
12月の日本
じゅう に がつ に ほん

にほん あんしん たの せいかつ

日本で安心して 楽しく生活するために

2021年
え ど が わ かんこうあんないしょ

江戸川観光案内所



→

12月の日本で気をつけること
がつ にほん き

く

空気がかわく

温度が下がり肌が乾燥する

冷たい風が吹く

くうき

おんど さ はだ かんそう

つめ かぜ ふ

ふえ

てあら

ことし

おんど ど さむく

ゆき ふ

がつ こうつうじこ いちばん おおい つき

き ねんない がいしゅつ ふ

くるま おおく じゅうたい ふ

かじ ふ ひ ちゅうい

肌が乾燥しやすい

喉を痛めやすい

風邪を引きやすい

インフルエンザに感染しやすい

はだ かんそう」

のど いた

かぜ ひ

かんせん

●今年は、インフルエンザがふえるといわれています。

●コロナも増えるかもしれません。

●手洗い、マスク、クリームぬる

●気温は5.8〜13度と寒くなります

雪が降ることもあります

コート、マフラー、帽子、手袋、使い捨てカイロ

●12月は、交通事故が一番多い月です

気になることは、年内にかたづけたいので外出が増えて、

車が多くなり渋滞も増える

●火事も増えるので、火に注意する

ぼうし てぶくろ つか す



正月準備 歳神様(としがみさま)を迎(むか)える準備(じゅんび)

しょうがつ じゅんび

歳の市
とし いち

鏡餅
かがみもち

しめ飾りは28日までに飾る
かざ にち かざ

門松
かどまつ

年賀状を出す
ねんがじょう だ

すす払い
はら

会社や家庭では大掃除
かいしゃ かてい おおそうじ



かぼちゃの煮物

クリスマスパーティ

今年の冬至は12月22日
ことし とうじ がつ にち

忘年会
ぼうねんかい

除夜の鐘 12月31日に108つの鐘を打つ
じょや かね がつ にち かね う

柚子湯
ゆずゆ

小豆粥
あずきがゆ

にもの 年越 しそば
としこ

年末の行事
ねんまつ ぎょうじ



クリスマス・イルミネーション2021

恵比寿ガーデン
プレイス11.13〜1.10

えびす

丸の内イルミネーション 11.11〜2.20
まる うち

東京メガイルミ 10.16〜4.10

大井競馬場のイルミネーションイベント。

噴水とレーザーのショーあり。インスタ

映えスポットも多く、大人気。

入場料800円

とうきょう

おおいけいばじょう

ふんすい

ば おお だいにんき

にゅうじょうりょう
六本木ヒルズけやき坂のイルミネーション

11.上旬〜12.25

ろっぽんぎ さか

じょうじゅん



12月の旬と料理
がつ しゅん りょうり

おでん

ブリ

タラ

かさねなべ なべ

なべ とうにゅうなべ

かきなべなべなべみそなべ

本鮪
ほんまぐろ

蜜入りりんご
みつい

柚子
ゆず

人気の鍋料理
にんき なべりょうり



日本(にほん)の各地(かくち)を紹介(しょうかい)します。３回目は関東(かんとう)です。

←関東はここ

茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県の一都六県を関東と言います。
いばらきけん とちぎけん ぐんまけん さいたまけん ちばけん とうきょうと かながわけん いっとろっけん かんとう い

・本州の真ん中にあります。

・東京は、日本の首都です。

・首都圏とは、東京を中心に、半径１５０キロの地域をいいます。

関東の一都六県に加えて、山梨県も入れたものが日本の首都圏です。

・日本の人口1億2500万人の約3分の１の4300万人が関東で暮らしています。

・日本の政治・経済の中心地です。

・都、道、府、県の違いは、約150年前の明治政府によって決めました。

・日本一大きい関東平野が広がっています。夏と冬の気温差が大きく、雨が少ないです。

ほんしゅう ま なか

とうきょう にほん しゅと

しゅとけん とうきょう ちゅうしん はんけい ちいき

かんとう いっとろっけん くわ やまなしけん い にほん しゅとけん

にほん じんこう おく まんにん やく ぶん まんにん かんとう く

にほん せいじ けいざい ちゅうしんち

と どう ふ けん ちが やく ねんまえ めいじせいふ き

にほんいち おお かんとうへいや ひろ なつ ふゆ きおんさ おお あめ すく

かんとう

ぐんまけん

とちぎけん

いばらきけん

ちばけんかながわけん

とうきょうと

さいたまけん



茨城県(いばらきけん)

水戸黄門の銅像
みとこうもん どうぞう

ほしいも、あんこう、

あんこう鍋、納豆、

那珂湊焼きそば、

常陸牛、メロン、

けんちんうどん

なべ なっとう

なかみなとや

ひたちぎゅう

水戸藩主が作った偕楽園は梅の名所
みとはんしゅ つく かいらくえん うめ めいしょ

東を向いた鳥居の中から太陽がのぼる神磯の鳥居
ひがし む とりい なか たいよう かみいそ とりい

ネモフィラで人気が出たひたち海浜公園
にんき で かいひんこうえん

・県庁は水戸市、人口は287.1万人。機械工業、化学工業が盛んです。

・健康にも美容にもよい納豆の生産量は日本一です。

・日本で一番有名な時代劇は「水戸黄門」で、茨城の水戸藩藩主が主人公です。

・科学技術の振興と高度な教育を行う筑波研究学園都市があります。

・四季の花が楽しめる国営ひたち海浜公園や、日本三名園の偕楽園があります。

・大洗磯前神社の「神磯の鳥居」は、

美しい日の出を拝むことができます。

けんこう びよう なっとう せいさんりょう にほんいち

けんちょう みと し じんこう まんにん きかいこうぎょう かがくこうぎょう さか

にほん いちばんゆうめい じだいげき みとこうもん いばらき みとはんしゅ しゅじんこう

かがくぎじゅつ しんこう こうど きょういく おこな つくばけんきゅうがくえんとし

しき はな たの こくえい かいひんこうえん にほん めいえん かいらくえん

おおあらいいそまえじんじゃ かみいそ とりい

うつく ひ で おがむ



栃木県(とちぎけん)

いちごも有名

修繕が終わり、あざやかに

なった東照宮

しゅうぜん おわ

とうしょうぐう

・県庁は宇都宮市、人口は192.2万人です。製造業が盛んな

「ものづくり県」です。

・徳川家康を祀る日光東照宮があります。

・紅葉のきれいないろは坂、華厳の滝、中禅寺湖などの

観光名所があります。

・那須高原や鬼怒川温泉、湯西川温泉など、有名な

リゾート、温泉があります。

・日本最古の学校、足利学校があります。約1000年前に

創設されました。

けんちょう うつのみやし じんこう まんにん せいぞうぎょう さか

けん

こうよう さか けごんのたき ちゅうぜんじこ

そうせつ

とくがわいえやす まつ にっこうとうしょうぐう

かんこうめいしょ

なすこうげん きぬがわおんせん ゆにしがわおんせん ゆうめい

おんせん

にほんさいこ がっこう あしがががっこう やく ねんまえ

江戸時代の建物も残る足利学校
えどじだい たてもの のこる あしかががっこう

団体でも個人でも楽しめる鬼怒川温泉
だんたい こじん たの きぬがわおんせん

全部で48のカーブがある「いろは坂」
ぜんぶ ざか



群馬県(ぐんまけん)

・県庁は高崎市、人口は197.3万人です。主な産業は、輸送用機械や食品です。

・世界遺産富岡製糸場があります。日本が明治時代に近代化できたのは、

生糸が海外で高く売れ、そのお金で西洋の機械をたくさん買えたからです。

・草津、伊香保、四万など有名な温泉がたくさんあります。

・標高の高い湿地帯、尾瀬国立公園があります。

・からっ風が吹く独特の気候で、粉もんと呼ばれる小麦食文化があります。

標高が高く、めずらしい植物が多い尾瀬
ひょうこう たか しょくぶつ おおい おぜ

新しい一万円札の肖像なる渋沢栄一が設立に

力を尽くした富岡製糸場

あた まんえんさつ しょうぞう しぶさわえいいち せつりつ

ちから つ とみおかせいしこうじょう

焼きそば、下仁田ネギ、こ

んにゃく、ソースカツ丼、

釜飯、もんじゃ、おっきり

こみ

や しもにた

どん

かまめし

草津温泉の湯畑は、夜はライトアップされます
くさつおんせん ゆばたけ よる

せいかいいさん とみおかせいしこうじょう にほん めいじじだい きんだいか

せいし かいがい たか う かね せいよう きかい か

くさつ いかほ しまん ゆうめい おんせん

ひょうこう たか しっちたい おぜこくりつこうえん

かぜ ふ どくとく きこう ふん よ こむぎしょくぶんか

けんちょう たかさきし じんこう まんにん おも さんぎょう ゆそうようきかい しょくひん



埼玉県(さいたまけん)
おっきりこみ、う

なぎ、わらじカツ

丼、

すいとん、

サツマイモ、味噌

ポテト

どん

みそ

今年の夜祭は規模縮小です
ことし よまつり きぼしゅくしょう

着物を着て歩くのが人気の小江戸
きもの き ある にんき こえど

・県庁はさいたま市、人口は733.9万人です。

・大規模な工業団地が多く、電気機器、輸送機器などの産業が多く、セメントや鋳物も盛んです。

・大宮の盆栽、岩槻の人形などの伝統工芸が人気です。

・日本三大曳山まつりの一つ、秩父夜祭があります。

・秩父には、34箇所の巡礼道と秩父神社、宝登山神社、三峯神社などの霊場があります。

・川越の「小江戸」と呼ばれる蔵造りの街並は、観光客に人気です。

けんちょう し じんこう まんにん

だいきぼ こうぎょうだんち おお でんききき ゆそうきき さんぎょう おお いもの さか

おおみや ぼんさい いわつき にんぎょう でんとうこうげい にんき

にほんさんだいひきやま ちちぶよまつり

ちちぶ かしょ じゅんれいみち ちちぶじんじゃ ほとざんじんじゃ みつみねじんじゃ れいじょう

かわごえ こえど よ くらづくり まちなみ かんこうきゃく にんき

三峯神社のめずらしい三ツ鳥居
みつみねじんじゃ みつとりい



千葉県(ちばけん)

日本最大級の
コンベンション施設

太巻きまつり寿司
ふとまき すし

首都圏の空の玄関、成田空港
しゅとけん そら げんかん なりたくうこう

にほんさいだいきゅう

しせつ

足がすくむ鋸山の地獄覗き
あし のこぎりやま じごくそぞき

・県庁は千葉市、人口は627.8万人です。

・温暖な気候と長い海岸線で、農業も水産業も盛んです。

・大規模な臨海工業地帯が広がっています。

・アジア有数のコンベンション施設幕張メッセがあります。

・成田には、成田国際空港があります。

・ノコギリのような形をした鋸山、ディズニーリゾート、温泉や海などレジャースポットが沢山あります。

けんちょう ちばし じんこう まんにん

おんだん きこう なが かいがんせん のうぎょう すいさんぎょう さか

だいきぼ りんかいこうぎょうちたい ひろ

ゆうすう しせつ まくはり

なりた なりたこくさいくうこう

のこぎりやま おんせん うみ たくさん

オリンピックのサーフィン会場、一宮町
かいじょう いちみやちょう



東京都(とうきょうと)

東京タワーと
スカイツリー

・都庁は新宿区、人口は1396万人です。

・主な産業は印刷関連、輸送機器、情報通信機器などです。

・千代田区には国会議事堂、最高裁判所、皇居があります。

・上野には東京国立博物館、国立西洋美術館など大きな美術館があります。

・東京タワー、東京スカイツリー、船堀タワーは東京三大タワーです。

・渋谷スクランブル交差点は、海外からの観光客に人気があります。

・銀座、渋谷、新宿などとても大きいな繁華街があります。

・浅草の浅草寺は、海外からの観光客が多いお寺です。

・世界中のおいしいものが集まっていますが、東京の郷土料理もあります。

江戸前寿司、ちゃんこ鍋、おでん、柳川鍋、深川めし、佃煮、べったら漬け、くさや

せかいじゅう あつ とうきょう きょうどりょうり

とちょう しんじゅくく じんこう まんにん

おもなさんぎょう いんさつかんれん ゆそうきき じょうほつうしんきき

ちよだく こっかいぎじどう さいこうさいばんしょ こうきょ

うえの とうきょうこくりつはくぶつかん こくりつせいようはくぶつかん おお びじゅつかん

とうきょう とうきょう ふなぼり とうきょうさんだい

しぶや こうさてん かいがい かんこうきゃく にんき

ぎんざ しぶや しんじゅく おお はんかがい

あさくさ せんそうじ かいがい かんこうきゃく

えどまえずし なべ やながわなべ ふかがわ つくだに づ

渋谷スクランブル交差点
しぶや こうさてん

国家議事堂
こっかいぎじどう

浅草の雷門と人力車
あさくさ かみなりもん じんりきしゃ



神奈川県(かながわけん)

横浜の異人館と中華街
よこはま いじんかん ちゅうかがい

鎌倉の大仏
かまくら だいぶつ やけい

・県庁は横浜市、人口は924.3万人です。

・約160年前の明治時代に港が開かれ、外国の文化が入ってきました。

異人館や中華街が有名です。

・主な産業は、輸送用機械、化学工業、食品です。

・未来的なウォーターフロント地区として、みなとみらい21が開発されました。

・歴史的な観光地、鎌倉があります。アニメファンの聖地にもなっています。

・戦国武将の豊臣秀吉が湯治をしたため、箱根温泉は日本中で有名になりました。

エヴァンゲリオンの舞台にもなっています。

けんちょう よこはまし じんこう まんにん

やく ねんまえ めいじじだい みなと ひら がいこく ぶんか はい

いじんかん ちゅうかがい ゆうめい

おも さんぎょう ゆそうようきき かがくこうぎょう しょくひん

みらいてき ちく かいはつ

れきしてき かんこうち かまくら せいち

せんごくぶしょう とよとみひでよし とうじ はこねおんせん にほんじゅう ゆうめい

ぶたい

みなとみらいの夜景

しゅうまい、

小籠包、

海軍カレー、

横浜ラーメン、

黒たまご

しょうろんぽう

かいぐん

よこはま

くろ


