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今回は福岡県の市について勉強していきます。   

その前に、３年生では練馬区の地形、土地の様子、工場の様子、交通の様子を調べたと思います。 

今回は、そのことを思い出して、教科書、地図帳を使って調べてみましょう。 

 

 福岡県について知ろう！ 

 

① 地図帳の 20 ページから福岡県
ふくおかけん

をさがしてみましょう。 

福岡県と陸でつながっている県はどこがあるのか見つけてみよう。 

１（        佐賀        ）   ２（        熊本        ）   ３（         大分      ） 

  

② 教科書 110 ページのアの地図を見ながら福岡県について知ろう！ 

直方平野を流れている（    遠賀   川）は南北に流れている。近くには、福地山地がある。福岡市の北側には、

（      博多 湾）があり、南側には（    福岡  平野）が広がっている。 

南部いくと筑後川が東西に流れている。 

 

福岡県の南部の朝倉市、うきは市、小郡市の近くには、（    筑紫    平野）が広がっており、その南側に 

（    筑後  川）が流れている。 

福岡県は、４つの海に囲まれており、東側に（   周防  灘）、西側に（  玄海   灘）、北側に（    響  灘）、南西側

に（    有明 海）がある。 

 

 

③ 教科書１10 ページのイの写真を見ながら答えよう。 

薄い緑色のところが平野、濃い緑色のところが山地です。 

工場や住宅、商店など人が多く集まるの、平野と山地どっちですか？   答え          平野          

 

④ 等高線 

教科書１11 ページを見ながら正しい答えに丸をつけましょう。 

 

等高線とは、地形の（ 高さ ・ 広さ ）をあらわす線である。 

地図では、同じ高さの土地を線で結んでいる。 

等高線の間かくがせまいと、土地のきたむきが（ 急 ・ ゆるやか ）になり、広いと（ 急 ・ ゆるやか ）になる。 

山は土地の高さが高いため、等高線の間かくが（ せまく ・ 広く ）なっている。 

平野は土地の高さが低いため、等高線の間かくが（ せまく ・ 広く ）なっている。 

 

※地形・・・高さや低さ、かたむきをふくめた土地の形のことである。  
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福岡県の土地の使い方を知ろう！ 

教科書 110 ページのアの地図と１12 ページのアの地図を比べながら、読み取ろう。 

 

福岡県の土地は、高いところに森林が広がっている。福岡市や北九州市の低いところには、（  工場   ）（    住宅  ）

（    商店  ）に使われている。 

 

教科書１13 ページを見ながら、福岡県はどのように土地を利用しているのか探そう。 

 

福岡県南部の柳川市には（ 田 ）が広がっている。      １13 ページエ 

福岡市には（    ビル  や    商業しせつ     ）が多い。       １13 ページイ 

北九州市には（      工場    ）が多く集まる。           １13 ページウ 

東峰村は（    森林   ）が多く、山に囲まれている。        １13 ページオ 

森林が多い場所は土地の高さが高いところにある。 

 

田は（   筑後川   ）、（  矢部川  ）、（   遠賀川   ）といった大きな川の近くに多い。 

工場や住宅、商店は福岡市や北九州市のような（  平野   ）に多く集まっている。 

福岡県の南西側には（   果樹園  ）が多く、山のふもとに多く集まっている。 

 

福岡県の特産物を知ろう！ 

福岡県にはた特産物が多くあります。どのような特産物があるのか、教科書１１４、１１５ページを見ながら学習しましょう。 

教科書１15 ページのウ、エ、オの写真を見て答えましょう。 

柳川市にある有明海では（   のり   ）の養しょくがさかんである。 

久留米市では（    いちご  ）のしゅうかくが行われている。 

八女市では（     お茶   ）のさいばいが行われている。 

 

〇教科書１10 ページアの地図と１14 ページアの地図を比べながら答えましょう。 

筑後川に近い（     筑紫  平野）では、果物、お茶、野菜など多くの農産物がとれ、農業が盛んである。 

土地の高さが高い筑肥山地では、（    たけのこ   ）やきのこが採れる。 

そのほかにも、（   なし   ）や（   かき  ）などの果物を育てている。 

（キウイ、ブドウ、ナスなど、地図に記載されている果物であれば正解。） 

 

福岡県では、様々な農産物が作られています。教科書１15 ページイのグラフを見て、作られている農産物を多い順に並

べてみましょう。 

 

米→（  小麦 ）→（キャベツ）→（ みかん ）→（なす）→（ だいこん ）→（トマト）→（いちご） 

 

表の中で、一番多く作られている農産物は何ですか？ （  米  ） 

５番目に多く作られている農産物は何ですか？   (     なす   ） 

  

キウイ、ブドウ、ナスなど、地図に記載されている果物であれば正解。 
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福岡県の工業について知ろう！ 

 

教科書 116、117 ページを見て、福岡県の工業について学習しましょう。 

 

福岡県では、工業製品の生産が盛んです。 

筑紫野市では（     飲料 ）、飯塚市では（    科学   ）、朝倉市では、（  飲料    ） 

のように、様々な場所で様々なものが作られています。 

苅田町では、（自動車輸送機械）が作られ、苅田港から船で運んでいる。 

 

 

教科書 116 ページイの表を見て答えましょう。 

福岡県で工業製品の出荷額が一番多いのは、（北九州市）である。作っているものは（鉄鋼 製品）である。 

北九州市から、船で運んでいる。 

このことから、北九州市は工業が盛んなことがわかる。 

 

〇北九州市が出荷額１位なのは、どんな理由があるのだろう。 

  教科書 117 ページから理由を見つけてみましょう。 

 

一つ目の理由・・・ 

海に面しているので港があり、船で大量の運び込んだり、つくった製品を送り出したりするのに便利だから。 

※「船」、 「大量に運ぶ」という言葉が入っていれば正答。 

 

二つ目の理由・・・ 

鉄の原料を溶かす石炭が近くでとれたから。 

「近く」、「石炭がとれる」という言葉が入っていれば正答 
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福岡県の交通について知ろう！ 

福岡県にはどのような、空港、駅、港があるのだろうか、教科書 118,119 ページを見て調べましょう。 

 

〇教科書 118 ページの地図アから見つけましょう。 

福岡県にある港を４つ見つけてみよう！ 

（  三池 港）、（  北九州  港）、（    博多  港）、（    苅田   港） 

 

〇福岡県にある空港を２つ見つけてみよう！  （   福岡 空港）、（  北九州   空港） 

 

〇福岡県を走っている新幹線は（   山陽 新幹線）、（  九州 新幹線） 

 新幹線は九州地方の西側と東側どっちを走っていますか？        答え   西側            

 

〇高速道路は（   九州自動車道）、（    長崎自動車道）、（    大分自動車道）が走っている。 

 高速道路は何県とつながっていますか？ 

 （    佐賀 県）、（    熊本  県）、（      大分 県）、（     山口   県） 

 

◎空港、高速道路、新幹線の駅は大きな都市にある。 

福岡県は博多市が県庁所在地であり、大きな都市であるため、空港、新幹線の駅、港がある。 

 

県庁所在地とは・・・県庁（県の役所）が置かれている都市のことを指す。 

 

福岡県について知ったことを振り返ろう。 

 

福岡県の地形は高いところと低いところがある。 

人や工場、施設が多く集まるのは、土地の高さが（ 高い ・ 低い ）ところである。 

南部を流れる（ 遠賀川 ・ 筑後川 ）は東から西に流れている。 

福岡県は（   有明  海）、（    響    灘）、（    周防   灘）、（    玄海   灘）の４つの海に囲まれている。 

 

 

土地の利用では、土地の高さが（ 高い ・ 低い ）で農産物が多く育てられている。 

農産物で有名なのは、久留米市でとれる（  いちご   ）と八女市でとれる（  お茶   ）である。 

土地の高さが（ 高い ・ 低い ）ところでは、（  森林  ）が多く、山に囲まれている。 

 

福岡県の産業 

福岡県内で農業がさかんな地域は筑後川に近い（   筑紫 平野）である。 

工業でさかんな地域は（   北九州  市）である。近くの港から鉄鋼製品を運んでいる。 

 

福岡県の交通 

大きな都市の近くに、新幹線、高速道路、空港がある。 

福岡県の大きな都市は県庁所在地である（    福岡市）である。 

 


