴ＿Chicago (☆アメリカ合衆国の都市). 
シチリア＿Sicilia (☆イタリアの島). 
シドニー＿Sidney (☆オーストラリアの都市). 
シナイ半島＿Península del Sinaí (☆エジプトの
半島). 

シベリア＿Siberia (☆ロシアの地域). 
ジャージー島＿Isla Jersey (☆イギリス領，イギリ
ス海峡上の島). 

ジャマイカ＿Jamaica (☆カリブ海の島). 
シャルトル＿Chartres (☆フランスの都市). 
ジャワ島＿Java (☆インドネシア共和国の主島). 
ジュネーブ＿Ginebra (☆スイスの都市). 
シュバルツバルト＿Selva Negra (☆ドイツの山
地). 

シュマルカルデン＿Esmalcalda (☆ドイツの都
市). 

シュレジエン＿→シレジア. 
ジョージア＿Georgia (☆アメリカ合衆国の州). 
シレジア＿Silesia (☆ポーランド南西部・チェコ
スロバキア・ドイツに広がる地方). 
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スエズ運河＿Canal de Suez (☆エジプトの運
河). 

スカンジナビア＿Escandinavia. 
スペリオル湖＿Lago Superior (☆アメリカ合衆
国・カナダの間にある湖). 

スマトラ島＿Sumatra (☆インドネシアの島). 
スラバヤ＿Surabaja (☆インドネシアの港湾都
市). 

セレベス島(スラウェシ島)＿Isla Célebes (☆イン
ドネシアの島). 

セント・ローレンス川＿el Río San Lorenzo (☆ア
メリカ合衆国とカナダの国境付近を流れる

川). 
セントヘレナ島＿Santa Elena (☆イギリス領，南
大西洋上の島，1815年ナポレオンが流され
た). 

セントルイス＿San Luis (☆アメリカ合衆国の都
市). 

ダーダネルス海峡＿Estrecho de los Dardanelos 
(☆トルコ北西部，エーゲ海とマルマラ海を
結ぶ海峡). 

ターラント＿Tarento (☆イタリアの県・県都). 
だいぶりてんと う 【大ブリテン島】＿Gran 

Bretaña,. 

タシケント＿Tasquent (☆ウズベキスタンの都市). 
タスマニア島＿Tasmania (☆オーストラリアの
島). 

ダニューブ川＿el Río Danubio (☆ヨーロッパ南
東部を流れる川). 

タヒチ＿Tahití (☆南太平洋のフランス領，ソサ
エティー諸島の主島). 

ダルマチア＿Dalmacia (☆旧ユーゴスラビア，
現在のクロアチア，ボスニア・ヘルツェゴビ

ナのアドリア海沿岸地方). 
タンガニーカ湖＿Lago Tanganica (☆アフリカの
湖，タンザニアとザイールの国境をなす). 

タンジール＿Tánger (☆モロッコの地名). 
チェルビーノ山＿→マッターホルン山. 
チグリス川＿el Tigris (☆西アジアの大河). 

ちしまれっとう【千島列島】＿Islas Kuriles (☆太
平洋北西部，太平洋とオホーツク海を分け

る). 
チベット(高原)＿Meseta del Tíbet (☆中国の大
高原). 

チャナカレ海峡＿→ダーダネルス海峡. 
ちゅうおうよーろっぱ【中央ヨーロッパ】，中欧＿

Centroeuropa,. 

チュービンゲン＿Tubinga (☆ドイツの都市). 
チューリッヒ＿Zurich (☆スイスの都市). 
チロル＿Tirol (☆オーストリアの地名). 
ティレニア海＿Mar Tirreno (☆地中海中部，イ
タリア半島・コルシカ島・サルジニア島・シチ

リア島に囲まれる). 
デービス海峡＿Estrecho de Davis (☆グリーン
ランド南西部とバフィン島の間の海峡). 

テトゥアン＿Tetuán (☆モロッコの都市). 
デトロイト＿Detroit (☆アメリカ合衆国の都市). 
テベレ川＿el Tíber (☆ローマ市内を流れるイタ
リアの川). 

テムズ川＿el Río Támesis (☆イギリスの川，ロン
ドンを流れる). 

テルアビブ＿Tel Aviv (☆イスラエルの都市). 
デルフォイ＿Delfos (☆ギリシャの町). 
デロス島＿Delos (☆エーゲ海の島). 
トゥールーズ＿Tolosa (☆フランスの都市). 
ドーバー海峡＿Paso de Calais (☆イギリスとフラ
ンスの間の海峡). 

トスカーナ＿Toscana (☆イタリアの州). 
ドナウ川＿→ダニューブ川. 
トラキア＿Tracia (☆バルカン半島エーゲ海北
東岸の地方). 

ト ラ ン シ ル バ ニ ア 山 脈 ＿ los Alpes de 
Transilvania (☆ルーマニア中央の山脈). 

トリエステ＿Trieste (☆イタリアの都市). 
トリノ＿Turín (☆イタリアの都市). 
トルキスタン＿Turquestán (☆ロシア南部と中国
の地域). 

ドルトムント＿Dortmund (☆ドイツの都市). 
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ドレスデン＿Dresde (☆ドイツの都市). 
トレント，トリエント＿Trento (☆イタリアの県，県
都). 

トロント＿Toronto (☆カナダの都市). 
ドン川＿el Río Don (☆ロシアの川). 
ナイアガラの滝＿Cataratas de Niágara (☆アメリ
カ合衆国とカナダの国境の滝). 

ナイル川＿el Nilo (☆アフリカの川). 
ナザレ＿Nazaret (☆イスラエル北部，キリスト教
の聖地). 

ナゼラト＿→ナザレ. 
ナポリ＿Nápoles (☆イタリアの都市). 
ニース＿Niza (☆フランスの都市). 
ニジェール川＿el Río Níger (☆アフリカの川). 
にしさはら【西サハラ】＿Sahara Occidental (☆
旧スペイン領). 

にほんかい【日本海】＿Mar de Japón,. 
ニューオーリンズ＿Nueva Orleans (☆アメリカ
合衆国の都市). 

ニューギニア＿Nueva Guinea (☆オーストラリア
の北方の島). 

ニューファンドランド島＿Terranova (☆カナダの
島). 

ニューメキシコ＿Nuevo México (☆合衆国の
州・州都 Santa Fe). 

ニューヨーク＿Nueva York (☆アメリカ合衆国の
州・都市). 

ニュルンベルク＿Nuremberg (☆ドイツの都市). 
ノースカロライナ州＿Carolina del Norte (☆合
衆国の州). 

ノルマンディー＿Normandía (☆フランスの地
方). 

ハーグ＿La Haya (☆オランダの都市). 
バージニア州＿Virginia (☆アメリカ合衆国の
州). 

バーゼル＿Basilea (☆スイスの都市). 
バーミンガム＿Birmingham (☆イギリス，イング
ランドの都市). 

バイエルン＿Baviera (☆ドイツの地方). 

はっかい【白海】＿Mar Blanco (☆ロシアの海). 
ハドソン湾＿Bahía de Hudson (☆カナダの湾). 
ハノーバー＿Hannover (☆ドイツの都市). 
ハバロフスク＿Jabarovsk (☆ロシアの都市). 
パミール高原＿Meseta de Pamir (☆中央アジア，
ロシア・中国・インド・パキスタン・アフガニス

タンに広がる高原). 
バミューダ諸島＿Islas Bermuda (☆イギリス領，
北大西洋の諸島). 

ハリコフ＿Jarkov (☆ロシア西部，ウクライナ共
和国の都市). 

バルカン諸国＿Balcanes (☆ヨーロッパの諸国). 
バルカン半島＿Península de los Balcanes,. 
バルト海＿Mar Báltico (☆北ヨーロッパの海). 
パルナソス山＿Parnaso (☆ギリシャの山). 
パルマ＿Parma (☆イタリアの都市). 
パレスチナ＿Palestina (☆イスラエルを中心とす
る南西アジアの地方). 

パレルモ＿Palermo (☆イタリア南部シチリア島
の都市). 

ハワイ諸島＿Islas Hawai(i) (☆アメリカ合衆国，
中部太平洋の諸島). 

パンアメリカン・ハイウェイ＿ La Carretera 
Panamericana (☆南北アメリカを結ぶ道路網，
総延長約 26.0km). 

パンジャブ地方＿Penjab (☆インド北部・パキス
タン中北部). 

ハンブルグ＿Hamburgo (☆ドイツの都市). 
ひがしいんどしょとう【東インド諸島】＿Indias 

Orientales (☆アジア大陸とオーストラリア大
陸の間の諸島). 

ひがししなかい【東シナ海】＿Mar de la China 

Oriental (☆中国東方の海域). 
ビクトリア湖＿Lago Victoria (☆アフリカ中央の
湖). 

ピサ＿Pisa (☆イタリアの都市). 
ビスマーク諸島＿Archipiélago Bismarck (☆南
西太平洋の諸島). 

ビスワ川＿→ウィスラ川. 
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ヒマラヤ山脈＿Himalaya (☆南アジアの大山
脈). 

ヒューロン湖＿Lago Hurón (☆アメリカ合衆国と
カナダの間にある湖). 

ヒンドスタン＿Indostán (☆インド北部). 
フィジー諸島＿Islas Fiji (☆南太平洋，メラネシ
アの諸島). 

フィラデルフィア＿Filadelfia (☆アメリカ合衆国
の東岸の都市). 

フィリピン群島＿Islas F Filipinas,. 
フィレンツェ＿Florencia (☆イタリアの都市). 
フォークランド諸島＿Malvinas (☆イギリス領，
南大西洋の諸島). 

ふざん【釜山】＿→プサン【釜山】. 
プサン【釜山】＿Pusan (☆大韓民国の都市). 
フライブルク＿Friburgo (☆ドイツの都市). 
フランドル＿Flandes (☆現在のベルギー西部
からフランス北西端にかけての地方). 

フリースラント＿Frisias (☆オランダの地方). 
フリジア諸島＿Islas Frisias (☆ヨーロッパ大陸
の北海沿岸の諸島). 

ブリュージュ＿Brujas (☆ベルギーの都市). 
ブルゴーニュ＿Borgoña (☆フランスの地方). 
ブルターニュ地方＿Bretaña (☆フランスの地
方). 

ブルッヘ＿→ブリュージュ. 
ブレーメン＿Bremen (☆ドイツの都市). 
ブレダ＿Breda (☆オランダの都市). 
プロヴァンス＿Provenza (☆フランスの地方・ま
た古代の州). 

フローレンス＿→フィレンツェ. 
ブロツラフ＿Wroclaw (☆ポーランドの都市). 
フロリダ半島＿Península de Florida (☆アメリカ
合衆国の半島). 

ベーリング海＿Mar Bering (☆太平洋の海域). 
ベーリング海峡＿Estrecho de Bering (☆ベーリ
ング海と北極海を結ぶ海峡). 

ベスビオ山＿Vesubio (☆イタリアの火山). 
ベツレヘム＿Belén (☆パレスチナの古都，キリ

ストの生誕地). 
ベニス＿Venecia (☆イタリアの都市). 
ベネチア＿→ベニス. 
ヘブリディーズ諸島＿Islas Hébridas (☆イギリス，
スコットランドの諸島). 

ベルゲン＿Bergen (☆ノルウェーの都市). 
ベルサイユ＿Versalles (☆フランス，パリの南西
にある観光都市). 

ペルセポリス＿Persépolis (☆イランの町). 
ベルダン＿Verdún (☆フランスの都市). 
ベルデ岬＿Cabo Verde (☆アフリカ，セネガル
の大西洋に突出した岬). 

ベルン＿Berna (☆スイスの都市). 
ベローナ＿Verona (☆イタリアの都市). 
ペロポネソス＿Peloponeso (☆ギリシャの半島). 
ベンガル湾＿Golfo de Bengala (☆インド洋の
湾). 

ヘント＿→ガン. 
ポートサイド＿Port Said (☆エジプトの都市). 
ポー川＿el Río Po (☆イタリアの川). 
ボストン＿Boston (☆アメリカ合衆国の都市). 
ポズナニ＿Poznan (☆ポーランドの都市). 
ボスニア湾＿Golfo de Botnia (☆バルト海の湾). 
ボスポラス海峡＿Estrecho de Bósforo (☆トルコ
の海峡). 

ほっきょく（ちほう）【北極(地方)】＿el Ártico. 
ほっきょく【北極】＿Polo Norte. 
ホノルル＿Honolulu (☆アメリカ合衆国，ハワ
イ・オワフ島の都市). 

ボヘミア＿Bohemia (☆チェコスロバキアの地
域). 

ポリネシア＿Polinesia (☆ハワイ諸島・ニュージ
ーランド・イースター島を結ぶ三角形の地

域). 
ボルガ川＿el Volga (☆ロシア西部を流れる川). 
ボルゴグラード＿Volgogrado (☆ロシアの都市). 
ボルドー＿Burdeos (☆フランスの都市). 
ボルネオ島＿Borneo (☆マレー諸島の島). 
ボローニャ＿Bolonia (☆イタリアの都市). 
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ボン＿Bonn (☆旧西ドイツの首都). 
ホンコン(香港)＿Hong Kong,. 
ボンベイ＿Bombay (☆インドの都市). 
ポンペイ＿Pompeya (☆イタリアの観光地). 
マインツ＿Mainz (☆ドイツの都市). 
マイン川＿el Meno (☆ドイツの川). 
マカオ＿Macao (☆中国，広東省南部にあるポ
ルトガルの海外領). 

マッターホルン山＿Monte Cervino (☆スイスと
イタリアの国境にある高峰). 

マナスル山＿Monte Manaslu (☆ネパール，ヒ
マラヤ山脈の高峰). 

マラッカ＿Malaca (☆マレーシアの州，州都). 
マラッカ海峡＿Estrecho de Malaca (☆マレー半
島とスマトラ島の間の海峡). 

マリアナ海溝＿Fosa de las Marianas (☆太平洋
の海溝). 

マリアナ諸島＿Islas Marianas (☆西太平洋ミク
ロネシアの諸島). 

マルセーユ＿Marsella (☆フランスの都市). 
マルビーナス諸島＿→フォークランド諸島. 
マレー半島＿Península de Malaca (☆東南アジ
ア，タイからインドネシアにいたる半島). 

まんしゅう【満州】＿Manchuria (☆中国の東北
一帯の俗称). 

マンチェスター＿Manchester (☆イギリス，イン
グランドの都市). 

ミケーネ＿→ミュケーナイ. 
ミシガン湖＿Lago Michigan (☆アメリカ合衆国
の湖). 

ミシシッピー川＿el Río Misisipí (☆アメリカ合衆
国中央部を流れる川). 

ミズーリ川＿el Río Misuri (☆アメリカ合衆国西
部と中北部を流れる川). 

みなみしなかい【南シナ海】＿Mar de la China 
Meridional (☆中国南東の海域). 

ミュケーナイ＿Micenas (☆古代ギリシャの都市). 
ミュンヘン＿Munich (☆ドイツの都市). 
ミラノ＿Milán (☆イタリアの都市). 

ミンダナオ島＿Mindanao (☆フィリピンの島). 
メコン川＿el Río Mekong (☆東南アジア最大の
川). 

メジナ＿Medina (☆サウジアラビアの宗教都市). 
メソポタミア＿Mesopotamia (☆西アジア，チグリ
ス・ユーフラテス両河の流域). 

メッカ＿La Meca (☆サウジアラビアの都市，モ
ハメッドの生誕地でイスラム教徒の聖地). 

メディナ＿→メジナ. 
メルボルン＿Melbourne (☆オーストラリアの都
市). 

モザンビーク海峡＿Canal de Mozambique (☆
アフリカ大陸とマダガスカル島の間の海峡). 

モラビア，モラバ＿Moravia (☆チェコスロバキ
アの地方). 

モンテカルロ＿Montecarlo (☆モナコの観光地). 
モンテローザ山＿Monte Rosa (☆スイスとイタリ
アの国境にある高峰). 

モントリオール＿Montreal (☆カナダの都市). 
モンブラン＿Monte Blanco (☆フランスとイタリ
アの国境にあるアルプスの最高峰). 

ヤルタ＿Yalta (☆ロシアの都市). 
ユーフラテス川＿el Río Éufrates (☆西アジアの
大河). 

ユーラン半島＿→ユトランド半島. 
ユトランド半島＿Jutlandia (☆デンマーク，バル
ト海と北海の間の半島). 

ユトレヒト＿Utrecht (☆オランダの都市). 
ヨハネスバーグ＿Johannesburgo (☆南アフリカ
の都市). 

ヨルダン川＿Jordán,. 

ライプチヒ＿Leipzig (☆ドイツの都市). 
ライン川＿el Río Rin (☆ヨーロッパの大河). 
ラエティア＿Retia (☆古代ローマの属州). 
ラップランド＿Laponia (☆ノルウェー北部を中
心とするヨーロッパの地域). 

ラドガ湖＿Lago Ladoga (☆ロシアの湖). 
ラブラドル半島＿Península del Labrador (☆カ
ナダの半島). 
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ラベナ＿Ravena (☆イタリアの都市). 
ラホール＿Lahore (☆パキスタンの都市). 
ラレード＿Laredo (☆合衆国テキサス州の町). 
リエージュ＿Lieja (☆ベルギーの都市). 
リグリア＿Liguria (☆イタリアの州). 
リバプール＿Liverpool (☆イギリス，イングラン
ドの都市). 

リビエラ＿Riviera (☆イタリア，地中海中部北岸
の海岸). 

リフ山脈＿El Rif (☆モロッコの山脈). 
リヨン＿Lyon (☆フランスの都市). 
リンツ＿Linz (☆オーストリアの都市). 
ルアーブル＿El Havre (☆フランスの都市). 
ルイジアナ＿Louisiana (☆アメリカ合衆国の州). 
ルール＿Rur (☆ドイツの地方). 
ルガノ湖＿Lago Lugano (☆スイスとイタリアの
間の湖). 

ルソン島＿Luzón (☆フィリピンの島). 
ルチェルン＿Lucerna (☆スイスの都市). 
ルテニア＿Rutenia (☆ウクラニア西部カルパテ
ィア山脈の南の地方). 

ルビコーネ川，ルビコン川＿Rubicón (☆イタリ
アの川). 

レナ川＿el Río Lena (☆ロシアを流れる川). 
レバンテ地方＿Levante (☆スペインの東部地
方). 

レパント＿Lepanto (☆ギリシャの港町). 
レバント＿Levante (☆地中海東岸地域). 
レマン湖＿Lago Leman (☆スイスとフランスの
間の湖). 

ローザンヌ＿Lausana (☆スイスの都市). 
ローヌ川＿el Río Ródano (☆アルプス山脈に発
しレマン湖を経てフランス，リヨン湾に注ぐ). 

ロカルノ＿Locarno (☆スイスの町). 
ロサンジェルス＿Los Ángeles (☆アメリカ合衆
国の都市). 

ロッキー山脈＿Montañas Rocallosas (☆北アメ
リカの大山脈). 

ロドス島＿Rodas (☆ギリシャの島). 

ロンバルディア＿Lombardía (☆イタリアの州). 
ワーテルロー＿Waterloo (☆ベルギーの町). 
ワイマール＿Weimar (☆ドイツの都市). 
ワルシャワ＿Varsovia (☆ポーランドの首都). 
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