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アフガニスタン

インデックス：大陸と国, 世界の地図
ここでは、アフガニスタンの地理、住民、政府、経済および

歴史に関するオンラインで選択された情報を見つけることがで
きます。選択された統計、全体図、アフガニスタン - の詳細マッ
プが含まれていますが、ここでアフガニスタンの国旗から始めま
しょう：
 

アフガニスタン - 概要：
アフガニスタンについて知っておくべきことは何ですか？これ

から始めましょう：Ahmad Shah Durraniはパシュトゥーン部族を
統一し、1747年にアフガニスタンを設立した。国は英国とロシ
アの帝国間のバッファーとして1919年にイギリスの統制から独
立した。民主化の短期間の実験は1973年のクーデターと1978
年の共産主義で終わったカウンタークープ。ソビエト連邦は、
1979年に侵略されたアフガニスタンの共産主義政権を支持
し、長く破壊的な戦争に触れた。ソ連は、国際的に支持され
ている反共産主義者のムジャヒディン反逆者による冷酷な圧
力のもと、1989年に撤退した。その後の一連の内戦は、カブー
ルが1996年にタリバンに落ち込んだことを示した。タリバンは、



パキスタンが後押ししてきた1994年の内戦と無秩序を終結さ
せる運動である。2001年9月11日のテロ攻撃の後、米国、ア
ライド、タリバンの北部同盟軍の行動は、ウサマ・ビン・ラディン
を避難させるためにタリバーンを倒した。国連が主催した2001
年のボン会議では、新憲法の採択、2004年の大統領選挙、
2005年の国会選挙など、政治再建のプロセスが確立された。
2004年12月に、ハミド・カルザイは民主的に選出されたアフガ
ニスタン翌12月に国会が発足した。カルザイは2009年8月に
第2期に再選されました。2014年の大統領選挙は、第1ラウン
ドの優勝者2人、アブドラ・アブドラとアシュラフ・ガニを取り上げ
た流出を初めて含む国であった。2014年の夏の間、彼らの
キャンペーンは結果に異議を唱え、詐欺の告発を取引しまし
た。2つのキャンプ間の政治的交渉だけでなく、全面的な投票
の監査を含む米国主導の外交的介入につながった。2014年
9月、GhaniとAbdullahはGhaniが大統領に就任し、Abdullahが
新しく創設された最高経営責任者（CEO）の地位に昇格し、
国家統一政府を形成することに合意した。Ghani政権は、就
任の翌日、アフガニスタンにおける2014年以降の国際軍事プ
レゼンスの法的基盤を提供する米アフガニスタン二国間安全
保障協定とNATOステータス協定に調印した。タリバンは、安
定した中央政府の構築に向けた利益にもかかわらず、ほぼす
べての州でアフガニスタン政府にとって深刻な課題であり続け
ています。タリバンは依然としてアフガニスタンの正当な政府と
考えており、最後の2人の霊的指導者が殺されたにもかかわら
ず、能力があり、自信を持って反乱軍として残っている。それ
は、外国軍隊が出発した後でのみ、カブールとの平和協定を
追求すると宣言し続けている。

アフガニスタンの地理



地球上のどこにアフガニスタンがあり
ますか？この国の所在地は南アフリカ、パキスタンの北西、イラ

ンの東です。 アフガニスタンの総面積は652,230 km2であり、そ

のうち652,230 km2は土地である。 これはかなり大きな国で
す。国の地形はどうやって説明できますか？このように：ほとん
ど険しい山です。北の平野と南西。 アフガニスタンの最下点は
アムダリヤ258メートル、最も高い点Noshakは7492メートルで
す。気候は半乾燥地帯、寒い冬と暑い夏はです。

アフガニスタンの住人
アフガニスタンで住んでいる人の数を見てみましょう。番号

は34,124,811 (7/2017 推定)です。 とてもたくさんの人がここに
住んでいます。ここに住んでいる人は？ パシュトゥン、タジク、ハ
ザラ、ウズベク、その他（バロク、トルクメン、ヌリスタニ、パミリ、ア
ラブ、グジャール、ブラフイ、キジルバシ、アイマク、パシャイ、キ
ルギスの少数を含む）。 アフガニスタンの言語は何ですか？ ア
フガニスタンペルシャまたはダリ（公式）80％パシュトゥ1％、アラ
ビア1％、バロチ、シュフニ、パミリ、ヒンディー語、ロシア語、ポル
トガル語、ポルトガル語、ポルトガル語、ロシア語、ドイツ語、フ
ランス語。そして宗教：イスラム教徒99.7％（スンニ派84.7〜
89.7％、シイア10〜15％）、その他0.3％（2009年推定）。
人々は平均して何歳ですか？ 18.8 年。この数字は中央値
であると付け加えなければなりません。つまり、半分の人がこれ



より年上で、半分が若いです。そして、彼らの平均余命（出生
時）は何ですか？これは：51.7 年。人々はアフガニスタンで住
んでいるところ？ここ：人）クッシュレンジ; 小さなグループは、国
内の多くの内陸部の谷にあります。一般に、東はより密集して
おり、南はまばらに住んでいる。 アフガニスタンの大都市圏は、
カブール（首都）4.635百万（2015年）です。

政府と経済のアフガニスタン
アフガニスタンの首都はカブールであり、政府のタイプは大

統領イスラム共和国です。行政部門 - 34州（ワラヤット、バガ
フシャン、バドギス、バグラン、バルク、バーマン、デーコンディ、
ファラ、ファリャブ、ガズニ、ゴール、ヘルマンド、ヘラート、ジョー
ジャン、カブール、カンダハル、カピサ、コス、クナール、クンドゥ
ズ、ラグマン、ロガー、ナンガハル、ニムロズ、ヌリスタン、パッティ
カ、 Paktiya、パンジシール、Parwan、Samangan、SAR-E
PUL、タハール、ウルズガン、ワルダック、ザーブルを見てみましょ
う。 アフガニスタンの経済に関して、重要な工業製品は煉
瓦、織物、石鹸、家具、靴、肥料、アパレル、食品、非アル
コール性飲料、ミネラルウォーター、セメントの小規模生産; 手
織りのカーペット; 天然ガス、石炭、コッペです。重要な農産物
はアヘン、コムギ、フルーツ、ナッツ; ウール、マトン、シープスキ
ン、ラムスキン、ポピーです。最も重要な輸出商品はアヘン、フ
ルーツナッツ、手織りカーペット、羊毛、綿、皮および皮、貴石
および半貴石であり、最も重要な輸出相手はパキスタン
46.3％、インド37.6％（2016）です。最も重要な輸入商品は
機械およびその他の資本財、食品、繊維、石油製品であり、
最も重要な輸入相手はイラン19.3％、パキスタン18.3％、中
国16.7％、カザフスタン9.5％、6.1％ウズベキスタン、トルクメニ
スタン5.4％、マレーシア4％（2016年）です。どのくらい金持ち



で、この国の人口はどれくらい豊富ですか？ここで最も重要な
数字は1人当たりGDP（PPP）です：$1,900 (2017 推定)。 これ
は非常に低い数値です。これは、1人あたりの国内総生産
（Gross Domestic Product）を意味し、現地の財やサービスの
相対コストに関して再計算されることを意味します。もう一つの
重要な数字 - 貧困線以下の人口：35.8% (2011 推定)。

アフガニスタンの地図
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アルバニア - 概要：
アルバニアについて知っておくべきことは何ですか？これから

始めましょう：アルバニアは1912年にオスマン帝国から独立した
と宣言したが、1939年にイタリアに征服され、1943年にドイツ
によって占領された。1944年に共産主義派閥を引き継いだ。
アルバニアは最初にソ連（1960年まで） （1978年まで）。1990
年代初頭、アルバニアは46年間の異端疎外共産主義統治
を終結させ、多党民主主義を確立した。継続的な政府が高
い失業率、広範な腐敗、老朽化し たインフラストラクチャー、
強力な組織犯罪ネットワーク、敵対的な政治的対抗勢力に
対処しようとしていることから、この移行は難しいことが分かって
います。アルバニアは、1991年に複数政党選挙を初めて実施
して以来、民主的発展を進めてきたが、不足は残っている。ア
ルバニアの共産主義後の選挙の大部分は、選挙詐欺の主張
によって傷ついた。しかしながら、アルバニアは、2009年4月に
NATOに加盟し、2014年6月にはEU加盟の候補国となった。
国際的なオブザーバーは、1997年のピラミッド計画の崩壊後
の政治的安定の回復以来、大部分は自由で公正な選挙を
行った。アルバニアは2016年11月に同年早々に渡された司法
改革パッケージの実施を条件にEU加盟交渉を開く欧州委員
会の勧告を受けた。アルバニアの経済は成長を続けています
が、それは減速しており、ヨーロッパは依然として最も貧しい国
の一つです。大規模な非公式経済と弱いエネルギー・交通イ
ンフラストラクチャは依然として障害です。アルバニアは2009年
4月にNATOに加盟し、2014年6月にはEU加盟の候補となっ



た。アルバニアは2016年11月に同年早々に渡された司法改
革パッケージの実施を条件にEU加盟交渉を開く欧州委員会
の勧告を受けた。アルバニアの経済は成長を続けていますが、
それは減速しており、ヨーロッパは依然として最も貧しい国の一
つです。大規模な非公式経済と弱いエネルギー・交通インフラ
ストラクチャは依然として障害です。アルバニアは2009年4月に
NATOに加盟し、2014年6月にはEU加盟の候補となった。ア
ルバニアは2016年11月に同年早々に渡された司法改革パッ
ケージの実施を条件にEU加盟交渉を開く欧州委員会の勧
告を受けた。アルバニアの経済は成長を続けていますが、それ
は減速しており、ヨーロッパは依然として最も貧しい国の一つで
す。大規模な非公式経済と弱いエネルギー・交通インフラスト
ラクチャは依然として障害です。

アルバニアの地理

地球上のどこにアルバニアがあります
か？この国の所在地は南東ヨーロッパ、アドリア海とイオニア
海、ギリシャと南とモンテネグロ、コソボとの境界です。 アルバニ

アの総面積は28,748 km2であり、そのうち27,398 km2は土地
である。 だから、これは大きな国ではない。国の地形はどうやっ
て説明できますか？このように：主に山と丘があります。海岸沿
いの小さな平野。 アルバニアの最下点はアドリア海0メートル、
最も高い点マヤE Korabit（ゴーレムKorab）2764メートルです。



気候は温暖な気候 涼しい、曇った、濡れた冬。熱く、透明
な、乾燥した夏。インテリアはよりクーラーで、です。

アルバニアの住人
アルバニアで住んでいる人の数を見てみましょう。番号は

3,047,987 (7/2017 推定)です。 だから、これはあまり大きな人
口ではありません。ここに住んでいる人は？ アルバニア人
82.6％、ギリシャ0.9％、その他1％（Vlach、Romani、
Macedonian、Montenegrin、Egyptianを含む）、不特定
15.5％（2011年推定）。 アルバニアの言語は何ですか？ アル
バニア人98.8％（公式 - Tosk方言由来）、ギリシャ語0.5％そ
の他。そして宗教：ロシアカトリック10％、正教会6.8％、無神
論者2.5％、ベクタシ（Sufi order）（マケドニア語、ローマ字、
Vlach、トルコ語、イタリア語、セルボクロアチア語を含む）
0.6％、不特定0.1％（2011年推定）イスラム教徒56.7％ ）、
他の5.7％、その他5.7％、不特定16.2％。人々は平均して
何歳ですか？ 32.9 年。この数字は中央値であると付け加え
なければなりません。つまり、半分の人がこれより年上で、半分
が若いです。そして、彼らの平均余命（出生時）は何ですか？
これは：78.5 年。人々はアルバニアで住んでいるところ？こ
こ：、西部および中央部の人々の濃度がやや高い、均等分
布。 アルバニアの大都市圏は、ティラナ（首都）454,000（2015
年）です。

政府と経済のアルバニア
アルバニアの首都はティラナ（ティラネ）であり、政府のタイプ

は議会共和国です。行政部門 - 12郡（qarqe、singular -
qark）;を見てみましょう。 アルバニアの経済に関して、重要な
工業製品は食べ物。靴、アパレル、衣類; 木材、石油、セメン



ト、化学薬品、鉱業、ベーシックメタル、水路です。重要な農
産物は小麦、トウモロコシ、ジャガイモ、野菜、果物、オリーブ
油、オリーブ油、ブドウ。肉、乳製品; 羊と山羊のです。最も重
要な輸出商品はアパレルおよび衣類、履物; アスファルト、金
属および金属鉱石、原油; タバコであり、最も重要な輸出相
手はイタリア50.5％、セルビア8.1％、コソボ7.5％、ギリシャ
4.2％（2016年）です。最も重要な輸入商品は機械設備、食
品、繊維、化学薬品であり、最も重要な輸入相手はイタリア
29％、ドイツ9.4％、中国8.7％、ギリシャ7.8％、トルコ7.8％、
セルビア4.1％（2016年）です。どのくらい金持ちで、この国の人
口はどれくらい豊富ですか？ここで最も重要な数字は1人当た
りGDP（PPP）です：$12,500 (2017 推定)。 これはかなり良い
です。これは、1人あたりの国内総生産（Gross Domestic
Product）を意味し、現地の財やサービスの相対コストに関して
再計算されることを意味します。もう一つの重要な数字 - 貧
困線以下の人口：14.3% (2012 推定)。

アルバニアの地図
 



我々は強くお勧めします



トップアドベンチャーゲーム：アリスと魔女のための改革

MapsGuides.com：あなたの旅行のための自由なガイド

アルジェリア

インデックス：大陸と国, 世界の地図
ここでは、アルジェリアの地理、住民、政府、経済および歴

史に関するオンラインで選択された情報を見つけることができま
す。選択された統計、全体図、アルジェリア - の詳細マップが
含まれていますが、ここでアルジェリアの国旗から始めましょう：
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


アルジェリア - 概要：
アルジェリアについて知っておくべきことは何ですか？これか

ら始めましょう：アルジェリア人はフランスの支配を1世紀以上も
経た後、1962年に独立を達成するために1950年代の多くを
戦いました。アルジェリアの主要政党である国民解放戦線
（FLN）は1954年に独立闘争の一環として設立され、主に政
治を支配した。1988年のアルジェリア政府は、公安の不安に
対応して複数政党制を制定したが、1991年12月の投票でイ
スラム救済戦線（FIS）の驚くべき第1ラウンドの成功により、ア
ルジェリア軍は2度目の選挙に介入し延期した世俗的なエリー
トが過激主導の政府が権力を奪うことを恐れることを防ぐた
め。軍は政府の目標を攻撃し始めるためにFIS支持者に刺激
を与えたFISの取り締まりを開始した。戦闘は反乱に発展し、
これは1992-98年に激しい暴力を受け、10万人以上が死亡し
た。その多くは過激派による村人の無差別虐殺によるもので
ある。政府は2000年1月に解散したFISの武装翼であるイスラ
ム救済軍を解散した。軍隊の支援を受けてアブデラジズ・ブテ
フリカは、1999年に大統領選挙で大統領選を獲得した。
2004年、2009年、2014年のそれに続く選挙で優勝した。
2011年の政府は、19歳の緊急措置を解除し、選挙された議
会の女性割当を増やし、補助金を増やすなど、アラブ春の政
治改革を導入した大衆に 2014年以降、

アルジェリアの地理



地球上のどこにアルジェリアがありま
すか？この国の所在地はモロッコとチュニジアの間の地中海に

接する北アフリカです。 アルジェリアの総面積は2,381,741 km2

であり、そのうち2,381,741 km2は土地である。 だからこれは非
常に大きな国です。国の地形はどうやって説明できますか？こ
のように：大部分は高原高原と砂漠です。いくつかの山々。狭
い、不連続な海岸平野。 アルジェリアの最下点はメルリール
湖-40メートルの、最も高い点Tahat 2908メートルです。気候は
および半乾燥地帯; 海岸沿いの暑く乾燥した夏の穏やかで
湿った冬。冷たい冬と高い夏の暑い夏のドライヤー; シロッコは
熱い、砂/砂を含んだ風で、特にです。

アルジェリアの住人
アルジェリアで住んでいる人の数を見てみましょう。番号は

40,969,443 (7/2017 推定)です。 とてもたくさんの人がここに住
んでいます。ここに住んでいる人は？ アラブ・ベルベル99％、
ヨーロッパ1％未満。 アルジェリアの言語は何ですか？ アラビア
語（公用語）、フランス語（リンガフランカ語）、ベルベル語または
Tamazight（公用語）。方言はカビル語ベルベル人（Taqbaylit）、
Shawiyaベルベル（Tacawit）、Mzabベルベル、トゥアレグベルベル
人（Tamahaq）が含まれ。そして宗教：、他の99％、（キリスト教
徒とユダヤ人を含みます）、イスラム教（主にスンニ派公式）。



人々は平均して何歳ですか？ 28.1 年。この数字は中央値
であると付け加えなければなりません。つまり、半分の人がこれ
より年上で、半分が若いです。そして、彼らの平均余命（出生
時）は何ですか？これは：77 年。人々はアルジェリアで住んで
いるところ？ここ：広大を人口の大半は地中海沿岸の。 アル
ジェリアの大都市圏は、アルジェ（首都）に沿って254万6000人
の国の極端な北部で発見されている。オラン858,000（2015
年）です。

政府と経済のアルジェリア
アルジェリアの首都はアルジェであり、政府のタイプは大統

領です。行政部門 - 48の州（wilayas、singular - wilaya）;
Adrar、Ain Defla、Ain Temouchent、Alger、Annaba、Batna、
Bechara、Bejaia、Biskra、Blida、Bordj Bou Arreridj、Bouira、
Boumerdes、Chlef、コンスタンティン、Djelfa、El Bayadh、El
Oued、El Tarf、Ghardaia、Guelma、Illizi 、ジジエル、ケンチェッ
ラ、ラグーアト、マスカラ、メデア、ミラ、モスタング、ミシラ、ナア
マ、オラン、ワーグラ、オウム・エル・ボワギ、リライザン、サイダ、セ
ティフ、シディ・ベル・アブス、シク・アブス、スキクダ、スーク・アラ
ス、タマンラセット、テベサ、ティンドーフ、Tipaza、Tissemsilt、の
Tizi Ouzou、トレムセンを見てみましょう。 アルジェリアの経済に
関して、重要な工業製品は石油、天然ガス、軽工業、鉱
業、電気、石油化学、食品加工です。重要な農産物は、小
麦、大麦、オート麦、ブドウ、オリーブ、柑橘類、果物; 羊、牛
です。最も重要な輸出商品は、石油、天然ガス、および石油
製品97％（2009 EST。）であり、最も重要な輸出相手はイタ
リア17.4％、スペイン12.9％、米国12.9％、フランス11.4％、ブ
ラジル5.4％、オランダ4.9％、トルコ4.5％、カナダ17.8％、フラ
ンス10.1％、イタリア9.8％、スペイン7.6％、ドイツ6.4％、米国



4.9％、トルコ4.1％（2016年）4.3％（2016年）です。最も重要
な輸入商品は資本財、食料品、サモアは18世紀までヨーロッ
パの探検家には届かなかった。19世紀後半の国際競争は、
ドイツと米国がサモア諸島を分断した1899年の条約によって
解決された。米国は正式にその部分を占めました - 翌年に
は、パゴパゴの優れた港と東方諸島の小さなグループです。で
あり、最も重要な輸入相手はです。どのくらい金持ちで、この
国の人口はどれくらい豊富ですか？ここで最も重要な数字は1
人当たりGDP（PPP）です：$15,100 (2017 推定)。 これはかな
り良いです。これは、1人あたりの国内総生産（Gross
Domestic Product）を意味し、現地の財やサービスの相対コス
トに関して再計算されることを意味します。もう一つの重要な
数字 - 貧困線以下の人口：23% (2006 推定)。

アルジェリアの地図
 



我々は強くお勧めします



トップアドベンチャーゲーム：アリスと魔女のための改革

MapsGuides.com：あなたの旅行のための自由なガイド

アメリカ領サモア

インデックス：大陸と国, 世界の地図
ここでは、アメリカ領サモアの地理、住民、政府、経済およ

び歴史に関するオンラインで選択された情報を見つけることが
できます。選択された統計、全体図、アメリカ領サモア - の詳
細マップが含まれていますが、ここでアメリカ領サモアの国旗から
始めましょう：
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


アメリカ領サモア - 概要：
アメリカ領サモアについて知っておくべきことは何ですか？こ

れから始めましょう：
アメリカ領サモアの地理

地球上のどこにアメリカ領サモアがあ
りますか？この国の所在地はオセアニア、南太平洋の島々、
ハワイとニュージーランドの中間地点です。 アメリカ領サモアの

総面積は199 km2であり、そのうち199 km2は土地である。 だ
からこれはかなり小さい国です。国の地形はどうやって説明で
きますか？このように：険しいピークと限られた沿岸平野の5つ
の火山島、2つのサンゴ環礁（ローズ島、スワインズ島）。 アメリ
カ領サモアの最下点は太平洋0 m、最も高い点Lata Mountain
964 mです。気候は熱帯海洋、東南アジアの貿易風に穏や
か。年間降水量は平均約3mです。雨季（11月から4月）、乾
季（5月から10月）。季節的な温度変化が少なくです。

アメリカ領サモアの住人
アメリカ領サモアで住んでいる人の数を見てみましょう。番

号は51,504 (7/2017 推定)です。 そう多くの人がここに住んで
いるわけではありません。ここに住んでいる人は？ 太平洋島嶼
人92.6％（Samoan 88.9％、トンガン2.9％、その他8％）、アジ
ア3.6％（フィリピン2.2％、その他1.4％）、2.7％、その他



1.2％（2010年）。 アメリカ領サモアの言語は何ですか？ サモア
88.6パーセント（密接にハワイや他のポリネシアの言語に関連
する）、英語3.9％、トンガ2.7％、その他の太平洋諸島系
3％、その他1.8％。そして宗教：、キリスト教98.3％で、他の
1％、非関連0.7％（2010 EST。）。人々は平均して何歳です
か？ 25.5 年。この数字は中央値であると付け加えなければ
なりません。つまり、半分の人がこれより年上で、半分が若いで
す。そして、彼らの平均余命（出生時）は何ですか？これは：
73.4 年。人々はアメリカ領サモアで住んでいるところ？ここ：こ
れは不明です。 アメリカ領サモアの大都市圏は、PAGO
PAGO（首都）48,000（2014年）です。

政府と経済のアメリカ領サモア
アメリカ領サモアの首都はパゴパゴであり、政府のタイプは

大統領民主主義。米国のです。行政部門 - なし（米国の領
土）; 米国政府が定義した第1次行政区分は存在しないが、
第2位には3つの地区と2つの島がある。東部、マヌア、ローズ
島、スワインズ島、西部を見てみましょう。 アメリカ領サモアの
経済に関して、重要な工業製品は（海外の漁船が主に供給
している）酪農製品、家畜のマグロ缶詰（主に海外の漁船から
供給されている）、手工芸品です。重要な農産物は;です。最
も重要な輸出商品は缶詰のマグロ93％であり、最も重要な
輸出相手はオーストラリア21.6％、ガーナ16.1％、オランダ
11.5％、ビルマ8.1％、韓国7.9％、コロンビア4.7％ （2016）で
す。最も重要な輸入商品は缶詰、食品、石油製品、機械
及び部品の原材料であり、最も重要な輸入相手はシンガ
ポール22.6％、NZ 19.1％、サモア8.7％、マレーシア8.2％、
フィジー7.6％、韓国7.4％、オーストラリア4.6％（2016年）で
す。どのくらい金持ちで、この国の人口はどれくらい豊富です



か？ここで最も重要な数字は1人当たりGDP（PPP）です：
$13,000 (2013 推定)。 これはかなり良いです。これは、1人あ
たりの国内総生産（Gross Domestic Product）を意味し、現地
の財やサービスの相対コストに関して再計算されることを意味
します。もう一つの重要な数字 - 貧困線以下の人口：未知
の%。

アメリカ領サモアの地図
 

我々は強くお勧めします



トップアドベンチャーゲーム：アリスと魔女のための改革

MapsGuides.com：あなたの旅行のための自由なガイド

アンドラ

インデックス：大陸と国, 世界の地図
ここでは、アンドラの地理、住民、政府、経済および歴史

に関するオンラインで選択された情報を見つけることができま
す。選択された統計、全体図、アンドラ - の詳細マップが含ま
れていますが、ここでアンドラの国旗から始めましょう：
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


アンドラ - 概要：
アンドラについて知っておくべきことは何ですか？これから始

めましょう：内陸のアンドラの公国は、フランスとスペインの国境
の間のピレネー山脈に位置するヨーロッパで最も小さい州の一
つです。Andorransは、フランスとスペインの指導者（1607年以
降、フランス国務長官、Urgell司教）が統治してきた独特の共
同体系の下で、715年間、1278年から1993年にかけて住んで
いました。1993年に、この封建制度は近代的な憲法の導入
によって修正された。共謀者は国家首脳として残っていたが、
政府は議会民主主義に転換した。アンドラは、ウィンタース
ポーツ、夏の気候、免税ショッピングによって毎年約800万人が
訪れる人気観光地になっています。アンドラはまた、成熟した
銀行部門と低い税金のために、裕福な国際商業センターに
なっています。アンドラは、経済の近代化の一環として、外国
投資を開始し、より広いインフラストラクチャーを支援するため
の税制イニシアティブの推進など、他の改革にも取り組んでい
ます。EUの加盟国ではありませんが、アンドラは、様々な慣習
と協力協定によって統治され、そのユーロをその国の通貨とし
て使用するブロックと特別な関係を享受しています。

アンドラの地理



地球上のどこにアンドラがあります
か？この国の所在地は南西ヨーロッパ、フランスとスペインの国

境にあるピレネー山脈です。 アンドラの総面積は468 km2であ

り、そのうち468 km2は土地である。 だからこれはかなり小さい
国です。国の地形はどうやって説明できますか？このように：狭
い谷で解体された険しい山。 アンドラの最下点はRiu Runer
840 m、最も高い点Pic de Coma Pedrosa 2,946 mです。気候
は温帯、雪が降り、寒い冬と暖かく乾燥した夏です。

アンドラの住人
アンドラで住んでいる人の数を見てみましょう。番号は

76,965 (7/2017 推定)です。 そう多くの人がここに住んでいるわ
けではありません。ここに住んでいる人は？ アンドラ46.2パーセ
ント、スペインの26.4パーセント、ポルトガル語12.8％、フランス
の5％、その他9.6％（2016 EST。）。 アンドラの言語は何です
か？ カタロニア語（公式）、フランス語、カスティーリャ、ポルトガ
ル・。そして宗教：ローマカトリック（優勢）。人々は平均して何
歳ですか？ 44.3 年。この数字は中央値であると付け加えな
ければなりません。つまり、半分の人がこれより年上で、半分が
若いです。そして、彼らの平均余命（出生時）は何ですか？こ
れは：82.9 年。人々はアンドラで住んでいるところ？ここ：人口



が偏在している国の教区（政治行政部門）を構成する7つの
都市化谷に集中している。 アンドラの大都市圏は、アンドラ・
ラ・ベリャ（資本）23000（2014）です。

政府と経済のアンドラ
アンドラの首都はAndorra la Vellaであり、政府のタイプは

議会制民主主義（1993年3月以降）。2人の王子はフランス
の大統領とスペインのSeu d'Urgell司教であり、他の役人で
す。行政部門 - 7小聖堂（parroquies、singular - parroquia）に
責任を委任する。アンドララベリャ、カニーリョ、エンキャンプ、エ
スカルデスエンゴルダニ、ラマッサナ、オルディーノ、サンジュリアデ
ロリアを見てみましょう。 アンドラの経済に関して、重要な工業
製品は観光（特にスキー）、銀行業、木材、家具です。重要
な農産物は少量のライ麦、小麦、大麦、オート麦、野菜、タ
バコ; 羊、牛です。最も重要な輸出商品はタバコ製品、家具
であり、最も重要な輸出相手はこれは不明ですです。最も重
要な輸入商品は消費財、食品、燃料、電気であり、最も重
要な輸入相手はこれは不明ですです。どのくらい金持ちで、こ
の国の人口はどれくらい豊富ですか？ここで最も重要な数字
は1人当たりGDP（PPP）です：$49,900 (2015 推定)。 これ
は、人々がここで平均的に富んでいることを意味します。これ
は、1人あたりの国内総生産（Gross Domestic Product）を意
味し、現地の財やサービスの相対コストに関して再計算される
ことを意味します。もう一つの重要な数字 - 貧困線以下の人
口：未知の%。

アンドラの地図
 



我々は強くお勧めします



トップアドベンチャーゲーム：アリスと魔女のための改革

MapsGuides.com：あなたの旅行のための自由なガイド

アンゴラ

インデックス：大陸と国, 世界の地図
ここでは、アンゴラの地理、住民、政府、経済および歴史

に関するオンラインで選択された情報を見つけることができま
す。選択された統計、全体図、アンゴラ - の詳細マップが含ま
れていますが、ここでアンゴラの国旗から始めましょう：
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


アンゴラ - 概要：
アンゴラについて知っておくべきことは何ですか？これから始

めましょう：アンゴラは、2002年に27年間の内戦が終わってから
再建するために、大きな石油埋蔵量を使用していたにもかか
わらず、人間開発指数については低い評価を得ている。ホセ・
エドゥアルドDOSサントスが率いるアンゴラ解放運動（MPLA）
ジョナス・サビムビ率いるアンゴラ全国連合（ユニタ）は、1975年
にポルトガルから独立した。平和は1992年にアンゴラが国家選
挙を実施した直後と思われたが、1993年には再び戦闘が回
復した。失われている - そして4百万人が移住した - 四半世
紀以上の戦いの間に。Savimbiが2002年に死亡したことで、
Unitaの反乱が終結し、MPLAの権力が強化された。DOS
Santos大統領は2010年に新しい憲法を制定し、2012年には
大統領として5年任期に選出されました。

アンゴラの地理

地球上のどこにアンゴラがあります
か？この国の所在地は南アフリカ、南大西洋に接する、ナミビ
アとコンゴ民主共和国の間です。 アンゴラの総面積は

1,246,700 km2であり、そのうち1,246,700 km2は土地である。



だからこれは非常に大きな国です。国の地形はどうやって説明
できますか？このように：狭い海岸平野は急激に広大な内陸
の台地に上昇する。 アンゴラの最下点は大西洋0 m、最も高
い点Moca 2,620 mです。気候は半乾燥し、沿岸に沿ってルア
ンダに。（11月から4月）です。

アンゴラの住人
アンゴラで住んでいる人の数を見てみましょう。番号は

29,310,273 (7/2017 推定)です。 とてもたくさんの人がここに住
んでいます。ここに住んでいる人は？ Ovimbundu 37％、
Kimbundu 25％、Bakongo 13％、Mestico（ヨーロッパとアフリカ
の混在アフリカ）2％、ヨーロッパ1％、その他22％。 アンゴラの
言語は何ですか？ ポルトガル語71.2％（公式）、Umbundu
23％、Kikongo 8.2％、Kimbundu 7.8％、Chokwe 、ロシア。
そして宗教：カトリック（41.1％）、プロテスタント（38.1％）、その
他（8.6％）、なし（12.3％）、ロシアカトリック（41％）、ロシアカト
リック）。人々は平均して何歳ですか？ 15.9 年。この数字は
中央値であると付け加えなければなりません。つまり、半分の
人がこれより年上で、半分が若いです。そして、彼らの平均余
命（出生時）は何ですか？これは：60.2 年。人々はアンゴラで
住んでいるところ？ここ：ほとんどの人々は国の西半分に住ん
でいる; 特にルアンダ・。 アンゴラの大都市圏は、ルアンダ（資
本金）は5.506百万人、ウアンボ1.269百万人（2015年）です。

政府と経済のアンゴラ
アンゴラの首都はルアンダであり、政府のタイプは大統領共

和国です。行政部門 - 18の州（provincias、singular -
provincia）;を見てみましょう。 アンゴラの経済に関して、重要な
工業製品は; ダイヤモンド、鉄鉱石、リン酸塩、長石、ボーキ



サイト、ウラン、および金; セメント; ベーシックメタル製品; 魚の
処理; 食品加工、醸造、たばこ製品、砂糖; テキスタイル; 船
の返済率はです。重要な農産物はバナナ、サトウキビ、コー
ヒー、サイザル麻、トウモロコシ、綿花、キャッサバ（キャッサバ、
タピオカ）、タバコ、野菜、バナナ、家畜; 林産物; 魚油です。
最も重要な輸出商品は木材、綿花、であり、最も重要な輸
出相手は中国53.7％、インド7.6％、米国5.6％、南アフリカ
5.3％、フランス4.4％（2016）です。最も重要な輸入商品は機
械・電気機器、乗用車、石油、石油、石油、石油、石油製
品、コーヒー、スペアパーツ。医薬品、食品、繊維、軍事物資
であり、最も重要な輸入相手はポルトガルが15.9％、米国
12.5％、中国が12.2％、南アフリカ6.8％、ベルギー6.3％、ブラ
ジル5.5％、英国4.3％（2016年）です。どのくらい金持ちで、こ
の国の人口はどれくらい豊富ですか？ここで最も重要な数字
は1人当たりGDP（PPP）です：$6,800 (2017 推定)。 これはか
なり低い数字です。これは、1人あたりの国内総生産（Gross
Domestic Product）を意味し、現地の財やサービスの相対コス
トに関して再計算されることを意味します。もう一つの重要な
数字 - 貧困線以下の人口：40.5% (2006 推定)。

アンゴラの地図
 



我々は強くお勧めします



トップアドベンチャーゲーム：アリスと魔女のための改革

MapsGuides.com：あなたの旅行のための自由なガイド

アンギラ

インデックス：大陸と国, 世界の地図
ここでは、アンギラの地理、住民、政府、経済および歴史

に関するオンラインで選択された情報を見つけることができま
す。選択された統計、全体図、アンギラ - の詳細マップが含ま
れていますが、ここでアンギラの国旗から始めましょう：
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


アンギラ - 概要：
アンギラについて知っておくべきことは何ですか？これから始

めましょう：アンギラ島は1650年にセント・キッツ島のイギリス人
入植者によって植民地化され、セント・キッツとネイビスと共に
英国の一族に組み込まれた、19世紀初頭までイギリスによっ
て管理されました。分離に失敗しました。反乱の2年後の
1971年、アンギラは最終的に離脱することができました。この
取り決めは1980年に正式に認められ、アンギラは別の英国の
扶養家族となった。2017年9月7日、ハリケーン・イルマ
（Hurricane Irma）、特にコミュニケーションと住宅およびビジネス
のインフラストラクチャーに大きな被害をもたらしました。

アンギラの地理

地球上のどこにアンギラがあります
か？この国の所在地はカリブ海、カリブ海と北大西洋の間の

島、プエルトリコの東です。 アンギラの総面積は91 km2であり、

そのうち91 km2は土地である。 だからこれはかなり小さい国で
す。国の地形はどうやって説明できますか？このように：平らで
低地のサンゴと石灰岩の島。 アンギラの最下点はカリブ海0
m、最も高い点クロッカスの丘73 mです。気候はトロピカル; 北
東の貿易風によって穏やかでです。

アンギラの住人



アンギラで住んでいる人の数を見てみましょう。番号は
17,087 (7/2017 推定)です。 そう多くの人がここに住んでいるわ
けではありません。ここに住んでいる人は？ アフリカ/黒85.3パー
セント、ヒスパニック4.9％、混合3.8％、白3.2％、東インド/イン
ド1％、その他1.6％、不特定0.3％（2011年の推定）。 アンギ
ラの言語は何ですか？ 英語（公式）。そして宗教：プロテスタ
ント73.2％（聖公会22.7％、メソジスト19.4％、ペンテコステ
10.5％、セブンスデーアドベンチスト8.3％、バプテスト7.1％、
教会4.9％、大統領0.2％、兄弟0.1％）、ローマカトリック教会
6.8％、エホバの証人1.1他のキリスト教徒10.9％、他3.2％、
不特定0.3％、なし4.5％（2011年推定）。人々は平均して何
歳ですか？ 34.8 年。この数字は中央値であると付け加えな
ければなりません。つまり、半分の人がこれより年上で、半分が
若いです。そして、彼らの平均余命（出生時）は何ですか？こ
れは：81.5 年。人々はアンギラで住んでいるところ？ここ：人口
のほとんどは島の中心にあるバレーに集中している。南東部で
はかなり統一されているが、東北地方では少数である。 アンギ
ラの大都市圏は、（首都）1,000（2014年）です。

政府と経済のアンギラ
アンギラの首都はの自治の海外領バレーであり、政府のタ

イプは議員民主主義（House of Assembly）。英国です。行政
部門 - なし（英国の海外領土）を見てみましょう。 アンギラの
経済に関して、重要な工業製品は観光、ボートの建物、オフ
ショア金融サービスをです。重要な農産物はたばこ、野菜の少
量; 調達牛です。最も重要な輸出商品はロブスター、魚、家
畜、塩、コンクリートブロック、ラム酒のであり、最も重要な輸出
相手はこれは不明ですです。最も重要な輸入商品は燃料、
食料品、製造、化学薬品、トラック、繊維製品をであり、最も



重要な輸入相手はこれは不明ですです。どのくらい金持ち
で、この国の人口はどれくらい豊富ですか？ここで最も重要な
数字は1人当たりGDP（PPP）です：$12,200 (2008 推定)。 こ
れはかなり良いです。これは、1人あたりの国内総生産（Gross
Domestic Product）を意味し、現地の財やサービスの相対コス
トに関して再計算されることを意味します。もう一つの重要な
数字 - 貧困線以下の人口：23% (2002 推定)。

アンギラの地図
 



我々は強くお勧めします

トップアドベンチャーゲーム：アリスと魔女のための改革

MapsGuides.com：あなたの旅行のための自由なガイド

アンティグア・バーブーダ

インデックス：大陸と国, 世界の地図
ここでは、アンティグア・バーブーダの地理、住民、政府、経

済および歴史に関するオンラインで選択された情報を見つける
ことができます。選択された統計、全体図、アンティグア・バー
ブーダ - の詳細マップが含まれていますが、ここでアンティグア・

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


バーブーダの国旗から始めましょう：
 

アンティグア・バーブーダ  - 概要：
アンティグア・バーブーダについて知っておくべきことは何です

か？これから始めましょう：Siboneyは2400年にアンティグアと
バーブーダの島に生息する最初の人であったが、1493年にコロ
ンブスが第2航海に上陸したときにアラワク・インディアンが島に
住んでいた。初期のスペインとフランスの和解は1667年に英国
植民地によって引き継がれた。アンティグアで砂糖農場を運営
するために設立された砂糖プランテーションは、1834年に廃止
されました。この島々は1981年に英国連邦内で独立国家に
なりました。2017年9月6日、ハリケーン・アーマーはバーブーダ
島を渡り、人口はアンティグアになります。バーブーダのほぼす
べての建物は破壊され、植生は剥奪されましたが、アンティグ
アは最悪の場合に救われました。

アンティグア・バーブーダの地理

地球上のどこにアンティグア・バー
ブーダがありますか？この国の所在地はカリブ海、プエルトリコの
東南東、カリブ海と北大西洋の間の島々です。 アンティグア・

バーブーダの総面積は442.6 km2 (Antigua 280 km2; Barbuda
161 km2)であり、そのうち442.6 km2は土地である。 だからこれ
はかなり小さい国です。国の地形はどうやって説明できます



か？このように：ほとんどなく、石灰岩やサンゴの島々が低く、
火山地域がより高い。。 アンティグア・バーブーダの最下点はカ
リブ海0 m、最も高い点オバマ山402 mです。気候は海洋海
洋; 季節的な温度変化はです。

アンティグア・バーブーダの住人
アンティグア・バーブーダで住んでいる人の数を見てみましょ

う。番号は94,731 (7/2017 推定)です。 そう多くの人がここに
住んでいるわけではありません。ここに住んでいる人は？ 黒人
87.3％、混在4.7％、ヒスパニック2.7％、白人1.6％、その他
2.7％、不特定0.9％（2011年末）。 アンティグア・バーブーダの
言語は何ですか？ 英語（公用語）、Antiguanクレオール。そし
て宗教：プロテスタント68.3％（聖公会17.6％、第七日の礼拝
堂12.4％、ペンテコステテル12.2％、モラヴィア8.3％、メソジス
ト5.6％、ウェスリアン聖堂4.5％、教会4.1％、バプテスト
3.6％）、ローマカトリック8.2％、その他12.2％ 、不特定
5.5％、なし5.9％（2011年推定）。人々は平均して何歳です
か？ 31.9 年。この数字は中央値であると付け加えなければ
なりません。つまり、半分の人がこれより年上で、半分が若いで
す。そして、彼らの平均余命（出生時）は何ですか？これは：
76.7 年。人々はアンティグア・バーブーダで住んでいるところ？
ここ：アンティグア島は人口の約97％の居住地である。バーブー
ダのほぼ全人口がコドリントンに生息しています。。 アンティグ
ア・バーブーダの大都市圏は、聖ヨハネ（首都）22,000（2014
年）です。

政府と経済のアンティグア・バーブーダ
アンティグア・バーブーダの首都はセントジョンズであり、政

府のタイプは議会民主主義（議会）コモンウェルスの領土で



す。行政部門 - 6つの教区と2つの依存関係。バーブーダ、レ
ドンダ、セントジョージ、セントジョン、セントメアリー、セントポー
ル、聖ペテロ、サンフィリップを見てみましょう。 アンティグア・バー
ブーダの経済に関して、重要な工業製品は業、畜産業、建
設業、軽工業（衣料品、アルコール、家電）です。重要な農
産物は綿、果物、野菜、バナナ、ココナッツ、キュウリ、マン
ゴー、サトウキビ; ポーランド53.2％、英国12.7％、カメルーン
7.2％、ドイツ5.5％、穀物です。最も重要な輸出商品は石油
製品、寝具、手工芸品、電子部品であり、最も重要な輸出
相手は、米国44.3％、日本4.7％、中国4.1％（2016年）
4.5％（2016年）のです。最も重要な輸入商品は食品および
生きた動物、機械および輸送機器、であり、最も重要な輸入
相手はです。どのくらい金持ちで、この国の人口はどれくらい豊
富ですか？ここで最も重要な数字は1人当たりGDP（PPP）で
す：$26,300 (2017 推定)。 これは、生活水準がここで良いこと
を意味します。これは、1人あたりの国内総生産（Gross
Domestic Product）を意味し、現地の財やサービスの相対コス
トに関して再計算されることを意味します。もう一つの重要な
数字 - 貧困線以下の人口：未知の%。

アンティグア・バーブーダの地図
 



我々は強くお勧めします



トップアドベンチャーゲーム：アリスと魔女のための改革

MapsGuides.com：あなたの旅行のための自由なガイド

アルゼンチン

インデックス：大陸と国, 世界の地図
ここでは、アルゼンチンの地理、住民、政府、経済および

歴史に関するオンラインで選択された情報を見つけることがで
きます。選択された統計、全体図、アルゼンチン - の詳細マッ
プが含まれていますが、ここでアルゼンチンの国旗から始めま
しょう：
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


アルゼンチン - 概要：
アルゼンチンについて知っておくべきことは何ですか？これか

ら始めましょう：1816年、リオプラタの連邦州はスペインからの独
立を宣言しました。ボリビア、パラグアイ、ウルグアイが別々に進
んだ後、残った地域はアルゼンチンとなりました。その国の人口
と文化は、ヨーロッパ全域からの移民によって大きく左右されて
いました。イタリアとスペインは1860年から1930年にかけて最も
多くの新規参入者を占めていました。20世紀半ばまで、アルゼ
ンチンの歴史の多くは、連邦主義者とユニタリア人の間、およ
び民間と軍派の間。第二次世界大戦後、ペロニズム時代の
ポピュリズムとその後の政府の直接的・間接的軍事干渉の
後、1976年に軍事政権が誕生した。1983年、フォークランド
諸島（イスラ・マルビナス）を強制的に奪取した、多数の挑戦が
あったにもかかわらず、最も激しかったのは2001-02年の深刻
な経済危機であり、激しい市民の抗議と複数の大統領の連
続した辞任につながった。2003年から15年にかけてネストール
とクリスティーナ・フェルナンデス・デ・キルヒナーによるペロニズム
のルールが見られ、その政策はアルゼンチンを孤立させ、景気
の停滞を引き起こした。2015年11月のマウリシオ・マクリの選挙
で、アルゼンチンは改革の期間と国際的な再統合を開始し
た。

アルゼンチンの地理



地球上のどこにアルゼンチンがあります
か？この国の所在地はチリとウルグアイの間、南大西洋、国境
を接する南部の南アメリカ、です。 アルゼンチンの総面積は

2,780,400 km2であり、そのうち2,736,690 km2は土地である。
だからこれは非常に大きな国です。国の地形はどうやって説明
できますか？このように：パタゴニアの南西部の豊かな平野の
北極半島、南部のパタゴニアの平坦な台地、西部のボルド沿
いの険しいアンデス。 アルゼンチンの最下点はラグナ・デル・カー
ボン-105 m（サンタ・ジュリアンとサンタジュンのComandante Luis
Piedra Buenaの間に位置する。 Cruz）、最も高い点Cerro
Aconcaguaです。気候は、主に温帯に。南東にあります。で
す。

アルゼンチンの住人
アルゼンチンで住んでいる人の数を見てみましょう。番号は

44,293,293 (7/2017 推定)です。 とてもたくさんの人がここに住
んでいます。ここに住んでいる人は？ （主にスペインとイタリアの
降下）とメスティーソヨーロッパ（混合ヨーロッパやアメリカインディ
アンの祖先）97.2％で、アメリカインディアンの2.4％、アフリカ
0.4％（2010 EST。）。 アルゼンチンの言語は何ですか？ スペ
イン語（公式） 、イタリア語、英語、ドイツ語、フランス語、先



住民（マプチェ語、ケチュア語）。そして宗教：名目上はローマ
カトリック92％、プロテスタント2％、ユダヤ人の2％、その他
4％（20％未満が練習）。人々は平均して何歳ですか？ 31.7
年。この数字は中央値であると付け加えなければなりません。
つまり、半分の人がこれより年上で、半分が若いです。そして、
彼らの平均余命（出生時）は何ですか？これは：77.3 年。
人々はアルゼンチンで住んでいるところ？ここ：ワン人口の3分
の1がブエノスアイレスに住んでいます。国の北部と中央部に集
積地帯が形成されている。パタゴニアは南にまばらに住んでい
ます。 アルゼンチンの大都市圏は、ブエノスアイレス（首都）
1,518万人 コルドバ150万人。ロサリオは1381万人。メンドー
サは10090000; San Miguel de Tucuman 910,000; ラプラタ
846,000（2015年）77.3です。

政府と経済のアルゼンチン
アルゼンチンの首都はブエノスアイレスであり、政府のタイプ

は大統領共和国です。行政部門 - 23州（provincias、singular
provincia）、1自治体。ブエノスアイレス、Catamarca、Chaco、
Chubut、Ciudad Autonoma de Buenos Aires、コルドバ、
Corrientes、Entre Rios、フォルモサ、Jujuy、La Pampa、La
Rioja、Mendoza、Misiones、Neuquen、Rio Negro、Salta、San
Juan、San Luis、Santaクルーズ、サンタフェ、サンティアゴ・デル・
エステロ、ティエラ・デル・フエゴ - アンティータ・イスラス・デル・アト
ランティコ・シュール（Tierra del Fuego）、トゥクマンを見てみましょ
う。 アルゼンチンの経済に関して、重要な工業製品は食品加
工、自動車、耐久消費財、繊維、化学、石油化学、印刷、
冶金、鉄鋼です。重要な農産物は畜産です。最も重要な輸
出商品は大豆とその誘導体、石油・ガス、自動車、トウモロコ
シ、小麦であり、最も重要な輸出相手は、ブラジル15.5％、



米国7.7％、中国7.6％、ベトナム4.4 ％（2016年）です。最も
重要な輸入商品は、機械、自動車、石油や天然ガス、有機
化学品、プラスチックであり、最も重要な輸入相手は、ブラジ
ル24.3％、中国18.7％、米国12.5％、ドイツ5.5％（2016年）
です。どのくらい金持ちで、この国の人口はどれくらい豊富です
か？ここで最も重要な数字は1人当たりGDP（PPP）です：
$20,700 (2017 推定)。 これは、生活水準がここで良いことを
意味します。これは、1人あたりの国内総生産（Gross
Domestic Product）を意味し、現地の財やサービスの相対コス
トに関して再計算されることを意味します。もう一つの重要な
数字 - 貧困線以下の人口：32.2%。

アルゼンチンの地図
 





我々は強くお勧めします

トップアドベンチャーゲーム：アリスと魔女のための改革

MapsGuides.com：あなたの旅行のための自由なガイド

アルメニア

インデックス：大陸と国, 世界の地図
ここでは、アルメニアの地理、住民、政府、経済および歴

史に関するオンラインで選択された情報を見つけることができま
す。選択された統計、全体図、アルメニア - の詳細マップが含

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


まれていますが、ここでアルメニアの国旗から始めましょう：
 

アルメニア - 概要：
アルメニアについて知っておくべきことは何ですか？これから

始めましょう：アルメニアは、正式にキリスト教を採用する最初
の国（4世紀初頭）であることを自負しています。何世紀にもわ
たり、アルメニアは自治の時期にもかかわらず、ローマ帝国、ビ
ザンチン、アラブ、ペルシャ、オットマンなど様々な帝国の影響
を受けました。アルメニア西部の第一次世界大戦中、オスマン
帝国は強制的な再定住政策と、少なくとも100万人のアルメ
ニア人の死をもたらした他の過酷な慣行とを組み合わせた政
策を制定した。アルメニア東部は1828年にオスマン帝国からロ
シアに譲渡された。この部分は1918年に独立宣言されたが、
1920年にソビエト赤軍によって征服された。アルメニアの指導
者は、モスクワが1920年代にソ連のアゼルバイジャンに配属し
たアルメニア人主体の領土であるナゴルノ・カラバフのアゼルバ
イジャンとの長い紛争。1988年にアルメニアとアゼルバイジャン
が戦い始めた。1994年5月までに、アルメニア、アゼルバイジャ
ン、およびナゴルノ・カラバフ間の3カ国間の停戦が成立したと
き、民族アルメニア軍は、ナゴルノ・カラバフだけでなく周辺7カ
国アゼルバイジャン領の約14％を占めています。両国の経済
は、平和的解決に向けて実質的な進展ができないことによっ
て傷ついている。トルコは1993年にアルメニアとの国境を閉鎖
し、アルメニアとの闘いにおいてナゴルノ・カラバフと周辺地域を
支配し、アルメニアの経済成長をさらに阻害した。2009年、ア
ルメニアの高級指導者たちは、国境の開放を目指してトルコと



の和平交渉を開始し、トルコは両国間の議定書の正常化関
係をまだ批准していない。2015年1月、アルメニアはユーラシア
経済連合のメンバーとしてロシア、ベラルーシ、カザフスタンに加
わりました。

アルメニアの地理

地球上のどこにアルメニアがあります
か？この国の所在地は南西アジア、トルコ（西側）とアゼルバイ
ジャンの間、注 - アルメニアは、ヨーロッパの一部として自らを見
ている。地政学的には、ヨーロッパ、中東、またはその両方に

分類されるです。 アルメニアの総面積は29,743 km2であり、そ

のうち28,203 km2は土地である。 だから、これは大きな国では
ない。国の地形はどうやって説明できますか？このように：山岳
アルメニア高地、小さな森林地帯。速く流れる川; Aras川渓
谷の良好な土壌。 アルメニアの最下点はDebed River 400
m、最も高い点Aragats Lerrnagagat '4,090 mです。気候は大
陸大陸、暑い夏、寒い冬です。

アルメニアの住人
アルメニアで住んでいる人の数を見てみましょう。番号は

3,045,191 (7/2017 推定)です。 だから、これはあまり大きな人
口ではありません。ここに住んでいる人は？ アルメニア98.1パー
セント、Yezidi（クルド）1.1％、その他0.7％（2011 EST）。 アル



メニアの言語は何ですか？ アルメニア（公式）（Yezidi少数が話
す）クルド97.9パーセント、1％、その他1％（2011 EST。 ）。そ
して宗教：アルメニア使徒92.6％、福音1％、その他2.4％、な
し1.1％、不特定2.9％（2011年推定）。人々は平均して何歳
ですか？ 35.1 年。この数字は中央値であると付け加えなけれ
ばなりません。つまり、半分の人がこれより年上で、半分が若
いです。そして、彼らの平均余命（出生時）は何ですか？これ
は：74.9 年。人々はアルメニアで住んでいるところ？ここ：人口
のほとんどは国の北部の半分に位置しています。エレバンの首
都はギュムリ、同国第二の都市としての5倍以上のように、多く
の人々に家である。 アルメニアの大都市圏は、エレバン（資
本）1044（2015）です。

政府と経済のアルメニア
アルメニアの首都はエレバンであり、政府のタイプは議会制

民主主義です。行政部門 - 11州（マルゼ、特異マルクス）;
Aragatsotn、アララト、アルマビル、Geghark'unik '、コタイク、
Lorri、Shirak、シウニク、Tavush、Vayots' Dzor、エレバンを見て
みましょう。 アルメニアの経済に関して、重要な工業製品はブ
ランデー、鉱業、ダイヤモンド加工、金属切削工作機械、機
械を鍛造、プレス、電気モーター、ニットウェア、靴下、靴、絹
織物、化学薬品、トラック、楽器、マイクロエレクトロニクス、
ジュエリー、ソフトウェア、食品加工です。重要な農産物は果
実（特にブドウとアプリコット）、野菜; 家畜です。最も重要な輸
出商品は地金銅、銑鉄、非鉄金属、金、ダイヤモンド、鉱物
製品、食料品、ブランデー、タバコ、エネルギーであり、最も重
要な輸出相手はロシア21％、ブルガリア8.7％、ジョージア
8.1％、カナダ7.9％、ドイツ7.9％、イラク7.8％、中国5.7％、
イラン4.2％、スイス4.2％（2016年）です。最も重要な輸入商



品は天然ガス、石油、タバコ製品、食料品、医薬品、自動
車であり、最も重要な輸入相手はロシア30.7％、中国11％、
イラン5.1％、トルコ5％、ドイツ5％（2016年）です。どのくらい
金持ちで、この国の人口はどれくらい豊富ですか？ここで最も
重要な数字は1人当たりGDP（PPP）です：$9,100 (2017 推
定)。 これはかなり低い数字です。これは、1人あたりの国内総
生産（Gross Domestic Product）を意味し、現地の財やサービ
スの相対コストに関して再計算されることを意味します。もう一
つの重要な数字 - 貧困線以下の人口：32% (2013 推定)。

アルメニアの地図
 



我々は強くお勧めします



トップアドベンチャーゲーム：アリスと魔女のための改革

MapsGuides.com：あなたの旅行のための自由なガイド

アルバ

インデックス：大陸と国, 世界の地図
ここでは、アルバの地理、住民、政府、経済および歴史に

関するオンラインで選択された情報を見つけることができます。
選択された統計、全体図、アルバ - の詳細マップが含まれてい
ますが、ここでアルバの国旗から始めましょう：
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アルバ  - 概要：
アルバについて知っておくべきことは何ですか？これから始

めましょう：1499年にスペインで発見され、主張されたアルバは
1636年にオランダに買収された。主な産業。19世紀のゴール
ドラッシュに続いて、1924年に石油精製所が開業し、繁栄が
もたらされました。20世紀の最後の数十年は観光産業のブー
ムを起こしました。アルーバは1986年にオランダ領アンティル諸
島を離脱し、オランダ王国の独立した自治体になった。完全
独立への動きは、1990年のアルバの要請により中止された。

アルバの地理

地球上のどこにアルバがあります
か？この国の所在地はカリブ海、カリブ海の島、ベネズエラの北

です。 アルバの総面積は180 km2であり、そのうち180 km2は
土地である。 だからこれはかなり小さい国です。国の地形はど
うやって説明できますか？このように：いくつかの丘のある季節
的な温度変化が少ない。わずかな植生。 アルバの最下点は
カリブ海0m、最も高い点Ceru Jamanota 188mです。気候は熱
帯海洋;です。

アルバの住人
アルバで住んでいる人の数を見てみましょう。番号は



115,120 (7/2017 推定)です。 そう多くの人がここに住んでいる
わけではありません。ここに住んでいる人は？ オランダ82.1％、
コロンビア6.6％、ベネズエラ2.2％、ドミニカ共和国2.2％、ハイ
チ1.2％、その他5.5％、不特定0.1％ 2010年の推定値）。 ア
ルバの言語は何ですか？ ポーランド語（ポルトガル語、スペイ
ン語、オランダ語、英語、そしてフランス語、アフラ語の言語とア
ラワク語の要素が混在したクレオール語）69.4％、スペイン語
13.7％。そして宗教：ローマカトリック教徒75.3％、プロテスタン
ト4.9％（メソジスト0.9％、アドベンティスト教徒0.9％、ローマ
教皇）エホバの証人1.7％、その他12％、なし5.5％、不特定
0.5％（2010年推定）。人々は平均して何歳ですか？ 39.3
年。この数字は中央値であると付け加えなければなりません。
つまり、半分の人がこれより年上で、半分が若いです。そして、
彼らの平均余命（出生時）は何ですか？これは：76.9 年。
人々はアルバで住んでいるところ？ここ：大部分の住民はオラ
ンジェスタッドとサンニコラ; 大部分の定住は島の西側に位置す
る傾向があります。Oranjestad。 アルバの大都市圏は、
（capital）29,000（2014）です。

政府と経済のアルバ
アルバの首都はOranjestadであり、政府のタイプは議会民

主主義（議会）; オランダ王国の一部です。行政部門 - なし
（オランダ王国のを見てみましょう。 アルバの経済に関して、重
要な工業製品は観光、石油積み替え施設、銀行です。重
要な農産物はアロエ; 家畜; 魚のです。最も重要な輸出商品
は生きた動物と動物製品、アートやグッズ、機械、電気機
器、輸送用機器であり、最も重要な輸出相手はコロンビア
23.4％、米国19.8％、オランダ16.9％、ベネズエラ
13.9％（2016年）です。最も重要な輸入商品は機械および電



気設備、バンカーリングおよび再輸出のための精製油、化学
薬品; 食糧であり、最も重要な輸入相手は55.4％、オランダ
12.6％（2016）です。どのくらい金持ちで、この国の人口はどれ
くらい豊富ですか？ここで最も重要な数字は1人当たり
GDP（PPP）です：$25,300 (2011 推定)。 これは、生活水準が
ここで良いことを意味します。これは、1人あたりの国内総生産
（Gross Domestic Product）を意味し、現地の財やサービスの
相対コストに関して再計算されることを意味します。もう一つの
重要な数字 - 貧困線以下の人口：未知の%。

アルバの地図
 



我々は強くお勧めします



トップアドベンチャーゲーム：アリスと魔女のための改革

MapsGuides.com：あなたの旅行のための自由なガイド

オーストラリア

インデックス：大陸と国, 世界の地図
ここでは、オーストラリアの地理、住民、政府、経済および

歴史に関するオンラインで選択された情報を見つけることがで
きます。選択された統計、全体図、オーストラリア - の詳細マッ
プが含まれていますが、ここでオーストラリアの国旗から始めま
しょう：
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オーストラリア - 概要：
オーストラリアについて知っておくべきことは何ですか？これ

から始めましょう：先史時代の入植者は、最初のヨーロッパ人
が17世紀に探検を開始する前に、少なくとも4万年前に東南
アジアから大陸に到着しました。James COOK大尉がイギリス
の名で東海岸を占領した1770年までは、正式な領土主張は
行われなかった（オーストラリアのすべてが西オーストラリアの植
民地の創設に伴い1829年にイギリス領として主張された）。6
つのコロニーは18世紀後半と19世紀に創られました。1901年
にオーストラリア連邦になった。新国は天然資源を利用して、
農業や製造業を急速に発展させ、第一次世界大戦と第二
次世界大戦における連合国の努力に大きく貢献した。近年、
オーストラリアは国際的に競争力のある、1980年代に採択さ
れた経済改革と世界経済の急速な成長を遂げている地域の
1つに位置づけられているため、長期的な懸念としては、人口
の高齢化、インフラへの圧力、洪水、干ばつ、森林破壊など
の環境問題が挙げられます。オーストラリアは地球上で最も乾
燥した大陸であり、特に気候変動の課題に脆弱です。オース
トラリアは世界の生物多様性の10％を保有しており、世界に
は数多くの動植物が存在しています。オーストラリアは地球上
で最も乾燥した大陸であり、特に気候変動の課題に脆弱で
す。オーストラリアは世界の生物多様性の10％を保有してお
り、世界には数多くの動植物が存在しています。オーストラリア
は地球上で最も乾燥した大陸であり、特に気候変動の課題
に脆弱です。オーストラリアは世界の生物多様性の10％を保
有しており、世界には数多くの動植物が存在しています。



オーストラリアの地理

地球上のどこにオーストラリアがありま
すか？この国の所在地はオセアニア、インド洋と南太平洋の

間の大陸です。 オーストラリアの総面積は7,741,220 km2であ

り、そのうち7,682,300 km2は土地である。 これは世界最大の
国の一つです。国の地形はどうやって説明できますか？このよ
うに：低地では砂漠の低地です。南東で肥沃な平野。 オース
トラリアの最下点は湖エア-15 M、最も高い点コジオスコ2228
メートルです。気候は概して半乾燥状態にあります。南と東の
温帯。北部の熱帯です。

オーストラリアの住人
オーストラリアで住んでいる人の数を見てみましょう。番号

は23,232,413 (7/2017 推定)です。 とてもたくさんの人がここに
住んでいます。ここに住んでいる人は？ ギリシャ語1.4％、オラ
ンダ語1.2％、その他15.8％（オーストラリア先住民を含
む.5％）、不特定5.4％。 オーストラリアの言語は何ですか？
英語76.8％、イタリア語1.6％、イタリア語1.4％、アラビア語
1.3％、ギリシャ語1.2％、広東語1.2％、ベトナム語1.1％、そ
の他10.4％、不特定5％（2011年度実績）。そして宗教：プロ
テスタント23.1％（聖公会13.3％、統一教会3.7％、長老と改
革2.3％、バプテスト1.5％、ペンテコステア1.1％、ルター派
7％、プロテスタント5％）、ローマカトリック22.6％、他のキリスト
教徒4.2％、イスラム教徒仏教2.4％、正教2.3％（東正教



2.1％、東洋正教2％）、ヒンドゥー1.9％、その他1.3％、なし
30.1％、不特定9.6％（2016年末）。人々は平均して何歳で
すか？ 38.7 年。この数字は中央値であると付け加えなけれ
ばなりません。つまり、半分の人がこれより年上で、半分が若
いです。そして、彼らの平均余命（出生時）は何ですか？これ
は：82.3 年。人々はオーストラリアで住んでいるところ？ここ：の
人口は主に南東部に居住する人々の最高濃度で、周辺部
に位置しています。二次人口センターは西部のパース周辺に
位置しています。ニューサウスウェールズ州は、州と領土の中で
最大の人口を誇っています。インテリア、または "アウトバッ
ク"は、非常にまばらな人口を持っています。 オーストラリアの大
都市圏は、シドニー4.505百万; メルボルン420.03万人 ブリス
ベン220万人。パースは1861万。アデレードは125万6000人。
キャンベラ（首都）423,000（2015年）です。

政府と経済のオーストラリア
オーストラリアの首都はキャンベラであり、政府のタイプは議

会民主主義（連邦議会）。連邦王国領です。行政部門 - 6
州と2地域。オーストラリア首都特別地域、ニューサウスウェー
ルズ州、ノーザンテリトリー、クイーンズランド州、南オーストラリ
ア、タスマニア、ビクトリア、西オーストラリアを見てみましょう。
オーストラリアの経済に関して、重要な工業製品は鉱業、工
業、輸送機械、食品加工、化学、鉄鋼です。重要な農産物
は小麦、大麦、サトウキビ、果物。ウシ、ヒツジ、家禽です。最
も重要な輸出商品は石炭、鉄鉱石、金、肉、ウール、アルミ
ナ、小麦、機械、輸送機器であり、最も重要な輸出相手は、
中国30.5％、日本12.4％、米国6.5％、韓国6.1％ （2016）
です。最も重要な輸入商品は機械および輸送機器、コン
ピュータおよびオフィス機器、電気通信機器および部品、原



油・石油製品のであり、最も重要な輸入相手は中国
23.4％、米国11.5％、日本7.8％、タイ5.6％、ドイツ5.3％、
韓国4.3％（2016年）です。どのくらい金持ちで、この国の人口
はどれくらい豊富ですか？ここで最も重要な数字は1人当たり
GDP（PPP）です：$49,900 (2017 推定)。 これは、人々がここ
で平均的に富んでいることを意味します。これは、1人あたりの
国内総生産（Gross Domestic Product）を意味し、現地の財
やサービスの相対コストに関して再計算されることを意味しま
す。もう一つの重要な数字 - 貧困線以下の人口：未知の%。

オーストラリアの地図
 



我々は強くお勧めします



トップアドベンチャーゲーム：アリスと魔女のための改革

MapsGuides.com：あなたの旅行のための自由なガイド

オーストリア

インデックス：大陸と国, 世界の地図
ここでは、オーストリアの地理、住民、政府、経済および歴

史に関するオンラインで選択された情報を見つけることができま
す。選択された統計、全体図、オーストリア - の詳細マップが
含まれていますが、ここでオーストリアの国旗から始めましょう：
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


オーストリア - 概要：
オーストリアについて知っておくべきことは何ですか？これか

ら始めましょう：オーストリア・ハンガリー大帝国の権力中心で
あったオーストリアは、第一次世界大戦で敗北した後、小さな
共和国に縮小された。1938年にナ チスドイツが加わり、1945
年に勝利した同盟国によって占領された後、オーストリアの地
位は不明であった。 10年。1955年に締結された国家条約
は、占領を終結させ、オーストリアの独立を認め、ドイツとの統
一を禁止した。同年憲法は、ソビエト軍の撤退の条件として、
国の「永遠の中立性」を宣言した。1991年のソ連の崩壊と
1995年のオーストリアのEU加盟は、この中立性の意味を変え
た。繁栄し、民主的な国であるオーストリアは、1999年にEU
経済通貨同盟に入りました。

オーストリアの地理

地球上のどこにオーストリアがありま
すか？この国の所在地は中央ヨーロッパ、です。 オーストリアの

総面積は83,871 km2であり、そのうち82,445 km2は土地であ
る。 だから、これは大きな国ではない。国の地形はどうやって



説明できますか？このように：主に西と南の山々（アルプス）。
東と北の縁に沿って傾斜穏やかほとんど平坦または。 オースト
リアの最下点はノイジードラーは115メートル見る、最も高い点
グロースグロックナー3798メートルです。気候は温帯; 大陸、曇
り; 雨が多い寒い冬、低地や山の中の雪など。穏やかな夏に
時々シャワーを浴び、です。

オーストリアの住人
オーストリアで住んでいる人の数を見てみましょう。番号は

8,754,413 (7/2017 推定)です。 だから、これはあまり大きな人
口ではありません。ここに住んでいる人は？ トルコ人1.6％、ド
イツ人0.9％、その他2.4％（2001年国勢調査）。 オーストリア
の言語は何ですか？ ドイツ88.6％、トルコ2.3％、セルビア語
（セルビア人） 2.2％、クロアチア5.3％（2001 EST）（スロベニア
語、南カリンシアの公式、及びハンガリーブルゲンラントで、公
式含む）他（Burgenlandの公式）1.6％、。そして宗教：カトリック
の73.8パーセントを（カトリック73.6パーセント、他のカトリックの
0.2％を含みます）、プロテスタント4.9％、ムスリム4.2％、正教
2.2％、その他0.8％（他のキリスト教徒を含む）、12％、不特
定2％（2001年推定）。人々は平均して何歳ですか？ 44
年。この数字は中央値であると付け加えなければなりません。
つまり、半分の人がこれより年上で、半分が若いです。そして、
彼らの平均余命（出生時）は何ですか？これは：81.6 年。
人々はオーストリアで住んでいるところ？ここ：北部および東部
の国はより人口密度が高い。大都市圏に住む人口の約3分
の2が。 オーストリアの大都市圏は、ウィーン（首都）175万人
（2015年）です。

政府と経済のオーストリア



オーストリアの首都はであり、政府のタイプは連邦議会共
和国 1918年11月12日（共和国が宣言した）、ブルゲンラン
ト、カールテン（ケルンテン）、ニーデロエステライク（ニーテロエスト
リッヒ）、オーバーオーストリア（オーバーオーストリア）、ザルツブル
ク、シュタイアーマルク（スティリア）、チロル、チョーリン、ウィーン
注目すべき以前の日付：976（オーストリアのMargravate設立）;
1156年9月17日（オーストリア公国設立）; 1804年8月11日
（オーストリア帝国を宣言した）$ 434.1億円（2017 EST。）$
409.3億円（2016 EST。）$4.92万（2017 EST。）穀物、ジャガ
イモ、ワイン、フルーツ; 乳製品、ウシ、ブタ、家禽; 木材および
その他の林業製品です。行政部門 - を見てみましょう。 オー
ストリアの経済に関して、重要な工業製品は建設、機械、自
動車および部品、食品、金属、化学、木材、紙および板紙、
通信機器、観光です。重要な農産物はです。最も重要な輸
出商品は機械および装置、自動車および部品、紙および板
紙、金属製品、化学品、鉄そして、鋼、繊維製品、食料品
であり、最も重要な輸出相手はドイツ29.9パーセント、米国
6.3％、イタリア6.2％、スイス5.7％、スロバキア4.4％（2016
年）、です。最も重要な輸入商品は機械設備、自動車、化
学品、金属製品、石油及び石油製品、天然ガス; 食料品で
あり、最も重要な輸入相手はドイツ42.5％、イタリア6％、スイ
ス5.6％、チェコ共和国4.4％、オランダ4％（2016年）です。ど
のくらい金持ちで、この国の人口はどれくらい豊富ですか？ここ
で最も重要な数字は1人当たりGDP（PPP）です：$49,200
(2017 推定)。 これは、人々がここで平均的に富んでいることを
意味します。これは、1人あたりの国内総生産（Gross
Domestic Product）を意味し、現地の財やサービスの相対コス
トに関して再計算されることを意味します。もう一つの重要な



数字 - 貧困線以下の人口：4% (2014 推定)。
オーストリアの地図

 

我々は強くお勧めします



トップアドベンチャーゲーム：アリスと魔女のための改革

MapsGuides.com：あなたの旅行のための自由なガイド

アゼルバイジャン

インデックス：大陸と国, 世界の地図
ここでは、アゼルバイジャンの地理、住民、政府、経済およ

び歴史に関するオンラインで選択された情報を見つけることが
できます。選択された統計、全体図、アゼルバイジャン - の詳
細マップが含まれていますが、ここでアゼルバイジャンの国旗から
始めましょう：
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


アゼルバイジャン - 概要：
アゼルバイジャンについて知っておくべきことは何ですか？こ

れから始めましょう：大多数のトルコ人と多数のシリアのイスラム
教徒の人口を抱えるアゼルバイジャンは、ロシア帝国の崩壊
後、短期間（1918年から1920年まで）独立していた。それはそ
の後70年間ソ連に組み込まれた。アゼルバイジャンは、モスク
ワがアルメニアとアゼルバイジャンが領土の地位に異議を唱えた
後、ソ連のアゼルバイジャン内の自治共和国として1923年に
認識したアルメニア人民族集団であるナゴルノ・カラバフをめぐ
るアルメニアとの紛争を未だ解決していない。アルメニアとアゼル
バイジャンは、1988年にその地域に紛争を再燃させた。1991
年に両国がソビエト連邦から独立した後、闘争は軍事的に拡
大した。1994年5月までに、停戦が成立したとき、アルメニア軍
は、ナゴルノ・カラバフだけでなく、アゼルバイジャン領内の7つの
周辺地域も拘束した。米国、フランス、ロシアが共同議長を
務めるOSCE Minsk Groupは、紛争の平和的解決を仲介す
るための枠組みである。国の腐敗が広範囲に及んでおり、
2009年の国民投票で大統領任期制限を廃止し、2016年に
大統領任期を5年から7年に延長することを承認した政府は、
権威主義的だと非難されている。近年、石油やガスの生産に
よる収入のために貧困率が大幅に低下しインフラへの投資は
大幅に増加しているが、改革はほとんどの政府機関、特に教
育および保健分野における脆弱性を十分には解決していな
い。米国、フランス、ロシアが共同議長を務め、紛争の平和的
解決を仲介するための枠組みである。国の腐敗が広範囲に
及んでおり、2009年の国民投票で大統領任期制限を廃止



し、2016年に大統領任期を5年から7年に延長することを承認
した政府は、権威主義的だと非難されている。近年、石油や
ガスの生産による収入のために貧困率が大幅に低下しインフ
ラへの投資は大幅に増加しているが、改革はほとんどの政府
機関、特に教育および保健分野における脆弱性を十分には
解決していない。米国、フランス、ロシアが共同議長を務め、
紛争の平和的解決を仲介するための枠組みである。国の腐
敗が広範囲に及んでおり、2009年の国民投票で大統領任期
制限を廃止し、2016年に大統領任期を5年から7年に延長す
ることを承認した政府は、権威主義的だと非難されている。近
年、石油やガスの生産による収入のために貧困率が大幅に
低下しインフラへの投資は大幅に増加しているが、改革はほと
んどの政府機関、特に教育および保健分野における脆弱性
を十分には解決していない。2009年の国民投票で大統領任
期制限を廃止し、2016年に大統領任期を5年から7年に延
長することを承認したことは、権威主義と非難されている。近
年、石油やガスの生産による収入のために貧困率が大幅に
低下しインフラへの投資は大幅に増加しているが、改革はほと
んどの政府機関、特に教育および保健分野における脆弱性
を十分には解決していない。2009年の国民投票で大統領任
期制限を廃止し、2016年に大統領任期を5年から7年に延
長することを承認したことは、権威主義の罪で告発されてい
る。近年、石油やガスの生産による収入のために貧困率が大
幅に低下しインフラへの投資は大幅に増加しているが、改革
はほとんどの政府機関、特に教育および保健分野における脆
弱性を十分には解決していない。

アゼルバイジャンの地理



地球上のどこにアゼルバイジャンがあり
ますか？この国の所在地は南西アジア、カスピ海に接する、イ
ランとロシアの間に、コーカサスの範囲の北側に小さなヨーロッパ

の部分があるです。 アゼルバイジャンの総面積は86,600 km2

であり、そのうち82,629 km2は土地である。 だから、これは大き
な国ではない。国の地形はどうやって説明できますか？このよ
うに：、フラットKur-Araz Ovaligi（Kura- Araks Lowland、その多
くは海面下）、西にはQarabag Yaylasi（Karabakh Upland）の
北にはGreat Caucasus Mountainsがあります。バクーはカスピ
海。 アゼルバイジャンの最下点はカスピ海、最も高い点-28m
バザルジュズダギ4,466mのです。気候は乾燥した、半乾燥し
た大草原です。

アゼルバイジャンの住人
アゼルバイジャンで住んでいる人の数を見てみましょう。番

号は9,961,396 (7/2017 推定)です。 だから、これはあまり大き
な人口ではありません。ここに住んでいる人は？ アゼルバイ
ジャン91.6パーセント、Lezghin 2％、ロシア1.3％、アルメニア語
1.3％、タリシュ1.3％、その他2.4％。 アゼルバイジャンの言語
は何ですか？ アゼルバイジャン（アゼルバイジャン）（公式）
92.5％、ロシア1.4％、アルメニア語1.4％、その他4.7％（2009
EST。）。そして宗教：イスラム教徒96.9パーセント（主にシーア



派）、クリスチャン・3％、その他。人々は平均して何歳です
か？ 31.3 年。この数字は中央値であると付け加えなければ
なりません。つまり、半分の人がこれより年上で、半分が若いで
す。そして、彼らの平均余命（出生時）は何ですか？これは：
72.8 年。人々はアゼルバイジャンで住んでいるところ？ここ：最
高の人口密度郡の遠い東部、バクーとその周辺にあります。
小規模な都市化された地域とは別に、残りの国はかなり軽く
均等に分布している人口。 アゼルバイジャンの大都市圏は、
BAKU（資本金）237.4百万人（2015年）です。

政府と経済のアゼルバイジャン
アゼルバイジャンの首都はバクー（Baki、Baky）であり、政

府のタイプは大統領共和国です。行政部門 - レーヨン66を見
てみましょう。 アゼルバイジャンの経済に関して、重要な工業
製品は石油および石油製品、天然ガス、油田機器; 鉄鋼、
鉄鉱石; セメント; 化学薬品および石油化学製品; 繊維で
す。重要な農産物は果物、野菜、穀物、米、ブドウ、茶、
綿、タバコ、ウシ、ブタ、ヒツジ、ヤギのです。最も重要な輸出
商品は石油・ガス約90％、機械、食料品、綿であり、最も重
要な輸出相手はイタリア19.9％、ドイツ10.5％、フランス8％、
インドネシア5.8％、チェコ共和国5.2％（2016）です。最も重
要な輸入商品は機械器具、食料品、金属、化学品であり、
最も重要な輸入相手はロシア15.7％、トルコ12.5％、米国
9.6％、ドイツ7.5％、イタリア6.7 ％、日本6.2％、中国5.4％、
英国5.4％（2016年）です。どのくらい金持ちで、この国の人口
はどれくらい豊富ですか？ここで最も重要な数字は1人当たり
GDP（PPP）です：$17,400 (2017 推定)。 これはかなり良いで
す。これは、1人あたりの国内総生産（Gross Domestic
Product）を意味し、現地の財やサービスの相対コストに関して



再計算されることを意味します。もう一つの重要な数字 - 貧
困線以下の人口：4.9% (2015 推定)。

アゼルバイジャンの地図
 

我々は強くお勧めします



トップアドベンチャーゲーム：アリスと魔女のための改革

MapsGuides.com：あなたの旅行のための自由なガイド

バハマ

インデックス：大陸と国, 世界の地図
ここでは、バハマの地理、住民、政府、経済および歴史に

関するオンラインで選択された情報を見つけることができます。
選択された統計、全体図、バハマ - の詳細マップが含まれて
いますが、ここでバハマの国旗から始めましょう：
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


バハマ - 概要：
バハマについて知っておくべきことは何ですか？これから始

めましょう：LucayanインディアンはChristopher Columbusが最初
に1492年にサンサルバドールで新世界に足を踏み入れたとき
に島に住みました。島々のイギリスの和解は1647年に始まりま
した。島々は1783年に植民地になりました。海賊は海岸線の
近くにバハマがあるため、17世紀と18世紀に繁栄しました。
1973年に英国から独立して以来、バハマは観光、国際銀
行、投資管理を通じて繁栄してきました。その場所のために、
この国は違法薬物、特にアメリカとヨーロッパへの輸送の主要
な積み替え地点であり、その領土は違法移民を米国に密輸
するために使用されている。

バハマの地理

地球上のどこにバハマがあります
か？この国の所在地はフロリダの南東、キューバの北東です。

バハマの総面積は13,880 km2であり、そのうち10,010 km2は
土地である。 だからこれはかなり小さい国です。国の地形はど
うやって説明できますか？このように：な珊瑚の形成。 バハマ
の最下点は大西洋0 m、最も高い点猫島のアルヴェリア山64
mのです。気候は熱帯海洋; 穏やかな湾岸の渓流で穏やかに
穏やかな海岸で穏やかです。



バハマの住人
バハマで住んでいる人の数を見てみましょう。番号は

329,988です。 そう多くの人がここに住んでいるわけではありま
せん。ここに住んでいる人は？ 黒90.6％、白人4.7％、白黒
2.1％、その他1.9％、不特定0.7％（2010年推定）。 バハマの
言語は何ですか？ 英語（公用語）、クレオール語（ハイチ人
移民の間）。そして宗教：プロテスタント69.9％（バプテスト
34.9％、アングリカン13.7％、ペンテコステス8.9％、第7日目の
礼拝堂4.4％、メソジスト3.6％、教会1.9％、兄弟1.6％）、
ローマカトリック12％、その他キリスト教13％（エホバの証人を
含む1.1％）、その他0.6％、なし1.9％、未指定の2.6％（2010
EST。）。人々は平均して何歳ですか？ 32 年。この数字は
中央値であると付け加えなければなりません。つまり、半分の
人がこれより年上で、半分が若いです。そして、彼らの平均余
命（出生時）は何ですか？これは：72.6 年。人々はバハマで
住んでいるところ？ここ：人口のほとんどはナッソーであるニュー
プロビデンス島に住んで三分の二に、都市部に住んでいます
位置。 バハマの大都市圏は、ナッソー（資本）267000（2014）
です。

政府と経済のバハマ
バハマの首都はナッソーであり、政府のタイプは立憲君主

制の下で議会制民主主義（議会）。Commonwealth realmで
す。行政部門 - 31地区 エグゼクティブ、グランドケイ島、ハー
バー島、ホープタウン、イナグア、クイーンズランド州、クイーンズ
ランド州、クイーンズランド州、クイーンズランド州、ロングアイラ
ンド、マングローブケイ、マヤグアナ、ムーア島、ノース・アバコ、
ノース・アンドロス、ノース・エリューセラ、ラグド島、ラム・ケイ、サ
ン・サルバドール、サウス・アバコ、サウス・アンドロス、サウス・エ



リューセラ、スペイン・ウェルズ、西グランドバハマを見てみましょ
う。 バハマの経済に関して、重要な工業製品は観光、金
融、石油バンカー、海事産業、積み替えや物流、塩、アラゴ
ナイト、医薬品です。重要な農産物は柑橘類、野菜; 家禽
のです。最も重要な輸出商品はロックロブスター、アラゴナイ
ト、粗塩、ポリスチレン製品であり、最も重要な輸出相手は米
国53.4％、ナミビア31.4％（2016）です。最も重要な輸入商
品は機械および輸送機器、製造、化学薬品、鉱物燃料; 食
糧および生きている動物であり、最も重要な輸入相手は米国
81.8％（2016年）です。どのくらい金持ちで、この国の人口はど
れくらい豊富ですか？ここで最も重要な数字は1人当たり
GDP（PPP）です：$25,100 (2017 推定)。 これは、生活水準
がここで良いことを意味します。これは、1人あたりの国内総生
産（Gross Domestic Product）を意味し、現地の財やサービス
の相対コストに関して再計算されることを意味します。もう一つ
の重要な数字 - 貧困線以下の人口：9.3% (2010 推定)。

バハマの地図
 



我々は強くお勧めします



トップアドベンチャーゲーム：アリスと魔女のための改革

MapsGuides.com：あなたの旅行のための自由なガイド

バーレーン

インデックス：大陸と国, 世界の地図
ここでは、バーレーンの地理、住民、政府、経済および歴

史に関するオンラインで選択された情報を見つけることができま
す。選択された統計、全体図、バーレーン - の詳細マップが含
まれていますが、ここでバーレーンの国旗から始めましょう：
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


バーレーン - 概要：
バーレーンについて知っておくべきことは何ですか？これから

始めましょう：1783年、スンニ派アル=カリファ家族がバーレーン
で権力を握った。これらの保有を確保するために、英国との一
連の条約を締結し、19世紀に英国の保護領だった。列島は
1971年に独立を達成した。1970年以来の石油生産と埋蔵
量の恒常的な減少は、石油加工と精製、アルミニウム生産、
ホスピタリティと小売業を発展させる過程でバーレーンが経済を
多様化するための措置を取ることを促した。また、特にイスラム
金融に関する主要な地域銀行センターになるよう努めた。
バーレーンの小規模で湾岸諸国の中央地方、サウジアラビア
への経済依存、イランとの近接性は、大規模な近隣諸国との
外交において繊細な均衡行為を果たす必要がある。外交政
策の活動は、通常、サウジアラビアやアラブ首長国連邦に沿っ
て行われます。スンニ派の王族は、シーア派大多数の人口と
の関係を管理するのにずっと苦労してきた。2011年初頭、アラ
ブの蜂起の中で、バレーニ政府は湾岸協力会議の治安部隊
をバーレーンに配備することを含め、警察や軍事行動で家庭
内で同様の民主化と改革の抗議に立ち向かいました。政府と
野党と忠実な政治グループの間の2014年の政治交渉は合意
に至らず、野党の政治社会は2014年末に議会と地方議会の
選挙をボイコットするよう促した。政治的現状に対する不満
は、引き続き、治安部隊。スンニ派の王族は、シーア派大多
数の人口との関係を管理するのにずっと苦労してきた。2011
年初頭、アラブの蜂起の中で、バレーニ政府は湾岸協力会



議の治安部隊をバーレーンに配備することを含め、警察や軍
事行動で家庭内で同様の民主化と改革の抗議に立ち向か
いました。政府と野党と忠実な政治グループの間の2014年の
政治交渉は合意に至らず、野党の政治社会は2014年末に
議会と地方議会の選挙をボイコットするよう促した。政治的現
状に対する不満は、引き続き、治安部隊。スンニ派の王族
は、シーア派大多数の人口との関係を管理するのにずっと苦
労してきた。2011年初頭、アラブの蜂起の中で、バレーニ政府
は湾岸協力会議の治安部隊をバーレーンに配備することを含
め、警察や軍事行動で家庭内で同様の民主化と改革の抗
議に立ち向かいました。政府と野党と忠実な政治グループの
間の2014年の政治交渉は合意に至らず、野党の政治社会
は2014年末に議会と地方議会の選挙をボイコットするよう促
した。政治的現状に対する不満は、引き続き、治安部隊。
バーレーン政府は、湾岸協力会議の治安部隊をバーレーンに
配備することを含め、警察や軍事行動で家庭内で同様の民
主化と改革の抗議に直面した。政府と野党と忠実な政治グ
ループの間の2014年の政治交渉は合意に至らず、野党の政
治社会は2014年末に議会と地方議会の選挙をボイコットする
よう促した。政治的現状に対する不満は、引き続き、治安部
隊。バーレーン政府は、湾岸協力会議の治安部隊をバー
レーンに配備することを含め、警察や軍事行動で家庭内で同
様の民主化と改革の抗議に直面した。政府と野党と忠実な
政治グループの間の2014年の政治交渉は合意に至らず、野
党の政治社会は2014年末に議会と地方議会の選挙をボイ
コットするよう促した。政治的現状に対する不満は、引き続
き、治安部隊。

バーレーンの地理



地球上のどこにバーレーンがあります
か？この国の所在地は中東、ペルシャ湾の群島、サウジアラビ

アの東です。 バーレーンの総面積は760 km2であり、そのうち

760 km2は土地である。 だからこれはかなり小さい国です。国
の地形はどうやって説明できますか？このように：ほとんど低砂
漠の平野が緩やかに低中央断崖に上がっている。 バーレーン
の最下点はペルシャ湾0 m、最も高い点Jabal ad Dukhan 135
mのです。気候は、軽い、楽しい冬。非常に暑い、湿度の高
い夏です。

バーレーンの住人
バーレーンで住んでいる人の数を見てみましょう。番号は

1,410,942 (7/2017 推定)です。 そう多くの人がここに住んでい
るわけではありません。ここに住んでいる人は？ バーレーン
46％、アジア45.5％、その他アラブ4.7％、アフリカ1.6％、ヨー
ロッパ1％、その他1.2％（湾岸協力国・南北アメリカ・オセアニ
アを含む）（2010年版）。 バーレーンの言語は何ですか？ アラ
ビア語、湾岸諸国の人口は最も少ないが、都市化率は90％
を超えているが、ウルドゥー語。そして宗教：イスラム教徒
70.3％、キリスト教徒14.5％、ヒンズー教徒9.8％、仏教徒
2.5％、ユダヤ人0.6％、民俗宗教。人々は平均して何歳で
すか？ 32.3 年。この数字は中央値であると付け加えなけれ



ばなりません。つまり、半分の人がこれより年上で、半分が若
いです。そして、彼らの平均余命（出生時）は何ですか？これ
は：79 年。人々はバーレーンで住んでいるところ？ここ：％ ;。
バーレーンの大都市圏は、マナマとアル・ムハラク・マナマ（首
都）411,000（2015年）です。

政府と経済のバーレーン
バーレーンの首都はマナマであり、政府のタイプは憲法君

主です。行政部門 - 4つの行政府（muhafazat、単数 - ムハ
ファザ）; Asimah（資本）、ジャヌビヤー（南）、ムハッラク、シャマリ
ヤァフ（北）を見てみましょう。 バーレーンの経済に関して、重
要な工業製品は石油処理および精製、アルミ製錬、鉄ペレッ
ト化、肥料、イスラムとオフショア銀行、保険、船舶修理、観
光です。重要な農産物は果物、野菜、家禽、乳製品; エビ、
魚のです。最も重要な輸出商品は石油及び石油製品、アル
ミ、繊維であり、最も重要な輸出相手はサウジアラビア
18.3％、UAE 17.5％、米国11.1％、中国8.7％、カタール
4.8％、中国4.2％（2016年）です。最も重要な輸入商品は
原油、機械、化学品であり、最も重要な輸入相手は中国
9.7％、米国8.6％、アラブ首長国連邦7.4％、日本6.1％、サ
ウジアラビア5.5％（2016年）です。どのくらい金持ちで、この国
の人口はどれくらい豊富ですか？ここで最も重要な数字は1人
当たりGDP（PPP）です：$51,800 (2017 推定)。 これは、人々
がここで平均的に富んでいることを意味します。これは、1人あ
たりの国内総生産（Gross Domestic Product）を意味し、現地
の財やサービスの相対コストに関して再計算されることを意味
します。もう一つの重要な数字 - 貧困線以下の人口：未知
の%。

バーレーンの地図



 

我々は強くお勧めします



トップアドベンチャーゲーム：アリスと魔女のための改革

MapsGuides.com：あなたの旅行のための自由なガイド

バングラデシュ

インデックス：大陸と国, 世界の地図
ここでは、バングラデシュの地理、住民、政府、経済および

歴史に関するオンラインで選択された情報を見つけることがで
きます。選択された統計、全体図、バングラデシュ - の詳細
マップが含まれていますが、ここでバングラデシュの国旗から始め
ましょう：
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


バングラデシュ  - 概要：
バングラデシュについて知っておくべきことは何ですか？これ

から始めましょう：バングラデシュと呼ばれるガンジス川とブラマプ
トラ川の合流地点に形成された巨大なデルタ地域は、最初の
ミレニアムADムスリムの多くの転換期にガンジク平原を中心と
した様々な帝国の拠点になっていた10世紀には、主にアラブ
人やペルシャ人のトレーダーや説教者からのものでした。ヨー
ロッパ人は16世紀にこの地域の取引所を設立しました。結
局、ベンガル島として知られている地域、主に西部のヒンズー
教徒と東部の半分のイスラム教徒がイギリスの一部となった。
1947年の分断はパキスタン東部のパキスタンになったムスリム
大多数の区域の東部の翼をもたらした。パキスタンの東部と西
部の翼の間のより大きな自主性と敵意を求める呼びかけは、
ベンガル州の独立運動につながった。その動き、その政府は、
アラブ首長国連邦議会議員とシェイク・ハシナ首相の選挙で、
2008年12月に国を完全民主的支配に戻した。2014年1月、
BNPがボイコットした後、圧倒的大多数が元首相を務め、
Hasinaの任期を首相に拡張した。国際開発援助の支援を受
け、バングラデシュは貧困率を人口の半分以上から3分の1に
減らし、母子保健のためのミレニアム開発目標を達成し、独
立後の食料安全保障において大きな進歩を遂げました。過
去20年間で年間平均で約6％の経済成長を遂げ、2015年に
世界銀行の中低所得国になった。BNPがボイコットした後、
圧倒的多数で圧倒的多数の国民が選挙で勝利し、首相と
してのハシナの任期が延長された。国際開発援助の助けを借



りて、バングラデシュは貧困率を人口の半分以上から3分の1
に減らし、母子保健のミレニアム開発目標を達成し、独立後
の食料安全保障において大きな進歩を遂げました。過去20
年間で年間平均で約6％の経済成長を遂げ、2015年に世界
銀行の中低所得国になった。BNPがボイコットした後、圧倒
的多数で圧倒的多数の国民が選挙で勝利し、首相としての
ハシナの任期が延長された。国際開発援助の助けを借りて、
バングラデシュは貧困率を人口の半分以上から3分の1に減ら
し、母子保健のミレニアム開発目標を達成し、独立後の食料
安全保障において大きな進歩を遂げました。過去20年間で
年間平均で約6％の経済成長を遂げ、2015年に世界銀行の
中低所得国になった。独立以来の食糧安全保障において大
きな進歩を遂げた。過去20年間で年間平均で約6％の経済
成長を遂げ、2015年に世界銀行の中低所得国になった。独
立以来の食糧安全保障において大きな進歩を遂げた。過去
20年間で年間平均で約6％の経済成長を遂げ、2015年に世
界銀行の中低所得国になった。

バングラデシュの地理

地球上のどこにバングラデシュがあり
ますか？この国の所在地は南アジア、ビルマとインドの間のベン

ガル湾に接するです。 バングラデシュの総面積は148,460 km2



であり、そのうち130,170 km2は土地である。 だから、これは大
きな国ではない。国の地形はどうやって説明できますか？この
ように：ほとんど平らな沖積平原です。南東の丘陵。 バングラ
デシュの最下点はインド洋0 m、最も高い点Keokradong
1,230 mです。気候は; 穏やかな冬（10月から3月）; 暑い、湿
気の多い夏（3月から6月）; 湿気の多い暖かい雨季のモンスー
ン（6月から10月）は、です。

バングラデシュの住人
バングラデシュで住んでいる人の数を見てみましょう。番号

は157,826,578 (7/2017 推定)です。 だから、この国は世界で
最も人口の多い国の一つです。ここに住んでいる人は？ ベン
ガル語少なくとも98％、民族1.1％。 バングラデシュの言語は
何ですか？ バングラ98.8％（公用語、ベンガル語としても知ら
れる）他の1.2％（2011年推定）。そして宗教：イスラム教徒
89.1％、ヒンズー教徒10％、その他0.9％（仏教徒、キリスト教
徒を含む）（2013年推定）。人々は平均して何歳ですか？
26.7 年。この数字は中央値であると付け加えなければなりま
せん。つまり、半分の人がこれより年上で、半分が若いです。
そして、彼らの平均余命（出生時）は何ですか？これは：73.4
年。人々はバングラデシュで住んでいるところ？ここ：これは不
明です。 バングラデシュの大都市圏は、ダッカ（資本金）
175980000; チッタゴン45390000; クルナ102220000; Rajshahi
844,000（2015年）です。

政府と経済のバングラデシュ
バングラデシュの首都はダッカであり、政府のタイプは議会

共和国です。行政部門 - 8部門。バリサール、チッタゴン、ダッ
カ、クルナ、マイメンシン、ラジシャヒ、ランプル、シレットを見てみ



ましょう。 バングラデシュの経済に関して、重要な工業製品は
セメント、石油製品、タバコ、医薬品、セラミックス、茶、塩、
砂糖、食用油、石鹸、洗剤、金属製品、電気、天然ガスで
す。重要な農産物は米、ジュート、茶、小麦、サトウキビ、ジャ
ガイモ、タバコ、パルス、油糧種子、香辛料、果物; 牛肉、牛
乳、家禽です。最も重要な輸出商品は衣類、ニット、農産
物、冷凍食品、機械設備、化学品、鉄鋼、食品、中国
24.3％、インド13.4％、シンガポール5.1％、日本4.5％（2016
年）であり、最も重要な輸出相手はです。最も重要な輸入商
品はであり、最も重要な輸入相手はです。どのくらい金持ち
で、この国の人口はどれくらい豊富ですか？ここで最も重要な
数字は1人当たりGDP（PPP）です：$4,200 (2017 推定)。 これ
は非常に低い数値です。これは、1人あたりの国内総生産
（Gross Domestic Product）を意味し、現地の財やサービスの
相対コストに関して再計算されることを意味します。もう一つの
重要な数字 - 貧困線以下の人口：31.5% (2010 推定)。

バングラデシュの地図
 



我々は強くお勧めします



トップアドベンチャーゲーム：アリスと魔女のための改革

MapsGuides.com：あなたの旅行のための自由なガイド

バルバドス

インデックス：大陸と国, 世界の地図
ここでは、バルバドスの地理、住民、政府、経済および歴

史に関するオンラインで選択された情報を見つけることができま
す。選択された統計、全体図、バルバドス - の詳細マップが含
まれていますが、ここでバルバドスの国旗から始めましょう：
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


バルバドス - 概要：
バルバドスについて知っておくべきことは何ですか？これから

始めましょう：この島は1627年にイギリス人が最初に解決したと
きには無人でした。アフリカの奴隷は、奴隷制度が廃止された
1834年まで島に設立された砂糖農園を経営しました。経済
は20世紀の大部分を通じて砂糖、ラム、糖蜜の生産に大きく
依存していました。1940年代と1950年代の社会政治改革が
徐々に導入されたことで、1966年に英国から完全に独立し
た。1990年代には、観光産業が砂糖産業を経済的に圧倒し
た。

バルバドスの地理

地球上のどこにバルバドスがあります
か？この国の所在地はカリブ海、北大西洋の島、ベネズエラの

北東です。 バルバドスの総面積は430 km2であり、そのうち

430 km2は土地である。 だからこれはかなり小さい国です。国
の地形はどうやって説明できますか？このように：比較的平坦
である。中央高原地帯に静かに上昇する。 バルバドスの最下
点は大西洋0 m、最も高い点Mount Hillaby 336mです。気候
は; 雨季（6月から10月）はです。

バルバドスの住人



バルバドスで住んでいる人の数を見てみましょう。番号は
292,336 (7/2017 推定)です。 そう多くの人がここに住んでいる
わけではありません。ここに住んでいる人は？ 黒92.4パーセン
ト、白2.7％、混合3.1％、インドの東1.3％、その他0.2％、未
指定の0.2％（2010 EST。）。 バルバドスの言語は何ですか？
英語（公式）、バルバドス（広く非公式設定で話英語ベースの
クレオール言語、）。そして宗教：プロテスタント66.4パーセント
は、（聖公会23.9％、その他のペンテコステ派19.5％、アドベン
チスト5.9％、メソジスト4.2％、ウェスリアン3.4％、ナザレ
3.2％、神の教会2.4％、バプテストを含みローマカトリック
3.8％、その他クリスチャン5.4％（エホバの証人2.0％、その他
3.4％）、ラスタパリア1％、その他1.5％、なし20.6％、不特定
1.2％（モラビア人1.2％、その他プロテスタント0.9％） 2010年
の推定値）。人々は平均して何歳ですか？ 38.6 年。この数
字は中央値であると付け加えなければなりません。つまり、半
分の人がこれより年上で、半分が若いです。そして、彼らの平
均余命（出生時）は何ですか？これは：75.5 年。人々はバル
バドスで住んでいるところ？ここ：東カリブ海で最も人口密度の
高い国の0.28％（2017年）。約3分の1は都市部に住んでい
る。 バルバドスの大都市圏は、ブリッジタウン（首都）
90,000（2014年）です。

政府と経済のバルバドス
バルバドスの首都はBridgetownであり、政府のタイプは連

邦の領土です。行政部門 - 11小教区と1市; セント・ジョセフ、
サン・ルイシー、セント・マイケル、セント・ピーター、サン・フィリッ
プ、セント・トーマスを見てみましょう。 バルバドスの経済に関し
て、重要な工業製品は観光、砂糖、軽い製造業、輸出用
部品アセンブリです。重要な農産物はサトウキビ、野菜、綿で



す。最も重要な輸出商品は、砂糖、糖蜜、ラム酒、その他の
食品や飲料、化学薬品、電気部品製造してであり、最も重
要な輸出相手は米国の39.6パーセントを、トリニダード・トバゴ
8.9％、ガイアナ5.2％、中国4.9％、ジャマイカ4.8 トリニダード
トバゴ13.4％、中国7.3％、英国4.8％（2016年）、セントルシ
ア4.3％（2016）です。最も重要な輸入商品は消費財、機
械、食料品、建材、化学品、燃料、であり、最も重要な輸入
相手はです。どのくらい金持ちで、この国の人口はどれくらい豊
富ですか？ここで最も重要な数字は1人当たりGDP（PPP）で
す：$17,500 (2017 推定)。 これはかなり良いです。これは、1
人あたりの国内総生産（Gross Domestic Product）を意味し、
現地の財やサービスの相対コストに関して再計算されることを
意味します。もう一つの重要な数字 - 貧困線以下の人口：
未知の%。

バルバドスの地図
 



我々は強くお勧めします



トップアドベンチャーゲーム：アリスと魔女のための改革

MapsGuides.com：あなたの旅行のための自由なガイド

ベラルーシ

インデックス：大陸と国, 世界の地図
ここでは、ベラルーシの地理、住民、政府、経済および歴

史に関するオンラインで選択された情報を見つけることができま
す。選択された統計、全体図、ベラルーシ - の詳細マップが含
まれていますが、ここでベラルーシの国旗から始めましょう：
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


ベラルーシ - 概要：
ベラルーシについて知っておくべきことは何ですか？これから

始めましょう：1991年にベラルーシは独立を達成した。それは、
他の旧ソ連諸国よりもロシアとの政治経済的な関係を維持し
てきた。ベラルーシとロシアは、1999年12月8日に2州連合の
条約に調印し、より大きな政治的・経済的統合を目指してい
る。ベラルーシはこの協定を実行するための枠組みに合意した
が、重大な実施はまだ行われていない。アレクサンドルルカシェ
ンコは、1994年7月の初代唯一の直接選出大統領としての
選挙以来、権威主義的手段と中央集権的経済制度を通じ
て権力を着実に統合してきた。政治的、市民的自由、言論
の自由、報道の自由、平和的集会、宗教に対する政府の規
制がそのまま維持されている。

ベラルーシの地理

地球上のどこにベラルーシがあります
か？この国の所在地は東ヨーロッパ、ポーランド東部です。 ベ

ラルーシの総面積は207,600 km2であり、そのうち202,900 km2

は土地である。 これはかなり大きな国です。国の地形はどう
やって説明できますか？このように：多くの湿原と概ね平ら。 ベ



ラルーシの最下点はニョ川90メートル、最も高い点
Dzyarzhynskaya原346メートルです。気候は寒い冬、涼しく
湿った夏。大陸と海洋の間の移行です。

ベラルーシの住人
ベラルーシで住んでいる人の数を見てみましょう。番号は

9,549,747 (7/2017 推定)です。 だから、これはあまり大きな人
口ではありません。ここに住んでいる人は？ ）。 ベラルーシの言
語は何ですか？ ロシア（正式）70.2％、ベラルーシ（正式）
23.4％、その他3.1％（小規模のポーランド語 - ウクライナ語を
話す少数民族を含む）、不特定3.3％（2009年推定）。そして
宗教：正教会48.3％、カトリック7.1％、その他3.5％ - 信者
41.1％（2011年推定）。人々は平均して何歳ですか？ 40
年。この数字は中央値であると付け加えなければなりません。
つまり、半分の人がこれより年上で、半分が若いです。そして、
彼らの平均余命（出生時）は何ですか？これは：73 年。人々
はベラルーシで住んでいるところ？ここ：ほとんどの国でかなり均
等に分布し、都市部がより人口密度が高い。。 ベラルーシの
大都市圏は、ミンスク（首都）191.5百万人（2015年）です。

政府と経済のベラルーシ
ベラルーシの首都はMinskであり、政府のタイプは大統領

共和国、実際には独裁者です。行政部門 - 6つの州
（voblastsi、単数 - voblasts '）と1つの自治体（horad）。ブレス
ト、ホメイエル（ゴメル）、ホラド・ミンスク（ミンスク・シティ）、ホロ
ドナ（グロドノ）、マヒリーウ（モギレフ）、ミンスク、ヴィテブスク
（ヴィテブスク）を見てみましょう。 ベラルーシの経済に関して、
重要な工業製品は金属切削工作機械、トラクター、トラック、
地ならし機械、オートバイ、合成繊維、肥料、繊維製品、冷



蔵庫、洗濯機、その他の家電です。重要な農産物は穀物、
ジャガイモ、野菜、サトウダイコン、亜麻; 牛肉、牛乳です。最
も重要な輸出商品は機器および装置、鉱物製品、化学物
質、金属、繊維、食糧であり、最も重要な輸出相手はロシア
46.3％、ウクライナ12.2％、英国4.6％、ドイツ4％（2016）で
す。最も重要な輸入商品は鉱物製品、機械設備、化学
品、食料品、金属、であり、最も重要な輸入相手はロシア
55.5パーセント、中国7.8％、ドイツ4.9％、ポーランド
4.4％（2016年）です。どのくらい金持ちで、この国の人口はど
れくらい豊富ですか？ここで最も重要な数字は1人当たり
GDP（PPP）です：$18,600 (2017 推定)。 これはかなり良いで
す。これは、1人あたりの国内総生産（Gross Domestic
Product）を意味し、現地の財やサービスの相対コストに関して
再計算されることを意味します。もう一つの重要な数字 - 貧
困線以下の人口：5.7% (2016 推定)。

ベラルーシの地図
 



我々は強くお勧めします



トップアドベンチャーゲーム：アリスと魔女のための改革

MapsGuides.com：あなたの旅行のための自由なガイド

ベルギー

インデックス：大陸と国, 世界の地図
ここでは、ベルギーの地理、住民、政府、経済および歴史

に関するオンラインで選択された情報を見つけることができま
す。選択された統計、全体図、ベルギー - の詳細マップが含ま
れていますが、ここでベルギーの国旗から始めましょう：
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


ベルギー - 概要：
ベルギーについて知っておくべきことは何ですか？これから

始めましょう：、ベルギーは1830年にオランダから独立しました。
それは第一次世界大戦と第二次世界大戦でドイツが占領し
た。この国は過去半世紀にかけて、モダンで技術的に先進的
なヨーロッパの国家、NATOとEU加盟国として繁栄しました。
近年、北部のオランダ語を話すフランドル語と南部のフランス
語を話すワロン語の政治部門が、これらの地域に正式な認知
と自治を認める憲法改正につながった。首都ブリュッセルには、
EUやNATOを含む数多くの国際機関があります。

ベルギーの地理

地球上のどこにベルギーがあります
か？この国の所在地は西ヨーロッパ、北海に接する、フランスと

オランダの間です。 ベルギーの総面積は30,528 km2であり、そ

のうち30,278 km2は土地である。 だから、これは大きな国では
ない。国の地形はどうやって説明できますか？このように：平ら
な海岸平野の北西、中央転がり丘、アルデンヌの険しい山々
南東の森。 ベルギーの最下点は北海0 m、最も高い点ボトレ



ンジ694 mです。気候は温帯; 穏やかな冬、涼しい夏。雨、湿
気、曇り、曇りのあるです。

ベルギーの住人
ベルギーで住んでいる人の数を見てみましょう。番号は

11,491,346 (7/2017 推定)です。 だから、これはあまり大きな
人口ではありません。ここに住んでいる人は？ ）。 ベルギーの
言語は何ですか？ 。そして宗教：ローマカトリック教徒50％、
プロテスタントと他のキリスト教徒2.5％、イスラム教徒5％、ユ
ダヤ人0.4％、仏教徒0.3％、無神論者9.2％、ドイツ人（公
式）60％なし32.6％（2009年推定）。人々は平均して何歳で
すか？ 41.4 年。この数字は中央値であると付け加えなけれ
ばなりません。つまり、半分の人がこれより年上で、半分が若
いです。そして、彼らの平均余命（出生時）は何ですか？これ
は：81.1 年。人々はベルギーで住んでいるところ？ここ：人口の
大半は国の3分の2に集中している。南東はより薄く住んでい
ます; 世界で最も人口密度の高い都市の一つと考えられてい
る。。 ベルギーの大都市圏は、ブリュッセル（首都）の都市部に
は約97％が暮らしている。アントワープ994,000（2015年）で
す。

政府と経済のベルギー
ベルギーの首都はであり、政府のタイプはです。行政部門

- 3つの地域（フランス語：地域、特異地域、オランダ語：
gewesten、特異 - gewest）。ブリュッセル - 首都圏、ブリュッセル
Hoofdstedelijk Gewest（オランダ）、地域de Bruxelles-
Capitale（フランスの長い形）、Bruxelles-Capitale（フランス語の
短い形）。Vlaams Gewest（オランダ語の長い形）、
Vlaanderen（オランダ語の短い形）、Region Flamande（フランス



の長い形）、Flandre（フランス語の短い形）など、フランダース地
域（フランダース）。ワロン地方（Wallonia）（ウォーロニア）、リー
ジョンウォーロン（フランスのロングフォーム）、ワロニー（フランスの
ショートフォーム）、ワールズ・ゲウェスト（オランダのロングフォー
ム）、ワロニー（オランダのショートフォーム）を見てみましょう。 ベ
ルギーの経済に関して、重要な工業製品はエンジニアリング、
金属製品、自動車組立、輸送機器、科学機器、加工食
品・飲料、化学薬品、医薬品、ベースメタル、繊維製品、ガラ
ス、石油です。重要な農産物は甜菜、新鮮な野菜、果物、
穀物、タバコ; 牛肉、子牛肉、豚肉、牛乳です。最も重要な
輸出商品は化学薬品、機械、機器、完成ダイヤモンド、金
属、金属製品、食料品であり、最も重要な輸出相手は、ドイ
ツ16.7％、フランス15.4％、オランダ11.2％、英国8.9％、米国
5.8％、イタリア5.2％（2016年）です。最も重要な輸入商品は
原材料、機械設備、化学薬品、生ダイヤモンド、医薬品、で
あり、最も重要な輸入相手はオランダ16.1％、ドイツ13.6％、
フランス9.5％、米国8.1％、英国4.8％、アイルランド4.5％、
中国4.3％（2016年）です。どのくらい金持ちで、この国の人口
はどれくらい豊富ですか？ここで最も重要な数字は1人当たり
GDP（PPP）です：$46,300 (2017 推定)。 これは、人々がここ
で平均的に富んでいることを意味します。これは、1人あたりの
国内総生産（Gross Domestic Product）を意味し、現地の財
やサービスの相対コストに関して再計算されることを意味しま
す。もう一つの重要な数字 - 貧困線以下の人口：15.1%
(2013 推定)。

ベルギーの地図
 



我々は強くお勧めします



トップアドベンチャーゲーム：アリスと魔女のための改革

MapsGuides.com：あなたの旅行のための自由なガイド

ベリーズ

インデックス：大陸と国, 世界の地図
ここでは、ベリーズの地理、住民、政府、経済および歴史

に関するオンラインで選択された情報を見つけることができま
す。選択された統計、全体図、ベリーズ - の詳細マップが含ま
れていますが、ここでベリーズの国旗から始めましょう：
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


ベリーズ - 概要：
ベリーズについて知っておくべきことは何ですか？これから始

めましょう：ベリーズは、最初の千年紀の終わりに衰退するま
で、いくつかのマヤ市国のサイトだった。英国とスペインは、17
世紀と18世紀にこの地域に異議を唱えた。正式には1862年
に英国ホンジュラスの植民地となった。英国とグアテマラの領土
紛争は1981年までベリーズの独立を遅らせた。グアテマラは
1992年まで新国家を認識することを拒否し、両国は進行中
の国境紛争に巻き込まれた。観光は経済の柱となっていま
す。現在の懸念は、国の重い外債負債、高い失業率、メキ
シコと南米の麻薬取引への関与の増加、高い犯罪率、中米
のHIV /エイズ蔓延率の高さの1つです。

ベリーズの地理

地球上のどこにベリーズがあります
か？この国の所在地は中央アメリカ、カリブ海に接する、グアテ

マラとメキシコの間です。 ベリーズの総面積は22,966 km2であ

り、そのうち22,806 km2は土地である。 だから、これは大きな
国ではない。国の地形はどうやって説明できますか？このよう
に：フラット、沼地沿岸平野。南部の低山。 ベリーズの最下点
はカリブ海0m、最も高い点ドイルズ・デライト1,124mのです。気
候はtropical; 非常に暑くて湿っている。雨季（5月から11月）。



乾季（2月〜5月）です。

ベリーズの住人
ベリーズで住んでいる人の数を見てみましょう。番号は

360,346 (7/2017 推定)です。 そう多くの人がここに住んでいる
わけではありません。ここに住んでいる人は？ メストイゾ
52.9％、クレオール25.9％、マヤ11.3％、ガリフナ6.1％、東イン
ド3.9％、メノナイト3.6％、白1.2％、アジア1％その他1.2％、
未知数0.3％。 ベリーズの言語は何ですか？ 。そして宗教：
ローマカトリック40.1％、プロテスタント31.5％、スペイン語
56.9％、スペイン56.6％、クレオール44.6％、マヤ10.5％、ドイ
ツ3.2％、ガリフナ2.9％、他1.8％、未知0.3％、なし0.2 ％
（ペンテコステ8.4％、第七日の礼拝堂5.4％、アングリカン
4.7％、メノナイト3.7％、バプテスト3.6％、メソジスト2.9％、ナ
ザレネ2.8％）、エホバの証人1.7％、その他10.5％（Baha'i、
Buddhist、Hindu 、モルモ人、イスラム教徒、ラスタファリア、救
世軍）、未指定0.6％、なし15.5％（2010年推定）。人々は
平均して何歳ですか？ 22.7 年。この数字は中央値であると
付け加えなければなりません。つまり、半分の人がこれより年
上で、半分が若いです。そして、彼らの平均余命（出生時）は
何ですか？これは：68.9 年。人々はベリーズで住んでいるとこ
ろ？ここ：元首都ベリーズシティの人口の約25％〜30％人口
全体の半分以上が田舎です。人口密度は北と東の。 ベリー
ズの大都市圏は、Belmopan（資本）17,000（2014年）です。

政府と経済のベリーズ
ベリーズの首都はBelmopanであり、政府のタイプは憲法君

主制の下に生まれた女性2.85人（議会民主主義、国会）コモ
ンウェルス・レルムです。行政部門 - 6 district; ベリーズ、カカ



オ、柑橘類、砂糖;バナナ、カザフスタン、オレンジウォーク、スタ
ン・クリーク、トレドを見てみましょう。 ベリーズの経済に関して、
重要な工業製品は衣服の生産、食品加工、観光、建設、
石油です。重要な農産物は。魚、養殖エビ; lumbeのです。最
も重要な輸出商品は、砂糖、バナナ、柑橘類、衣料品、魚
製品、糖蜜、木材、原油であり、最も重要な輸出相手はビル
マ30.7パーセント、米国22.6％、英国19.3％（2016）です。最
も重要な輸入商品は機械および輸送機器、製造品; 燃料、
化学薬品、医薬品; 飲料、タバコであり、最も重要な輸入相
手は米国37.2％、中国11.6％、メキシコ10.8％、グアテマラ
7％（2016年）です。どのくらい金持ちで、この国の人口はどれく
らい豊富ですか？ここで最も重要な数字は1人当たり
GDP（PPP）です：$8,300 (2017 推定)。 これはかなり低い数
字です。これは、1人あたりの国内総生産（Gross Domestic
Product）を意味し、現地の財やサービスの相対コストに関して
再計算されることを意味します。もう一つの重要な数字 - 貧
困線以下の人口：41% (2013 推定)。

ベリーズの地図
 



我々は強くお勧めします



トップアドベンチャーゲーム：アリスと魔女のための改革

MapsGuides.com：あなたの旅行のための自由なガイド

ベナン

インデックス：大陸と国, 世界の地図
ここでは、ベナンの地理、住民、政府、経済および歴史に

関するオンラインで選択された情報を見つけることができます。
選択された統計、全体図、ベナン - の詳細マップが含まれてい
ますが、ここでベナンの国旗から始めましょう：
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


ベナン - 概要：
ベナンについて知っておくべきことは何ですか？これから始め

ましょう：ベナンは、約1600年に隆盛した西アフリカの王国ダハ
メイ（Dahomey）の跡地であり、次の2.5世紀にかけては主に奴
隷貿易に基づいた地域の権力となった。ダホメイの沿岸地域
は、19世紀後半にフランス人によって支配され始めた。王国
全体は1894年に征服されました。フランスのダーメミーは1960
年に独立を達成しました。それは1975年にベナン共和国に名
称を変えた。軍事政権の連続は1972年にマチュー・ケレコウの
権力とマルクス・レーニン主義の原則に基づく政府の設立で終
わった。代表政権への移行が1989年に始まった。2年後、ニコ
ラ・ソーグロ元首相が自由選挙で大統領を迎え、独裁政権か
ら民主主義へのアフリカの権力移譲が初めて成功した。ケレコ
ウ氏は、1996年と2001年に行われた選挙によって権力に復
帰したが、いくつかの不正が主張された。Kerekouは2006年に
第2期の終わりに辞任し、2011年3月に第2期の5年の任期を
務めたトマス・ヤイイ・ボニ（政界外交官・独立者）の後継とな
りました。裕福な実業家、パトリス・タロン（Patrice Talon）政府
に対する国民の信頼を回復させるための運動。

ベナンの地理



地球上のどこにベナンがありますか？
この国の所在地は西アフリカ、ナイジェリアとトーゴの間のベイン

川境に接するです。 ベナンの総面積は112,622 km2であり、そ

のうち110,622 km2は土地である。 だから、これは大きな国で
はない。国の地形はどうやって説明できますか？このように：ほ
とんど半乾燥していて平らなものから平らなものまで; いくつかの
丘陵と低山。 ベナンの最下点は大西洋0 m、最も高い点モン
ソクバ658 mです。気候はtropical; 熱く、湿気の多い南部; 北
部ではです。

ベナンの住人
ベナンで住んでいる人の数を見てみましょう。番号は

11,038,805です。 だから、これはあまり大きな人口ではありま
せん。ここに住んでいる人は？ フォニと関連38.4％、アジャと関
連15.1％、ヨルバと関連12％、バリバと関連9.6％、フラニと関
連8.6％、オタマリと関連6.1％、ヨアロクパと関連する4.3％、デ
ンディと関連2.9％その他の0.9％、外国人1.9％（2013年推
定）。 ベナンの言語は何ですか？ フランス語（公式）、フォン・
ヨルバ語（南部で最も一般的な母国語）、部族言語（北部で
は少なくとも6つの主要言語）。そして宗教：イスラム教徒
27.7％、ローマカトリック教徒25.5％、プロテスタント13.5他の
伝統宗教2.6％、その他2.6％、なし5.8％（2013年）。人々は



平均して何歳ですか？ 18.2 年。この数字は中央値であると
付け加えなければなりません。つまり、半分の人がこれより年
上で、半分が若いです。そして、彼らの平均余命（出生時）は
何ですか？これは：62.3 年。人々はベナンで住んでいるとこ
ろ？ここ：人口は主に南部に位置し、大西洋沿岸の都市周
辺に住む人口が最も高い。北部のほとんどは西。 ベナンの大
都市圏は、ポルトノーヴォ（首都）268,000人（2014）の住民の
住民がまばらに住んでいる。コトヌー（政府庁舎）682,000; ア
ボメイ・カラヴィ757,000（2015年）です。

政府と経済のベナン
ベナンの首都はポルト・ノーボ（憲法上の首都）。コトヌー

（政府庁舎）であり、政府のタイプは大統領共和国です。行
政部門 - 12部署。アラビオ、アタコラ、アトランティック、ボルゴ
ウ、コリンズ、クッフォ、ドンガ、リトラル、モノ、オウエム、プラ
トー、ゾウを見てみましょう。 ベナンの経済に関して、重要な工
業製品は繊維、食品加工、建設資材、セメントです。重要
な農産物は綿、トウモロコシ、キャッサバ（キャッサバ、タピオ
カ）、山芋、豆、パーム油、ピーナッツ、カシューナッツ、畜産で
す。最も重要な輸出商品は綿、カシューナッツ、シアバター、
繊維製品、ヤシの製品、魚介類であり、最も重要な輸出相
手はインド14.3％、マレーシア12.2％、バングラデシュ9.5％、ベ
ラルーシ7.4％、中国6.2％、ナイジェリア6.1％、ニジェール
5.6％（2016年）です。最も重要な輸入商品は食料品、資本
財、石油製品であり、最も重要な輸入相手は14.9％、タイ
12.4％、フランス10.1％、中国8.4％、トーゴ7.3％、オランダ
4.8％、ベルギー4.7％（2016年）です。どのくらい金持ちで、こ
の国の人口はどれくらい豊富ですか？ここで最も重要な数字
は1人当たりGDP（PPP）です：$2,200 (2017 推定)。 これは非



常に低い数値です。これは、1人あたりの国内総生産（Gross
Domestic Product）を意味し、現地の財やサービスの相対コス
トに関して再計算されることを意味します。もう一つの重要な
数字 - 貧困線以下の人口：36.2% (2011 推定)。

ベナンの地図
 





我々は強くお勧めします

トップアドベンチャーゲーム：アリスと魔女のための改革

MapsGuides.com：あなたの旅行のための自由なガイド

バミューダ諸島

インデックス：大陸と国, 世界の地図
ここでは、バミューダ諸島の地理、住民、政府、経済およ

び歴史に関するオンラインで選択された情報を見つけることが
できます。選択された統計、全体図、バミューダ諸島 - の詳

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


細マップが含まれていますが、ここでバミューダ諸島の国旗から
始めましょう：
 

バミューダ諸島 - 概要：
バミューダ諸島について知っておくべきことは何ですか？こ

れから始めましょう：バミューダは1609年にバージニア州を目指
していた英国の難民キャンプによって最初に解決されました。
1620年以降の自治、バミューダは英国の海外領土で最も古
く、最も人口が多い国です。北アメリカの冬を脱出するために
島に行き、ビクトリア時代に最初に開発されました。近年、国
際的なビジネスはそれを克服しているが、観光は島の経済に
とって重要である。バミューダはまた、非常に成功したオフショア
金融センターに発展しました。英国からの独立に対する国民
投票は、1995年に健全に敗北した。

バミューダ諸島の地理

地球上のどこにバミューダ諸島がありま
すか？この国の所在地は北アメリカ、北大西洋諸島のグルー
プ、サウスカロライナの東（米国）です。 バミューダ諸島の総面

積は54 km2であり、そのうち54 km2は土地である。 だからこれ



はかなり小さい国です。国の地形はどうやって説明できます
か？このように：肥沃な凹部によって分離された低丘。 バ
ミューダ諸島の最下点は大西洋0メートル、最も高い点タウン
ヒル79メートルのです。気候は亜熱帯、軽度、湿度; ガール
ズ、ウィントでよく見られる強い風です。

バミューダ諸島の住人
バミューダ諸島で住んでいる人の数を見てみましょう。番号

は70,864 (7/2017 推定)です。 そう多くの人がここに住んでいる
わけではありません。ここに住んでいる人は？ ブラック53.8パー
セント、白31％、混合した7.5％、その他7.1％、不特定0.6
％（2010 EST。）。 バミューダ諸島の言語は何ですか？ 英語
（公式）、ポルトガル語。そして宗教：プロテスタント46.2パーセ
ントは（、聖公会の15.8％、アフリカンメソジスト監督8.6％、セ
ブンスデーアドベンティスト6.7、ペンテコステ派3.5％、メソジスト
2.7％、長老2.0％、神の教会の1.6％を含みローマカトリック
14.5％、エホバの証人1.3％、他のキリスト教徒9.1％、イスラ
ム教徒1％、その他3.9％、なし17.8％、不特定6.2％（バプテ
スト1.2％、救世主1.1％、兄弟1.0％、プロテスタント2.0％
2010年の推定値）。人々は平均して何歳ですか？ 43.4 年。
この数字は中央値であると付け加えなければなりません。つま
り、半分の人がこれより年上で、半分が若いです。そして、彼
らの平均余命（出生時）は何ですか？これは：81.4 年。人々
はバミューダ諸島で住んでいるところ？ここ：。 バミューダ諸島
の大都市圏は、ハミルトン（首都）全体で比較的均一な人口
分布10,000（2014年）です。

政府と経済のバミューダ諸島
バミューダ諸島の首都はハミルトンの自治の海外領土であ



り、政府のタイプは議会民主主義（議会）。英国です。行政
部門 - 9小学校と2つの自治体。サンディーズ、スミス、サウサン
プトン、ワーウィック・ナンバー（を見てみましょう。 バミューダ諸
島の経済に関して、重要な工業製品は国際事業、観光、軽
工業です。重要な農産物はバナナ、野菜、柑橘類、花; 乳
製品、ハチミツです。最も重要な輸出商品は医薬品の再輸
出であり、最も重要な輸出相手はラトビア33.4％、ジャマイカ
16.6％、米国13.7％、ナイジェリア11.7％、イスラエル
4.7％（2016）です。最も重要な輸入商品は衣料品、燃料、
機械および輸送機器、建設資材、化学品、食料および生き
ている動物であり、最も重要な輸入相手は54.2％、日本
17.9％、韓国13.7％、カナダ4.9％（2016年）です。どのくらい
金持ちで、この国の人口はどれくらい豊富ですか？ここで最も
重要な数字は1人当たりGDP（PPP）です：$85,700 (2013 推
定)。 これは、人々がここで平均的に富んでいることを意味しま
す。これは、1人あたりの国内総生産（Gross Domestic
Product）を意味し、現地の財やサービスの相対コストに関して
再計算されることを意味します。もう一つの重要な数字 - 貧
困線以下の人口：11% (2008 推定)。

バミューダ諸島の地図
 



我々は強くお勧めします



トップアドベンチャーゲーム：アリスと魔女のための改革

MapsGuides.com：あなたの旅行のための自由なガイド

ブータン

インデックス：大陸と国, 世界の地図
ここでは、ブータンの地理、住民、政府、経済および歴史

に関するオンラインで選択された情報を見つけることができま
す。選択された統計、全体図、ブータン - の詳細マップが含ま
れていますが、ここでブータンの国旗から始めましょう：
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


ブータン - 概要：
ブータンについて知っておくべきことは何ですか？これから始

めましょう：1865年のデュール戦争で英国が勝利した後、英国
とブータンはシンチュウ条約に署名し、ブータンはブリティッシュ・
インディアに土地を移すのと引き換えに毎年補助金を受け取
る。ブータン統一の事実上の統治者を務め、19世紀末にイギ
リスとの関係を改善したウジェン・ワンチャックは、1907年に王と
呼ばれた。3年後、英国は合意しなかったブータンの内務を妨
害し、ブータンは英国に外交を指示した。ブータンは1947年以
降、独立したインドと同様の取り決めを交渉した。2年後、イ
ンドのブータン協定がブータンに戻って、英国の付属領土の一
部が返還され、防衛と外交における責任。ブータンは、1950
年代に始まった近代化している近代君主制の下で、1971年
に国連に加わり、徐々に国境を越えた関与を続けました。
Jigme Singye Wangchuck王国は、2005年3月に、主要な民主
的改革を導入した憲法草案を発表し、国民投票の承認を
得た。2006年12月、王は彼の息子、ジグム・ケサール・ナン
ギェル・ワンチャックに賛成して王位を棄権した。2007年初め、
インドとブータンは条約を再交渉し、インドが外交政策を実施
する際にブータンがインドに「導かれる」と述べた条項を削除し
たが、ティンプーは引き続きニューデリーと緊密な調整を続けて
いる。国の最初の議会に座るための選挙は2008年3月に完
了した。国王は、ブータンは2013年の議会選挙に続いて平和
的な権力の転換を経験し、その結果、当事者の敗北が生じ
た。1990年代にブータンから逃げ出した、またはネパールの2つ



の国連難民キャンプに収容されていた10万人以上の難民約
8,500人の処分は未解決のままです。

ブータンの地理

地球上のどこにブータンがあります
か？この国の所在地は南アジア、中国とインドの間です。 ブー
タンの総面積は38,394 km2であり、そのうち38,394 km2は土地
である。 だから、これは大きな国ではない。国の地形はどうやっ
て説明できますか？このように：ほとんど雨が多い谷とサバンナ
で。 ブータンの最下点はDrangeme Chhu 97 m、最も高い点
Gangkar Puensum 7,570 mです。気候は、南太平洋の熱帯
雨林; 中央谷の涼しい冬と暑い夏。ヒマラヤでは激しい冬と涼
しい夏がです。

ブータンの住人
ブータンで住んでいる人の数を見てみましょう。番号は

758,288 (7/2017 推定)です。 そう多くの人がここに住んでいる
わけではありません。ここに住んでいる人は？ Ngalop（Bhoteと
しても知られている）50％ネパール民族35％（ネパール人民族
グループの1つ）、土着15％。 ブータンの言語は何ですか？
Sharchhopka 28％、Dzongkha（公式）24％、Lhotshamkha
22％、その他26％（外国語含む）（2005年の推定）。そして宗
教：（インディアナ州とネパールの影響を受けたヒンズー教徒
22.1％、その他2.6％（2005年推定））。人々は平均して何歳



ですか？ 27.6 年。この数字は中央値であると付け加えなけれ
ばなりません。つまり、半分の人がこれより年上で、半分が若
いです。そして、彼らの平均余命（出生時）は何ですか？これ
は：70.6 年。人々はブータンで住んでいるところ？ここ：これは
不明です。 ブータンの大都市圏は、ティンプー（首都）152,000
人（2014年）です。

政府と経済のブータン
ブータンの首都はティンプーであり、政府のタイプは憲法君

主です。行政部門 - 20地区（dongkhag、単数形と複数形）。
ティム・ヤンツェ、ティンプー、トンサ、ワンディ・ファドランを見てみ
ましょう。 ブータンの経済に関して、重要な工業製品はセメン
ト、木製品、加工果実、アルコール飲料、95.7％（2016年）の
燃料および潤滑剤、飛行機、機械および部品、米、自動車
インド91.1％（2016年）です。重要な農産物は米、トウモロコ
シ、根作物、柑橘類; フェストシリコン、セメント、カルダモン、カ
ルシウムカーバイド、スチールロッド/バー、ドロマイト、石膏イン
ド13.3％（2012年の推定）電気、卵です。最も重要な輸出商
品はであり、最も重要な輸出相手はです。最も重要な輸入
商品はであり、最も重要な輸入相手はです。どのくらい金持ち
で、この国の人口はどれくらい豊富ですか？ここで最も重要な
数字は1人当たりGDP（PPP）です：$8,700 (2017 推定)。 これ
はかなり低い数字です。これは、1人あたりの国内総生産
（Gross Domestic Product）を意味し、現地の財やサービスの
相対コストに関して再計算されることを意味します。もう一つの
重要な数字 - 貧困線以下の人口：13.3% (2012 推定)。

ブータンの地図
 



我々は強くお勧めします



トップアドベンチャーゲーム：アリスと魔女のための改革

MapsGuides.com：あなたの旅行のための自由なガイド

ボリビア

インデックス：大陸と国, 世界の地図
ここでは、ボリビアの地理、住民、政府、経済および歴史

に関するオンラインで選択された情報を見つけることができま
す。選択された統計、全体図、ボリビア - の詳細マップが含ま
れていますが、ここでボリビアの国旗から始めましょう：
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


ボリビア - 概要：
ボリビアについて知っておくべきことは何ですか？これから始

めましょう：ボリビアは独立戦闘機の名を冠したサイモン・ボリバ
ルにちなんで命名され、1825年にスペイン統治から逸脱した。
その後の歴史の多くは一連のクーデターとカウンタークープで構
成され、1978年に最後のクーデターが起こった。1982年に民
主党の民間統治が確立されたが、リーダーは深刻な貧困、社
会不安、 。2005年12月、ボリビア人は、1982年の民間統治
の復活以来、指導者の一番広いマージンで、社会主義指導
者イーボ・モラレスの大統領への動きを選んだが、国の伝統的
政治階級を変えて、多数。2009年12月と2014年10月、モラ
レス大統領は容易に再選を獲得しました。彼の党は、政府の
立法府の支配を維持し、彼は彼の変更のプロセスを続けるこ
とができました。2016年2月、モラレスは、2019年の大統領選
挙での競争を許していた憲法改正案を承認するため、国民
投票を失った。敗北にもかかわらず、モラレスはすでに2019年
に彼が投票に出席するための未だ決定されていない方法で再
び実行するために彼の党によって選ばれた。

ボリビアの地理



地球上のどこにボリビアがありますか？こ
の国の所在地はブラジル南西部中南米中部です。 ボリビアの

総面積は1,098,581 km2であり、そのうち1,083,301 km2は土
地である。 だからこれは非常に大きな国です。国の地形はどう
やって説明できますか？このように：アマゾン盆地の高地プラ
トー（アルティ）と堅牢アンデス山、丘、低地平野。 ボリビアの最
下点はリオパラグアイ90メートル、最も高い点サハマ山6542
メートルのです。気候はは標高によって異なります。多湿とコー
ルドと半乾燥の熱帯です。

ボリビアの住人
ボリビアで住んでいる人の数を見てみましょう。番号は

11,138,234 (7/2017 推定)です。 だから、これはあまり大きな
人口ではありません。ここに住んでいる人は？ 68％、先住民
20％、白5％、コロン/ショーラ2％、黒1％、その他1％、不特
定3％; QuechuaまたはAymara。 ボリビアの言語は何ですか？
スペイン語（公用語）60.7％、ケチュア語（公用語）21.2％、ア
イマラ語（公用語）14.6％、外国語2.4％、グアラニー語（公用
語）0.6％、その他の先住民族の一部が44％母国語0.4％、
なし0.1％。そして宗教：ローマカトリック76.8パーセント、福音と
ペンテコステ派8.1％、プロテスタント7.9％、その他1.7％、なし



5.5％（2012 EST。）。人々は平均して何歳ですか？ 24.3
年。この数字は中央値であると付け加えなければなりません。
つまり、半分の人がこれより年上で、半分が若いです。そして、
彼らの平均余命（出生時）は何ですか？これは：69.5 年。
人々はボリビアで住んでいるところ？ここ：Altiplanoとして知られ
ているアンデスの2つのコーディネラの間の西の高地平原は、人
口の大部分の焦点地域です。アンデス。 ボリビアの大都市圏
は、・サンタクルスの東側に位置するサンタ・クルスの市街地周
辺には密集パターンがあります。LA PAZ（資本金）は1816万
ドル。コチャバンバ124万。Sucre（憲法資本）372,000（2015）
です。

政府と経済のボリビア
ボリビアの首都はLa Paz（行政首都）; Sucre（憲法（立法と

司法）の資本）であり、政府のタイプは大統領共和国です。行
政部門 - 9部門（departamentos、singular - departamento）; ベ
ニ、Chuquisaca、コチャバンバ、ラパス、オルロ、パンド、ポトシ、
サンタクルス、タリヤを見てみましょう。 ボリビアの経済に関し
て、重要な工業製品は採掘、製錬、石油、食品・飲料、タ
バコ、手工芸品、衣類、ジュエリーです。重要な農産物は大
豆、キノア、ブラジルナッツ、サトウキビ、コーヒー、トウモロコシ、
米、ジャガイモ、チーア、コカです。最も重要な輸出商品は天
然ガス、銀、亜鉛、鉛、錫、金、キノア、大豆、大豆製品であ
り、最も重要な輸出相手はブラジル19.3％、米国13.6％、ア
ルゼンチン11.4％、コロンビア8.8％、中国6.8％、日本5.9 中
国19.9％、ブラジル17.5％、アルゼンチン10.5％、米国9.8％、
ペルー6.9％、日本5.4％、ペルー4.8％、ベルギー4.6％（2016
年）です。最も重要な輸入商品は機械、石油製品、自動
車、鉄鋼、プラスチックであり、最も重要な輸入相手は4.9％、



チリ4.1％（2016年）です。どのくらい金持ちで、この国の人口は
どれくらい豊富ですか？ここで最も重要な数字は1人当たり
GDP（PPP）です：$7,500 (2017 推定)。 これはかなり低い数
字です。これは、1人あたりの国内総生産（Gross Domestic
Product）を意味し、現地の財やサービスの相対コストに関して
再計算されることを意味します。もう一つの重要な数字 - 貧
困線以下の人口：38.6%。

ボリビアの地図
 



我々は強くお勧めします

トップアドベンチャーゲーム：アリスと魔女のための改革

MapsGuides.com：あなたの旅行のための自由なガイド

ボスニア・ヘルツェゴビナ

インデックス：大陸と国, 世界の地図
ここでは、ボスニア・ヘルツェゴビナの地理、住民、政府、経

済および歴史に関するオンラインで選択された情報を見つける
ことができます。選択された統計、全体図、ボスニア・ヘルツェ
ゴビナ - の詳細マップが含まれていますが、ここでボスニア・ヘル

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


ツェゴビナの国旗から始めましょう：
 

ボスニア・ヘルツェゴビナ - 概要：
ボスニア・ヘルツェゴビナについて知っておくべきことは何です

か？これから始めましょう：ボスニア・ヘルツェゴビナは1991年10
月に主権を宣言し、1992年3月3日、セルビア人民族によるボ
イコットの結果、ユーゴスラビアからの独立を宣言した。近隣の
セルビアとモンテネグロの支援を受けているボスニア・セルビア人
は、共和国を民族線に沿って分割し、セルビアが保有する地
域に加盟して「グレーター・セルビア」を形成することを目的とし
た武装抵抗運動で対応した。1994年3月、ボスニア・クロアチ
アは、ボスニア・ヘルツェゴビナのボスニア・クロアチア連合を結成
する合意に調印し、戦闘派閥の数を3から2に減らした。1995
年11月21日、オハイオ州デイトンで、戦争当事者は3年間の
内戦による内戦を終結させた平和協定を締結した（最終合
意は1995年12月14日にパリで署名された）。デイトン平和協
定は、ボスニア・ヘルツェゴビナの保守を維持し、外交、外交、
財政政策を担当する多民族・民主政府を創設しました。ま
た、ボスニア・ヘルツェゴビナのボスニア・ボスニアクロアチア連邦
共和国とボスニア系セルビア人主導のRepublika Srpska（RS）
の支配的大国の2つの団体で構成された政府の第二層も認
められた。連邦政府とRSの政府は、ほとんどの政府機能の監
督を担当しています。さらに、デイトン合意は、同意書の民間
部門の実施を監督する最高責任者の事務所を設置した。
1997年にボンで開催された会議での平和実施評議会は、ハ
イ・プレゼンターに、いわゆる「ボン・パワーズ（Bonn Powers）」と



いう法律を制定し、公務員を除去する権限を与えた。NATO
主導の安定化軍（SFOR）によって、NATO主導の国際平和
維持軍（IFOR）が1995年に集結した6万人の軍隊が時間を
かけて成功を収めました。2004年、欧州連合（EU）の平和維
持部隊（Eufor）がSFORに取って代わりました。現在、Euforは
セキュリティ支援と訓練の場で約600人の兵士を劇場に配備
しています。

ボスニア・ヘルツェゴビナの地理

地球上のどこにボスニア・ヘルツェゴ
ビナがありますか？この国の所在地は南東ヨーロッパ、アドリア
海とクロアチアに接するです。 ボスニア・ヘルツェゴビナの総面

積は51,197 km2であり、そのうち51,187 km2は土地である。 だ
から、これは大きな国ではない。国の地形はどうやって説明で
きますか？このように：山脈や谷に沿って。 ボスニア・ヘルツェゴ
ビナの最下点はアドリア海0m、最も高い点マジック2,386mで
す。気候は暑い夏と寒い冬。高度の高い地域では、短く涼し
い夏と長く激しい冬があります。穏やかで雨の多い冬、沿岸の
です。

ボスニア・ヘルツェゴビナの住人
ボスニア・ヘルツェゴビナで住んでいる人の数を見てみましょ



う。番号は3,856,181 (7/2017 推定)です。 だから、これはあま
り大きな人口ではありません。ここに住んでいる人は？ 。 ボス
ニア・ヘルツェゴビナの言語は何ですか？ ボスニア（公式）
52.9％、セルビア（公式）30.8％、クロアチア（公式）14.6％、そ
の他1.6％、無回答0.2％（2013年）。そして宗教：ムスリム
50.7％、正教30.7％、ローマカトリック15.2％、無神論者
0.8％ 、不可知論者0.3％、その他1.2％、宣言されていない/
無回答1.1％（2013 EST。）。人々は平均して何歳ですか？
42.1 年。この数字は中央値であると付け加えなければなりま
せん。つまり、半分の人がこれより年上で、半分が若いです。
そして、彼らの平均余命（出生時）は何ですか？これは：76.9
年。人々はボスニア・ヘルツェゴビナで住んでいるところ？ここ：
国の北部および中部エリアで最も人口密度の高い。 ボスニア・
ヘルツェゴビナの大都市圏は、サラエボ（資本）318000（2015 ）
です。

政府と経済のボスニア・ヘルツェゴビナ
ボスニア・ヘルツェゴビナの首都はサラエボであり、政府のタ

イプは議会共和国です。行政部門 - ボスニア・ヘルツェゴビナ
連邦共和国（主にボスニア・クロアチア）、スルスプカ共和国共
和国（主にセルビア人）を見てみましょう。 ボスニア・ヘルツェゴビ
ナの経済に関して、重要な工業製品は用スチール、石炭、鉄
鉱石、鉛、亜鉛、マンガン、ボーキサイト、アルミニウム、自動
車組立品、織物、タバコ製品、木製家具、弾薬、国内家
電、石油精製です。重要な農産物は小麦、トウモロコシ、果
物、野菜; 家畜です。最も重要な輸出商品は金属、衣類、
であり、最も重要な輸出相手はドイツ16.3％、イタリア
12.7％、クロアチア11％、セルビア9.2％、スロベニア9.1％、
オーストリア8.2％、トルコ4.5％（2016）です。最も重要な輸入



商品は機械器具、化学品、燃料、食糧であり、最も重要な
輸入相手はドイツ12.3％、イタリア11.7％、セルビア11.2％ 、
クロアチア9.9％、中国6.8％、スロベニア5％、ロシア4.4％、ト
ルコ4.3％（2016年）です。どのくらい金持ちで、この国の人口
はどれくらい豊富ですか？ここで最も重要な数字は1人当たり
GDP（PPP）です：$11,400 (2017 推定)。 これはかなり良いで
す。これは、1人あたりの国内総生産（Gross Domestic
Product）を意味し、現地の財やサービスの相対コストに関して
再計算されることを意味します。もう一つの重要な数字 - 貧
困線以下の人口：17.2% (2011 推定)。

ボスニア・ヘルツェゴビナの地図
 



我々は強くお勧めします



トップアドベンチャーゲーム：アリスと魔女のための改革

MapsGuides.com：あなたの旅行のための自由なガイド

ボツワナ

インデックス：大陸と国, 世界の地図
ここでは、ボツワナの地理、住民、政府、経済および歴史

に関するオンラインで選択された情報を見つけることができま
す。選択された統計、全体図、ボツワナ - の詳細マップが含ま
れていますが、ここでボツワナの国旗から始めましょう：
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


ボツワナ - 概要：
ボツワナについて知っておくべきことは何ですか？これから始

めましょう：ボツワナは1966年に独立して新名称を採択しまし
た。40年以上にわたる民間指導者の継続的なリーダーシッ
プ、進歩的な社会政策、重要な設備投資により、アフリカで
最も安定した経済の1つが創出されました。ボツワナ与党は独
立以来、すべての選挙で勝利した。イアン・カーマ大統領は
2014年に第2期に再選されました。主にダイヤモンド鉱業が経
済活動を支配していますが、国の保全慣行や自然保護のた
めに観光産業は拡大しています。ボツワナは世界で最も高い
HIV /エイズ感染率を誇っていますが、アフリカで最も進歩的か
つ包括的な疾患治療プログラムのひとつです。

ボツワナの地理

地球上のどこにボツワナがあります
か？この国の所在地は南アフリカ、です。 ボツワナの総面積は

581,730 km2であり、そのうち566,730 km2は土地である。 これ
はかなり大きな国です。国の地形はどうやって説明できます
か？このように：優勢に平らな卓越した卓上にフラット; カラハリ
砂漠の南西部で。 ボツワナの最下点はリンポポとShashe川



513メートルの接合、最も高い点ツォディロヒルズ1489メートル
です。気候は半乾燥; 暖かい冬と暑い夏はです。

ボツワナの住人
ボツワナで住んでいる人の数を見てみましょう。番号は

2,214,858です。 だから、これはあまり大きな人口ではありませ
ん。ここに住んでいる人は？ Tswana（またはSetswana）79％、
Kalanga 11％、Basarwa 3％。 ボツワナの言語は何ですか？
セズワナ1.7％、セブンシャー1.6％、ノデベレ1％、その他
2.8％（2011年推定）。そして宗教：キリスト教79.1％、バディモ
（セドワナ77.3％、セカランドガ7.4％、シェガラガディ3.4％、英
語2.8％、ゼズール/ショーナ2％4.1％、他の1.4％（バハイ、ヒン
ズー教、イスラム教徒、ラスタファリアを含む）、15.2％、不特定
0.3％（2011年推定）。人々は平均して何歳ですか？ 24.5
年。この数字は中央値であると付け加えなければなりません。
つまり、半分の人がこれより年上で、半分が若いです。そして、
彼らの平均余命（出生時）は何ですか？これは：63.3 年。
人々はボツワナで住んでいるところ？ここ：人口は主に東に集
中しているガボローネとフランシスタウンの遠くの中央東部都市
の墓地に焦点を当てています。人口密度は、。 ボツワナの大
都市圏は、カザフスタンの他の地域、特にカラハリ西部では低
いままである。ガボロネ（首都）247,000（2014年）です。

政府と経済のボツワナ
ボツワナの首都はガボロネであり、政府のタイプは議会共

和国です。行政部門 - 10地区と6市議会; 中央、チョベ、フラ
ンシスタウン、ハボローネ、ハンツィ、Jwaneng、カラハリ、
Kgatleng、Kweneng、ロバツェ、北東、北西、セレビ・ピクウェ、
南、東、南、創和タウンを見てみましょう。 ボツワナの経済に



関して、重要な工業製品はダイヤモンド、銅、ニッケル、塩、
ソーダ灰、炭酸カリウム、石炭、鉄鉱石、銀。牛肉加工; 繊
維、ベルギー18.9％、インド15.1％、南アフリカ13.6％、ナミビ
ア11.6％、アラブ首長国連邦9.7％、イスラエル6.1％、シンガ
ポール5.6％、カナダです。重要な農産物は家畜、モロコシ、ト
ウモロコシ、キビ、豆、ヒマワリ、落花生のです。最も重要な輸
出商品はダイヤモンド、銅、ニッケル、ソーダ灰、であり、最も
重要な輸出相手は5％（2016年）です。最も重要な輸入商
品は木材および紙製品、金属および金属製品であり、最も重
要な輸入相手は南アフリカ64.5％、ナミビア10.5％、カナダ
5.6％（2016年）です。どのくらい金持ちで、この国の人口はど
れくらい豊富ですか？ここで最も重要な数字は1人当たり
GDP（PPP）です：$18,100 (2017 推定)。 これはかなり良いで
す。これは、1人あたりの国内総生産（Gross Domestic
Product）を意味し、現地の財やサービスの相対コストに関して
再計算されることを意味します。もう一つの重要な数字 - 貧
困線以下の人口：30.3% (2003 推定)。

ボツワナの地図
 



我々は強くお勧めします



トップアドベンチャーゲーム：アリスと魔女のための改革

MapsGuides.com：あなたの旅行のための自由なガイド

ブラジル

インデックス：大陸と国, 世界の地図
ここでは、ブラジルの地理、住民、政府、経済および歴史

に関するオンラインで選択された情報を見つけることができま
す。選択された統計、全体図、ブラジル - の詳細マップが含ま
れていますが、ここでブラジルの国旗から始めましょう：
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


ブラジル - 概要：
ブラジルについて知っておくべきことは何ですか？これから始

めましょう：ポルトガルの支配下で3世紀以上も続いたブラジル
は1822年に独立を得、1888年に奴隷制を廃止し、その後
1889年に軍隊によって共和国を宣言するまで政権の君主制
を維持した。ブラジルのコーヒー輸出業者は、首都圏のリー
ダーであるGetulio Vargasは、1930年に電力供給を開始しまし
た。南米最大の人口を誇る国であり、軍事政権が民間の支
配者に平和的に電力を供給していた1985年まで、半世紀以
上にわたる人民軍政と軍事政権を遂げました。ブラジルは産
業と農業の成長とその内装の発展を追求し続けています。20
世紀後半に世界的な財政難を乗り切ることに成功し、ブラジ
ルは世界で最も強い新興市場の1つであり、世界的な成長に
寄与しています。南米で初めて開催された2014年FIFAワール
ドカップと2016年夏季オリンピックの授賞式は、この国の台頭の
象徴とみなされました。しかし、2013年頃以降、ブラジルは経
済の低迷、失業率の上昇、インフレの上昇に悩まされていま
す。政治的なスキャンダルは、2016年5月にディルマ・ルセフ大
統領の弾劾をもたらし、2016年8月に上院によって支持された
罪で有罪判決を受けた。彼女の副社長、ミシェル・テマーは、
2018年まで社長を務め、2期目を迎えます。ブラジルは、経済
の低迷、失業率の上昇、インフレの上昇に悩まされてきた。政
治的なスキャンダルは、2016年5月にディルマ・ルセフ大統領の
弾劾をもたらし、2016年8月に上院によって支持された罪で有
罪判決を受けた。彼女の副社長、ミシェル・テマーは、2018年



まで社長を務め、2期目を迎えます。ブラジルは、経済の低
迷、失業率の上昇、インフレの上昇に悩まされてきた。政治
的なスキャンダルは、2016年5月にディルマ・ルセフ大統領の弾
劾をもたらし、2016年8月に上院によって支持された罪で有罪
判決を受けた。彼女の副社長、ミシェル・テマーは、2018年ま
で社長を務め、2期目を迎えます。

ブラジルの地理

地球上のどこにブラジルがありますか？
この国の所在地は大西洋に接する東南アジアです。 ブラジル

の総面積は8,515,770 km2であり、そのうち8,358,140 km2は
土地である。 これは世界最大の国の一つです。国の地形はど
うやって説明できますか？このように：ほとんど平坦で低地の低
地である。平野、丘陵、山、狭い海岸帯。 ブラジルの最下点
は大西洋0 m、最も高い点ピコ・ダ・ネブリーナ2,994 mです。
気候は大部分は熱帯であるが、南部では温暖で北部ではで
す。

ブラジルの住人
ブラジルで住んでいる人の数を見てみましょう。番号は

207,353,391 (7/2017 推定)です。 だから、この国は世界で最
も人口の多い国の一つです。ここに住んでいる人は？ 白人



47.7％、白人と黒人が混在43.1％、黒人7.6％、アジア人
1.1％、先住民0.4％（2010年推定）。 ブラジルの言語は何で
すか？ ポルトガル語（公用語で最も広く話されている）。そして
宗教：ローマカトリック教徒64.6％、カトリック教徒0.4％、プロテ
スタント他のキリスト教徒0.7％、霊魂教徒2.2％、その他
1.4％、なし8％（22.1％）、宗教的信者2.2％、宗教的信者
2.2％、神の集会2.0％、ブラジル1.2％、神の普遍王国
1.0％、プロテスタント11.5％ 、不特定0.4％（2010年推定）。
人々は平均して何歳ですか？ 32 年。この数字は中央値で
あると付け加えなければなりません。つまり、半分の人がこれよ
り年上で、半分が若いです。そして、彼らの平均余命（出生
時）は何ですか？これは：74 年。人々はブラジルで住んでいる
ところ？ここ：大多数の人々が東部の大西洋沿岸に沿って、
または比較的近くに住んでいる。人口コアは南東に位置し、サ
ンパウロ、ブラジリア、リオデジャネイロの都市に繋がります。 ブラ
ジルの大都市圏は、サンパウロ21,066,000; リオデジャネイロ
12.902百万。ベロ・ホリゾンテ5.716百万。ブラジリア（資本金）
415百万ドル フォルタレザは388万人。レシフェ3739百万
（2015年）です。

政府と経済のブラジル
ブラジルの首都はブラジリアであり、政府のタイプは連邦大

統領共和国です。行政部門 - 26州（エスタディオ、特異性 -
エスタド）、1連邦地方（distrito federal）エイリアン、アラゴアス、
アマパ、アマゾナス、バイア、セアラ、ディストリト・フェデラル、エス
ピリト・サント、ゴイアス、マラニャオ、マート・グロッソ、マト・グロッ
ソ・ドスル、ミナスジェライス、パラ、パラバイバ、パラナ、ペルナン
ブコ、ピアウ、リオデジャネイロ、リオグランデドスル、ロンドニア、
ロライマ、サンタカタリーナ、サンパウロ、セルジペ、トカンティンを



見てみましょう。 ブラジルの経済に関して、重要な工業製品
は繊維製品、靴、化学、セメント、木材、鉄鉱石、錫、鉄
鋼、航空機、自動車及び部品、その他の機械設備です。重
要な農産物はコーヒー、大豆、小麦、米、トウモロコシ、サトウ
キビ、ココア、柑橘類。牛肉です。最も重要な輸出商品は輸
送機器、鉄鉱石、大豆、靴、コーヒー、自動車であり、最も
重要な輸出相手は、中国19％、米国12.6アルゼンチン
7.3％、オランダ5.6％（2016）です。最も重要な輸入商品は機
械、電気・運輸機器、化学製品、石油、自動車部品、エレ
クトロニクスであり、最も重要な輸入相手は米国17.6％、中
国16.9％、アルゼンチン6.7％、ドイツ6.6％、韓国4.4％（2016
年） ）です。どのくらい金持ちで、この国の人口はどれくらい豊
富ですか？ここで最も重要な数字は1人当たりGDP（PPP）で
す：$15,500 (2017 推定)。 これはかなり良いです。これは、1
人あたりの国内総生産（Gross Domestic Product）を意味し、
現地の財やサービスの相対コストに関して再計算されることを
意味します。もう一つの重要な数字 - 貧困線以下の人口：
3.7%。

ブラジルの地図
 



我々は強くお勧めします



トップアドベンチャーゲーム：アリスと魔女のための改革

MapsGuides.com：あなたの旅行のための自由なガイド

イギリス領ヴァージン諸島

インデックス：大陸と国, 世界の地図
ここでは、イギリス領ヴァージン諸島の地理、住民、政府、

経済および歴史に関するオンラインで選択された情報を見つ
けることができます。選択された統計、全体図、イギリス領
ヴァージン諸島 - の詳細マップが含まれていますが、ここでイギリ
ス領ヴァージン諸島の国旗から始めましょう：
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


イギリス領ヴァージン諸島 - 概要：
イギリス領ヴァージン諸島について知っておくべきことは何で

すか？これから始めましょう：アワラクとその後のカリブ・インディア
ンが最初に住んでいたバージン諸島は、1648年にオランダに
よって解決され、その後1672年に英語に併合されました。この
島々は1872-1960年のリーワード諸島の英国植民地の一部
でした。彼らは1967年に自治権を与えられました。経済は西
にもっと大きく人口の多いバージン諸島に密接に結びついてい
ます。米ドルは法定通貨です。2017年9月6日、ハリケーン・
アーマーはトルトラ島を荒廃させた。居住および事業構造の推
定80％が破壊されたか破損し、通信が中断され、地方の道
路が難しくなった。

イギリス領ヴァージン諸島の地理

地球上のどこにイギリス領ヴァージン
諸島がありますか？この国の所在地はプエルトリコの東カリブ海
と北大西洋の間のカリブ海です。 イギリス領ヴァージン諸島の

総面積は151 km2であり、そのうち151 km2は土地である。 だ
からこれはかなり小さい国です。国の地形はどうやって説明で
きますか？このように：サンゴ礁の穏やかな気温は比較的平坦
である。火山島々急な丘陵の。 イギリス領ヴァージン諸島の
最下点はカリブ海0 m、最も高い点Mount Sage 521 mです。
気候は亜熱帯; 湿った; 貿易風のです。



イギリス領ヴァージン諸島の住人
イギリス領ヴァージン諸島で住んでいる人の数を見てみま

しょう。番号は35,015 (7/2017 推定)です。 そう多くの人がここ
に住んでいるわけではありません。ここに住んでいる人は？ アフ
リカ/黒人76.3％、ラテン系5.5 （東部インド1.6％、その他
3％、不特定0.8％（2010年推定）。 イギリス領ヴァージン諸島
の言語は何ですか？ 英語（公式）。そして宗教：プロテスタン
ト70.2％（メソジスト17.6％、教会神10.4％、聖公会9.5％、
七日目の礼拝堂9.0％、ペンテコステス8.2％、バプテスト
7.4％、新約聖書教会6.9％、プロテスタント1.2％）、ローマカ
トリック教徒8.9％ 、エホバの証人2.5％、ヒンズー教徒1.9％、
その他6.2％、無し7.9％、不特定2.4％（2010年推定）。
人々は平均して何歳ですか？ 36.5 年。この数字は中央値
であると付け加えなければなりません。つまり、半分の人がこれ
より年上で、半分が若いです。そして、彼らの平均余命（出生
時）は何ですか？これは：78.8 年。人々はイギリス領ヴァージン
諸島で住んでいるところ？ここ：、Anegada、Virgin Gorda、Jost
Van Dyke。 イギリス領ヴァージン諸島の大都市圏は、（最大
人口）ROAD TOWN（資本金）13,000（2014年）です。

政府と経済のイギリス領ヴァージン諸島
イギリス領ヴァージン諸島の首都はロードタウンの自治的な

領土であり、政府のタイプは議会民主主義 英国のです。行
政部門 - （英国の海外地域）を見てみましょう。 イギリス領
ヴァージン諸島の経済に関して、重要な工業製品は観光、
軽工業、建設、ラム酒、コンクリートブロック、オフショアの銀行
CENTEです。重要な農産物は果物、野菜; 家畜、家禽; 魚
のです。最も重要な輸出商品はラム酒、新鮮な魚、果物、



動物; 砂利、砂のであり、最も重要な輸出相手はこれは不明
ですです。最も重要な輸入商品は建材、自動車、食料品、
機械であり、最も重要な輸入相手はこれは不明ですです。ど
のくらい金持ちで、この国の人口はどれくらい豊富ですか？ここ
で最も重要な数字は1人当たりGDP（PPP）です：$42,300
(2010 推定)。 これは、人々がここで平均的に富んでいることを
意味します。これは、1人あたりの国内総生産（Gross
Domestic Product）を意味し、現地の財やサービスの相対コス
トに関して再計算されることを意味します。もう一つの重要な
数字 - 貧困線以下の人口：未知の%。

イギリス領ヴァージン諸島の地図
 



我々は強くお勧めします



トップアドベンチャーゲーム：アリスと魔女のための改革

MapsGuides.com：あなたの旅行のための自由なガイド

ブルネイ

インデックス：大陸と国, 世界の地図
ここでは、ブルネイの地理、住民、政府、経済および歴史

に関するオンラインで選択された情報を見つけることができま
す。選択された統計、全体図、ブルネイ - の詳細マップが含ま
れていますが、ここでブルネイの国旗から始めましょう：
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


ブルネイ  - 概要：
ブルネイについて知っておくべきことは何ですか？これから始

めましょう：ブルネイの影響を受けたのは、ボルネオ北西部とフィ
リピン南部の沿岸部に支配された15〜17世紀の間でした。そ
の後、ブルネイは王家の継承、欧州連合の植民地拡大、海
賊行為などの内戦によってもたらされた衰退期に入った。1888
年、ブルネイは英国の保護領となった。1984年に独立が達成
された。同じ家族が6世紀以上にわたりブルネイを支配してい
る。ブルネイは、世界一の一人当たりGDPを誇る広大な石
油・天然ガス田の恩恵を受ける。ブルネイは、2017年、スルタ
ン・ハッサナル・ボリキア王座への加盟50周年を祝った。

ブルネイの地理

地球上のどこにブルネイがあります
か？この国の所在地は東南アジア、南シナ海とマレーシアとの
境界にあるボルネオ島の北岸に沿ってです。 ブルネイの総面

積は5,765 km2であり、そのうち5,265 km2は土地である。 だか
らこれはかなり小さい国です。国の地形はどうやって説明できま
すか？このように：平らな沿岸の平野が東に山に上がります。
西。 ブルネイの最下点は南シナ海0 m、最も高い点Bukit
Pagon 1,850 mです。気候はtropical; 暑い、湿気の多い、雨の



多いです。

ブルネイの住人
ブルネイで住んでいる人の数を見てみましょう。番号は

443,593 (7/2017 推定)です。 そう多くの人がここに住んでいる
わけではありません。ここに住んでいる人は？ マレー65.7％、
中国10.3％、その他24％（2016年末）。 ブルネイの言語は何
ですか？ マレー（Bahasa Melayu）公式）、英語、中国語の方
言。そして宗教：イスラム教徒（公式）78.8パーセント、クリス
チャン8.7％、仏教徒7.8％、その他（土着信仰を含みます）
4.7％（2011 EST。）。人々は平均して何歳ですか？ 30.2
年。この数字は中央値であると付け加えなければなりません。
つまり、半分の人がこれより年上で、半分が若いです。そして、
彼らの平均余命（出生時）は何ですか？これは：77.3 年。
人々はブルネイで住んでいるところ？ここ：これは不明です。 ブ
ルネイの大都市圏は、バンダルスリブガワン（首都） 241,000で
す。

政府と経済のブルネイ
ブルネイの首都はBandar Seri Begawanであり、政府のタイ

プは絶対君主制または召人です。行政部門 - 4地区（ダーラ
- ダエラ、特異 - ダエラ）;を見てみましょう。 ブルネイの経済に
関して、重要な工業製品は石油、石油精製、液化天然ガ
ス、建設、農業、輸送です。重要な農産物は米、野菜、果
物。鶏、水牛、牛、ヤギ、卵のです。最も重要な輸出商品は
鉱物性燃料、有機化学品であり、最も重要な輸出相手は、
日本36.5％、韓国16.8％、タイ10.6％、インド9.8％、マレー
シア6.6 ％、中国4.6％（2016）です。最も重要な輸入商品は
機械・機械部品、鉱物燃料、自動車、電気機械であり、最



も重要な輸入相手は米国28.4％、マレーシア24％、シンガ
ポール7.1％、インドネシア5.7％、日本5.3％、中国4.9％、
オーストラリア4.3％（2016年）です。どのくらい金持ちで、この国
の人口はどれくらい豊富ですか？ここで最も重要な数字は1人
当たりGDP（PPP）です：$76,700 (2017 推定)。 これは、人々
がここで平均的に富んでいることを意味します。これは、1人あ
たりの国内総生産（Gross Domestic Product）を意味し、現地
の財やサービスの相対コストに関して再計算されることを意味
します。もう一つの重要な数字 - 貧困線以下の人口：未知
の%。

ブルネイの地図
 



我々は強くお勧めします



トップアドベンチャーゲーム：アリスと魔女のための改革

MapsGuides.com：あなたの旅行のための自由なガイド

ブルガリア

インデックス：大陸と国, 世界の地図
ここでは、ブルガリアの地理、住民、政府、経済および歴

史に関するオンラインで選択された情報を見つけることができま
す。選択された統計、全体図、ブルガリア - の詳細マップが含
まれていますが、ここでブルガリアの国旗から始めましょう：
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


ブルガリア - 概要：
ブルガリアについて知っておくべきことは何ですか？これから

始めましょう：Bulgars、中央アジアの部族の部族は、最初のブ
ルガリアの状態を形成するために7世紀後半に地元のスラブの
住民と合併した。続く数世紀に、ブルガリアはバルカン半島で
の地位を主張するためにビザンチン帝国と闘ったが、14世紀末
にはオスマントルコ人が国を蹂躙した。ブルガリアは1878年に
自治を達成し、ブルガリアは1908年にオスマン帝国から独立し
た。両大戦で敗戦したブルガリアは、ソビエト圏内に落ち込
み、1946年に人民共和国になった。 1990年、ブルガリアは第
二次世界大戦以来最初の複数政党選挙を行い、インフレ、
失業、腐敗、犯罪に対抗しながら政治民主主義と市場経済
に移行する論争のプロセスを開始した。

ブルガリアの地理

地球上のどこにブルガリアがあります
か？この国の所在地は黒海に接する南東ヨーロッパ、ルーマニ

アとトルコの間です。 ブルガリアの総面積は110,879 km2であ

り、そのうち108,489 km2は土地である。 だから、これは大きな



国ではない。国の地形はどうやって説明できますか？このよう
に：主に北部と南東部の低地と山。 ブルガリアの最下点は黒
海0メートル、最も高い点ムサラ山2925メートルです。気候は;
冷たい湿った冬。暑く乾燥した夏です。

ブルガリアの住人
ブルガリアで住んでいる人の数を見てみましょう。番号は

7,101,510 (7/2017 推定)です。 だから、これはあまり大きな人
口ではありません。ここに住んでいる人は？ （ロシアアルメニア、
及びVlach含む）ブルガリア76.9パーセント、トルコ8％、Romani
の4.4％、その他0.7％、他の（未知の）10％（2011 EST）。 ブ
ルガリアの言語は何ですか？ ブルガリア語（公式）76.8パーセン
ト、トルコ8.2％、ロマニ3.8％、その他0.7％、不特定
10.5％（2011年推定）。そして宗教：東方正教会（カトリック、
プロテスタント、アルメニア使徒正教、ユダヤ人を含む）他の
59.4パーセント、イスラム教徒7.8％、未指定の1.7％、なし
3.7％、27.4パーセント（2011 EST。）。人々は平均して何歳
ですか？ 42.7 年。この数字は中央値であると付け加えなけれ
ばなりません。つまり、半分の人がこれより年上で、半分が若
いです。そして、彼らの平均余命（出生時）は何ですか？これ
は：74.7 年。人々はブルガリアで住んでいるところ？ここ：かなり
より大きな集団を誘致都市部との国のほとんど全体に均一に
分布、。 ブルガリアの大都市圏は、ソフィア（資本金）
1226000（2015）です。

政府と経済のブルガリア
ブルガリアの首都はソフィアであり、政府のタイプは、議会の

共和国です。行政部門 - 28の州（oblasti、singular - oblast）;
ブラジエフグラード、ブルガス、ドブリッヒ、ガブロボ、ハスコボ、カ



ルツハリ、キュステンジル、ラヴァッチ、モンタナ、パザルジック、ペ
ルニク、プレヴェン、プロフディフ、ラズグラード、ルーズ、シュメ
ン、シルストラスト、スリヴェン、スモリアン、ソフィア、ソフィア - グ
ラード（ソフィア市）、スタラザゴラ、Targovishte、Varna、Veliko
Tarnovo、Vidin、Vratsa、Yambolを見てみましょう。 ブルガリア
の経済に関して、重要な工業製品は電気、ガス、水; 食品、
飲料、タバコ; 機械部品、自動車部品、卑金属、化学製
品、コークス、精製石油、核燃料; アウトソーシングセンタード
イツ、13.7％、イタリア9.3％、ルーマニア8.8％、トルコ7.9％、
ギリシャ7％、フランスです。重要な農産物は家畜です。最も
重要な輸出商品は衣類、靴、鉄鋼、機械装置、燃料、農
業、タバコ、であり、最も重要な輸出相手は4.5％（2016）で
す。最も重要な輸入商品は機械および装置; 金属および鉱
石; 化学薬品およびプラスチック; 燃料、鉱物、および原材料
であり、最も重要な輸入相手はドイツ13.1％、ロシア8.9％、
イタリア7.9％、ルーマニア7％、トルコ6.2％、ギリシャ4.8％、
ポーランド4.1％（2016年）です。どのくらい金持ちで、この国の
人口はどれくらい豊富ですか？ここで最も重要な数字は1人
当たりGDP（PPP）です：$21,600 (2017 推定)。 これは、生活
水準がここで良いことを意味します。これは、1人あたりの国内
総生産（Gross Domestic Product）を意味し、現地の財やサー
ビスの相対コストに関して再計算されることを意味します。もう
一つの重要な数字 - 貧困線以下の人口：22% (2015 推
定)。

ブルガリアの地図
 



我々は強くお勧めします



トップアドベンチャーゲーム：アリスと魔女のための改革

MapsGuides.com：あなたの旅行のための自由なガイド

ブルキナファソ

インデックス：大陸と国, 世界の地図
ここでは、ブルキナファソの地理、住民、政府、経済および

歴史に関するオンラインで選択された情報を見つけることがで
きます。選択された統計、全体図、ブルキナファソ - の詳細マッ
プが含まれていますが、ここでブルキナファソの国旗から始めま
しょう：
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


ブルキナファソ - 概要：
ブルキナファソについて知っておくべきことは何ですか？これ

から始めましょう：ブルキナファソ（旧アッパーヴォルタ）は1960年
にフランスから独立した。1970年代と1980年代の軍事クーデ
ターの反復に続いて、1990年代初頭の複数政党選挙が行わ
れた。Blaise Compaore元大統領（1987〜2014年）は、憲法
の2期大統領制限を修正しようとしていることに反対して、
2014年10月下旬に辞任した。11月中旬までに、暫定政府の
枠組みが全国移行憲章の条項の下で採択された。ミシェル・
カファンド大統領とヤコバ・イサク・ジダ首相が率いる暫定政権
は、2015年10月に予定されていた大統領選挙と立法選挙を
組織し始めたが、9月の一週間の不作為クーデターで延期さ
れた。再選挙された選挙は11月29日に行われ、Roch Marc
Christian Kaboreが第1ラウンドで大統領に選出されました。ブ
ルキナファソの高い人口増加と限られた天然資源は、大多数
の市民の経済的見通しを悪化させます。

ブルキナファソの地理

地球上のどこにブルキナファソがあり
ますか？この国の所在地は西アフリカ、ガーナ北部です。 ブル



キナファソの総面積は274,200 km2であり、そのうち273,800
km2は土地である。 これはかなり大きな国です。国の地形はど
うやって説明できますか？このように：ほとんどが平らに解剖さ
れた平らな平野になっています。西および南東の丘。 ブルキナ
ファソの最下点はMouhoun（Black Volta）川200 m、最も高い
点Tena Kourou 749 mです。気候はtropical; 暖かい、乾いた
冬。熱く、濡れた夏は、です。

ブルキナファソの住人
ブルキナファソで住んでいる人の数を見てみましょう。番号

は20,107,509です。 とてもたくさんの人がここに住んでいます。
ここに住んでいる人は？ モッシ52％、フラニ8.4％、グルマ7％、
ボボ4.9％、グランシ4.6％、セヌフォ4.5％、ビサ3.7％、ロビー
2.4％、ダガラ2.4％、トゥアレグ/ベラ1.9％、Dioula 0.8％、不特
定/無回答0.3％、その他7.2％（2010年版）。 ブルキナファソの
言語は何ですか？ フランス人（公用語）、スーダン族に属する
ネイティブアフリカ系言語、人口の90％が話す。そして宗教：イ
スラム教徒61.5％、ローマカトリック23.3％、伝統的/マリニスト
7.8％、プロテスタント6.5％、その他/無回答0.2％、なし
0.7％（2010年） EST）。。人々は平均して何歳ですか？ 17.3
年。この数字は中央値であると付け加えなければなりません。
つまり、半分の人がこれより年上で、半分が若いです。そして、
彼らの平均余命（出生時）は何ですか？これは：55.9 年。
人々はブルキナファソで住んでいるところ？ここ：人口は国の中
央部と南部に集中しています。東、北、南西は人口の少ない
です。 ブルキナファソの大都市圏は、ワガドゥグ（首都）
2741000（2015）です。

政府と経済のブルキナファソ



ブルキナファソの首都はワガドゥグーであり、政府のタイプ
は、大統領の共和国です。行政部門 - 13地域。カスケード、
センター、センター・エスト、センター・ノード、センター・オブ・セン
ター、センター・サウド、エスト・オウ・バスシン、ノール、プラトー・
セントラル、サヘル、スー・ウエストを見てみましょう。 ブルキナ
ファソの経済に関して、重要な工業製品は綿の糸くず、飲
料、農業加工、石鹸、たばこ、繊維製品、金です。重要な
農産物は綿、ピーナッツ、シアナッツ、ゴマ、モロコシ、キビ、トウ
モロコシ、米、家畜のです。最も重要な輸出商品は金、綿、
家畜であり、最も重要な輸出相手はスイス65.7パーセント、イ
ンド6.3％、南アフリカ5.2％、シンガポール4.6％（2016年）で
す。最も重要な輸入商品は資本財、食料品、石油であり、
最も重要な輸入相手は、中国12.2％、コートdIvoire 8.2％、
日本7.8％、フランス7.1％、オランダ4.5％、スペイン4.2％、イ
ンド4.1％、ロシア4％（2016年）です。どのくらい金持ちで、この
国の人口はどれくらい豊富ですか？ここで最も重要な数字は1
人当たりGDP（PPP）です：$1,900 (2017 推定)。 これは非常
に低い数値です。これは、1人あたりの国内総生産（Gross
Domestic Product）を意味し、現地の財やサービスの相対コス
トに関して再計算されることを意味します。もう一つの重要な
数字 - 貧困線以下の人口：40.1% (2009 推定)。

ブルキナファソの地図
 



我々は強くお勧めします



トップアドベンチャーゲーム：アリスと魔女のための改革

MapsGuides.com：あなたの旅行のための自由なガイド

ミャンマー

インデックス：大陸と国, 世界の地図
ここでは、ミャンマーの地理、住民、政府、経済および歴

史に関するオンラインで選択された情報を見つけることができま
す。選択された統計、全体図、ミャンマー - の詳細マップが含
まれていますが、ここでミャンマーの国旗から始めましょう：
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


ミャンマー - 概要：
ミャンマーについて知っておくべきことは何ですか？これから

始めましょう：様々な民族のビルマ人と少数民族の都市国家
や王国が19世紀を通じて現在の国境を占めていました。イギ
リスは62年間（1824-1886）、ビルマを征服し、その国をインド
帝国に編入しました。ビルマは1937年まで独立した独立自治
体の植民地となるまでインドの州として管理されました。1948
年、ビルマは英連邦から独立した。Gen.NE WINは、1962年
から1988年にかけて、軍事支配者として、次に自ら任命され
た大統領として、そして後には政治的なキングピンとして政府
を支配した。広範な市民の不安に応えて、NE WINは1988
年に辞職しましたが、数ヶ月のうちに軍隊は学生主導の抗議
行動を打ち砕き、権力を握った。1990年の多党立法選挙で
は、ナショナル・リーディング・デモクラシー（NLD）の主要野党が
大地震の勝利を収めた。政権は、権力を引き渡す代わりに、
1989年から1995年、2000年から2002年、2003年5月から
2010年11月まで、NLD指導者（およびノーベル平和賞受賞
者）AUNG SAN SUU KYIを家事逮捕の対象とした。2007
年9月下旬、ジュンタは、民主化活動家や仏教徒の修道僧
が率いる燃料価格の上昇に抗議し、不明な人を殺害し、デ
モに参加して何千人も逮捕した。2008年5月初旬、ビルマは
サイクロンナルギスに襲われ、138,000人以上が死亡し、数万
人が負傷し、ホームレスになった。この悲劇にもかかわらず、大
統領は1990年以来のビルマでの最初の投票である5月の憲
法投票を進めた.NLDがボイコットし、国際社会で多くの人々
によって欠陥があると考えられた2010年11月に行われた立法



選挙は、統一連帯と開発党が議席の75％以上を占めるのを
見た。2011年1月に全国議会が招集され、ザイン元首相を大
統領に選出した。Thein SEINによって指名された国家レベル
の任命者の大部分は、元軍事職員または現役軍人役員で
あったが、政府は長期的に孤立した国の実質的な開放につ
ながる一連の政治経済改革を開始した。これらの改革には、
数百人の政治囚の釈放、民族武装集団の全国的な中断に
署名し、法改正を追求し、報道、協会、市民社会の自由に
対する制限を徐々に減らした。少なくともこれらの改革の一部
に起因して、AUNG SAN SUU KYIは2012年4月に国会議
員に選出され、法律と平静のための委員会の議長を務めまし
た。ビルマは2014年に東南アジア諸国連合（Asean）の議長を
務めた.NLDは、90年以上の政党を擁する2015年11月の間
違いではあるが信頼性の高い国会議員選挙で、再び地滑り
の勝利を収めた。圧倒的大多数を議会の両院で使用して、
NLDは大統領として、AUNG SAN SUU KYIの親愛なる長
年のNLD支持者であるHTIN KYAWを選出した。50年以上
にわたる軍事独裁政権の後、ビルマの最初に信頼されて選出
された民間政府は、2016年3月30日に就任を宣言された。
90年以上の政党を特集した2015年11月の間違いではあるが
信頼性の高い国会議員選挙で、NLDは再び大勝で勝利し
た。圧倒的大多数を議会の両院で使用して、NLDは大統領
として、AUNG SAN SUU KYIの親愛なる長年のNLD支持
者であるHTIN KYAWを選出した。50年以上にわたる軍事独
裁政権の後、ビルマの最初に信頼されて選出された民間政
府は、2016年3月30日に就任を宣言された。90年以上の政
党を特集した2015年11月の間違いではあるが信頼性の高い
国会議員選挙で、NLDは再び大勝で勝利した。圧倒的大



多数を議会の両院で使用して、NLDは大統領として、
AUNG SAN SUU KYIの親愛なる長年のNLD支持者である
HTIN KYAWを選出した。50年以上にわたる軍事独裁政権
の後、ビルマの最初に信頼されて選出された民間政府は、
2016年3月30日に就任を宣言された。

ミャンマーの地理

地球上のどこにミャンマーがあります
か？この国の所在地はバングラデシュとタイの間のアンダマン海
とベンガル湾に接する東南アジアです。 ミャンマーの総面積は

676,578 km2であり、そのうち653,508 km2は土地である。 これ
はかなり大きな国です。国の地形はどうやって説明できます
か？このように：急峻で険しい高地に囲まれた中央低地。 ミャ
ンマーの最下点はアンダマン海/ベンガル湾0 m、最も高い点
Gamlang Razi 5,870 mです。気候は熱帯モンスーン; 曇り、
雨、暑い、湿度の高い夏（南西モンスーン、6月〜9月）。緩や
かな気温、穏やかな気温、冬の湿度の低下（北東モンスー
ン、12月から4月）です。

ミャンマーの住人
ミャンマーで住んでいる人の数を見てみましょう。番号は

55,123,814です。 とてもたくさんの人がここに住んでいます。こ
こに住んでいる人は？ ビルマ（バマ）68％、シャン9％、カレン・
7％、ラカイン4％、中国3％、インド2％、月2％、その他5％。



ミャンマーの言語は何ですか？ ビルマ（公式）。そして宗教：仏
教の87.9パーセント、クリスチャン、イスラワディ川の沿岸に一般
的に近い沿岸地域に集中した人口6.2％、イスラム教徒
4.3％、アニミスト0.8％、ヒンズー教徒0.5％、その他0.2％、な
し0.1％。人々は平均して何歳ですか？ 28.2 年。この数字は
中央値であると付け加えなければなりません。つまり、半分の
人がこれより年上で、半分が若いです。そして、彼らの平均余
命（出生時）は何ですか？これは：68.2 年。人々はミャンマー
で住んでいるところ？ここ：。極端な北は。 ミャンマーの大都市
圏は、Rangoon（Yangon）（資本金）4.802百万人、マンダ
レー、11670000; Nay Pyi Taw 1033万人（2015年）です。

政府と経済のミャンマー
ミャンマーの首都はラングーン（ヤンゴン）; 注-いやPYI TAW

が行政首都であるであり、政府のタイプは議会共和国です。
行政部門 - （ - taing taing-myar、単数）、7つの状態（PYIの
NE-myar、特異- PYI北東）、1つのユニオン領域7つの領域を
見てみましょう。 ミャンマーの経済に関して、重要な工業製品
は農業処理; 木材および木材製品; 銅、錫、タングステン、鉄;
セメント、建材; 医薬品; 肥料; 石油および天然ガス; 服装;
翡翠と宝石類天然ガスです。重要な農産物は米、豆類、ゴ
マ、サトウキビ; 魚および魚製品; ハードウッドです。最も重要
な輸出商品は。木製品; パルスと豆; 魚; ご飯; 衣類; 玉や宝
石を含むミネラルであり、最も重要な輸出相手は中国
40.6％、タイ19.1％、インド8.8％、シンガポール7.6％、日本
5.7％（2016年）です。最も重要な輸入商品はファブリック。石
油製品; 肥料; プラスチック; 機械; 輸送装置; セメント、建材;
食品？食用油であり、最も重要な輸入相手は33.9％、シン
ガポール14.3％、タイ12.5％、日本7.9％、インド6.9％、マレー



シア4.3％（2016年）です。どのくらい金持ちで、この国の人口
はどれくらい豊富ですか？ここで最も重要な数字は1人当たり
GDP（PPP）です：$6,300 (2017 推定)。 これはかなり低い数
字です。これは、1人あたりの国内総生産（Gross Domestic
Product）を意味し、現地の財やサービスの相対コストに関して
再計算されることを意味します。もう一つの重要な数字 - 貧
困線以下の人口：25.6% (2016 推定)。

ミャンマーの地図
 





我々は強くお勧めします

トップアドベンチャーゲーム：アリスと魔女のための改革

MapsGuides.com：あなたの旅行のための自由なガイド

ブルンジ

インデックス：大陸と国, 世界の地図
ここでは、ブルンジの地理、住民、政府、経済および歴史

に関するオンラインで選択された情報を見つけることができま
す。選択された統計、全体図、ブルンジ - の詳細マップが含ま
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れていますが、ここでブルンジの国旗から始めましょう：
 

ブルンジ - 概要：
ブルンジについて知っておくべきことは何ですか？これから始

めましょう：ブルンジはタンザニア、ルワンダ、タンガニーカ湖に隣
接する東アフリカの小さな国です。ブルンジは1962年にベル
ギーから独立した。その歴史の多くは乱暴であり、民主的に選
ばれたブルンジ大統領は100日の就任後、1993年10月に暗
殺された。国際的に仲介されたアルーシャ協定は、1993〜
2005年の内戦を終結させ、新しい憲法と2005年の選挙の道
を切り開いた。Pierre Nkurunzizaは2005年と2010年に大統領
に選出され、2015年には再び議論の対象となりました。ブルン
ジは多くの政治的、経済的課題に直面し続けています。

ブルンジの地理

地球上のどこにブルンジがあります
か？この国の所在地は中央アフリカ、コンゴ民主共和国の

東、タンザニア西です。 ブルンジの総面積は27,830 km2であ

り、そのうち25,680 km2は土地である。 だから、これは大きな
国ではない。国の地形はどうやって説明できますか？このよう



に：東の高原に落下中山間、いくつかの平野。 ブルンジの最
下点はタンガニーカ湖772メートル、最も高い点HEHA 2670
メートルのです。気候は赤道; かなりの高度変動（海抜772m
から2,670m）の高い高原。年間平均気温は標高23〜17度で
変化しますが、平均標高が約1,700メートルなので一般的に
中程度です。平均年間降水量は約150cmです。2雨季（5
月〜9月に11月-2月）、および2つの乾期（6月、8月と12月-1
月まで）です。

ブルンジの住人
ブルンジで住んでいる人の数を見てみましょう。番号は

11,466,756です。 だから、これはあまり大きな人口ではありま
せん。ここに住んでいる人は？ Hutu（Bantu）85％、
Tutsi（Hamitic）14％、Twa（Pygmy）1％、ヨーロッパ人3,000
人、南アジア人2,000人。 ブルンジの言語は何ですか？
Kirundi 29.7％（公式）、Kirundiスワヒリ語、スワヒリ語など
0.2％（タンガニーカ湖、ブジュンブラ地方）、英語（公用語）お
よびその他の言語0.06％、2言語以上。そして宗教：ローマカ
トリック教徒62.1％、プロテスタント23.9％（アドベンティスト
2.3％、その他プロテスタント21.6％を含む）、イスラム教徒
2.5％、その他3.6％、不特定7.9％（2008年推定）。人々は
平均して何歳ですか？ 17 年。この数字は中央値であると付
け加えなければなりません。つまり、半分の人がこれより年上
で、半分が若いです。そして、彼らの平均余命（出生時）は何
ですか？これは：60.9 年。人々はブルンジで住んでいるとこ
ろ？ここ：アフリカで最も人口密度の高い国のひとつである
3.25％（2017年推定）。西部のタンガニカ湖の北部と北部の
海岸沿いに集中する傾向があります。ほとんどの人は肥沃な



火山地帯の近くの農場に住んでいます。。 ブルンジの大都市
圏は、ブジュンブラ（首都）751,000（2015年）です。

政府と経済のブルンジ
ブルンジの首都はブジュンブラであり、政府のタイプは大統

領共和国です。行政部門 - 18州。ブンブンサ、ブユンブラ・マ
イリー、ブジュンブラ・ルーラル、ブリーリ、カンクゾー、シビトケ、ギ
テガ、カルジ、カヤンザ、キルンド、マカンバ、ムラムヴァ、ムワン
ガ、ムワロ、ノゴジー、ルモン、ルタナ、ルイジを見てみましょう。
ブルンジの経済に関して、重要な工業製品は軽質消費財
（砂糖、靴、石鹸、ビール）を隠す。セメント、輸入部品の組
立、公共事業建設; 砂糖、綿、皮革コンゴ民主共和国
30.6％、UAE 15.7％、ケニア14.5％、ルワンダ7.2％（2016）
資本財、石油製品、食料品（果物）です。重要な農産物は
コーヒー、綿、茶、トウモロコシ、豆、ソルガム、サツマイモ、バナ
ナ、キャッサバ（manioc、タピオカ）; 牛肉、牛乳、です。最も重
要な輸出商品はであり、最も重要な輸出相手はです。最も
重要な輸入商品はであり、最も重要な輸入相手はです。ど
のくらい金持ちで、この国の人口はどれくらい豊富ですか？ここ
で最も重要な数字は1人当たりGDP（PPP）です：$800 (2017
推定)。 これは非常に低い数値です。これは、1人あたりの国
内総生産（Gross Domestic Product）を意味し、現地の財や
サービスの相対コストに関して再計算されることを意味します。
もう一つの重要な数字 - 貧困線以下の人口：64.6% (2014
推定)。

ブルンジの地図
 



我々は強くお勧めします
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トップアドベンチャーゲーム：アリスと魔女のための改革

MapsGuides.com：あなたの旅行のための自由なガイド

カンボジア

インデックス：大陸と国, 世界の地図
ここでは、カンボジアの地理、住民、政府、経済および歴

史に関するオンラインで選択された情報を見つけることができま
す。選択された統計、全体図、カンボジア - の詳細マップが含
まれていますが、ここでカンボジアの国旗から始めましょう：
 

カンボジア - 概要：
カンボジアについて知っておくべきことは何ですか？これから

始めましょう：ほとんどのカンボジア人は、カンボジア人であると
考えています。アンコール帝国の子孫は、東南アジアの大部
分を占め、10世紀から13世紀の天頂に達しました。タイとチャ
ムによる攻撃（現在のベトナムから）は帝国を弱体化させ、長

http://mapsguides.com/


期にわたる衰退を招いた。王は1863年にフランスを保護し、
1887年にフランスのインドシナの一部となった。第二次世界大
戦での日本の占領に続いて、カンボジアは1953年にフランスか
ら完全独立した。1975年4月、7年間の闘争の後、クメール・
ルージュ軍はプノンペンを捕らえ、すべての都市と町を避難させ
た。少なくとも150万人のカンボジア人が、POL POTの下、ク
メール・ルージュ政権時に執行、苦難、飢餓などで亡くなりま
した。1978年12月、ベトナム人の侵略がクメール・ルージュを
田舎に押し込み、ベトナムの10年間の占領を開始し、内戦の
ほぼ13年間を締結した。1991年のパリ平和協定は、クメール・
ルージュによって完全に尊重されなかった民主的選挙と休戦を
命じた。1993年に国連が後援した選挙は、連立政権下での
正常化の姿勢を復元するのに役立った。1997年の派閥の戦
いは最初の連立政権を終結させたが、1998年の第2回国民
選挙で連立政権が新たに形成され、政治的安定が再開され
た。クメール・ルージュの残りの要素は、1999年初めに降伏し
た。生存しているクメール・ルージュ指導者の中には、国際援
助によって支援された国連カンボディア紛争のハイブリッドによっ
て、人道に対する罪に対する裁判が試みられているか、2003
年7月の選挙は比較的平穏で、連立政権が結成されるまで
には、交渉中の政党間で1年間の交渉が必要でした。2004
年10月に、王ノロドム・シアヌークが王位を放棄し、彼の息
子、ノロドム・シアモニー王子が彼の後継者に選ばれました。
最も最近の地方（コミューン評議会）選挙は、2012年にカンボ
ジアで開催され、前選挙に先立つ選挙前の暴力はほとんどな
かった。カンボジア国民救助党（CNRP）は、国会議員をボイ
コットし、2013年7月の全国選挙に異議を唱えた。CNRPが選
挙と立法改革への与党の約束と引き換えに議会に入ることに



同意して、ほぼ1年後に政治的な窮状が終わった。CNRP
は、2017年6月の地方選挙において、ハンセンは、2017年9
月にCNRPの大統領を逮捕し、2017年11月にCNRPを解散
し、指導者の政治参加を少なくとも5年間は禁止した。国会
のCNRP議席は、より小さく、より野心的な野党に再分配され
た。

カンボジアの地理

地球上のどこにカンボジアがあります
か？この国の所在地は東南アジア、タイ、ベトナム、ラオス間の

タイ湾、境です。 カンボジアの総面積は181,035 km2であり、そ

のうち176,515 km2は土地である。 だから、これは大きな国で
はない。国の地形はどうやって説明できますか？このように：ほ
とんどなく、平坦な平野。南西の山脈。 カンボジアの最下点
は湾岸0m、最も高い点Phnum Aoral 1,810mのです。気候は
の熱帯。雨、モンスーンシーズン（5月から11月）; 乾期（12月か
ら4月）。ほとんど季節的な温度変化はです。

カンボジアの住人
カンボジアで住んでいる人の数を見てみましょう。番号は

16,204,486です。 だから、これはあまり大きな人口ではありま
せん。ここに住んでいる人は？ クメール97.6％、チャム1.2％、
中国0.1％、ベトナム0.1％、その他0.9％（2013年推定）。 カ



ンボジアの言語は何ですか？ クメール（公式）96.3％、その他
3.7％（2008年推定）。そして宗教：仏教（公式）96.9％、イス
ラム教徒1.9％クリスチャン0.4％、その他0.8％（2008 EST）。
人々は平均して何歳ですか？ 25.3 年。この数字は中央値
であると付け加えなければなりません。つまり、半分の人がこれ
より年上で、半分が若いです。そして、彼らの平均余命（出生
時）は何ですか？これは：64.9 年。人々はカンボジアで住んで
いるところ？ここ：、特にプノンペンの首都とその周辺、南東部
に集中し、人口;。 カンボジアの大都市圏は、メレン川と密接
に関連している。プノンペン（資本）1731百万（2015年）64.9で
す。

政府と経済のカンボジア
カンボジアの首都はプノンペンであり、政府のタイプは議会

憲法君主です。行政部門 - 24州（khett、単数形と複数形）
と1自治体（krong、単数形と複数形）を見てみましょう。 カンボ
ジアの経済に関して、重要な工業製品は観光、衣類、建
設、精米、釣り、木材・木材製品、ゴム、セメント、宝石の採
掘、繊維です。重要な農産物は米、ゴム、トウモロコシ、野
菜、カシューナッツ、キャッサバ（キャッサバ、タピオカ）、絹ので
す。最も重要な輸出商品は衣類、木材、ゴム、米、魚、タバ
コは、footweaであり、最も重要な輸出相手は米国の21.3％
を、英国9.4％、ドイツ9％ 、日本8.2％、カナダ6.5％、中国
6％、タイ4.2％、スペイン4％（2016）です。最も重要な輸入
商品は石油製品、タバコ、金、建材、機械、自動車、医薬
品であり、最も重要な輸入相手は中国35.3％、タイ14.8％、
ベトナム11 、シンガポール4.4％、日本4.1％、香港4％（2016
年）です。どのくらい金持ちで、この国の人口はどれくらい豊富
ですか？ここで最も重要な数字は1人当たりGDP（PPP）です：



$4,000 (2017 推定)。 これは非常に低い数値です。これは、1
人あたりの国内総生産（Gross Domestic Product）を意味し、
現地の財やサービスの相対コストに関して再計算されることを
意味します。もう一つの重要な数字 - 貧困線以下の人口：
17.7% (2012 推定)。

カンボジアの地図
 

我々は強くお勧めします



トップアドベンチャーゲーム：アリスと魔女のための改革

MapsGuides.com：あなたの旅行のための自由なガイド

カメルーン

インデックス：大陸と国, 世界の地図
ここでは、カメルーンの地理、住民、政府、経済および歴

史に関するオンラインで選択された情報を見つけることができま
す。選択された統計、全体図、カメルーン - の詳細マップが含
まれていますが、ここでカメルーンの国旗から始めましょう：
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カメルーン - 概要：
カメルーンについて知っておくべきことは何ですか？これから

始めましょう：フランスのカメルーンは1960年にカメルーン共和国
として独立した。翌年、近隣のブリティッシュ・カメルーンの南部
は、新しい国と合併してカメルーン連邦共和国を形成すること
に合意した。1972年、新しい憲法が連邦をカメルーン連合共
和国の統一国家に置き換えました。その国は、農業、道路、
鉄道、そして石油産業の発展を可能にした安定を一般的に
楽しんでいます。民主的改革への動きが遅いにもかかわらず、
ポール・ビヤ大統領の政治力はしっかりと維持されています。

カメルーンの地理

地球上のどこにカメルーンがあります
か？この国の所在地は中央アフリカ、赤道ギニアとナイジェリア
の間にあるビアフラの辺境に接するです。 カメルーンの総面積

は475,440 km2であり、そのうち472,710 km2は土地である。 こ
れはかなり大きな国です。国の地形はどうやって説明できます
か？このように：南西部の沿岸平野で、多様な、中央に高原
を解剖し、西の山、平野北に。 カメルーンの最下点は大西洋
0メートル、最も高い点Fakoはモンカメルーンに4045メートルで



す。気候は北の海岸沿いの熱帯から半乾燥と高温のため、
地形に応じて変化です。

カメルーンの住人
カメルーンで住んでいる人の数を見てみましょう。番号は

24,994,885です。 とてもたくさんの人がここに住んでいます。こ
こに住んでいる人は？ カメルーン高地31％、赤道バンツー
19％、Kirdi 11％、フラニ10％、北西バンツー8％、東部
Nigritic 7％ 、その他のアフリカ人13％、アフリカ以外のアフリ
カ。 カメルーンの言語は何ですか？ 系言語グループ1％未
満、英語（公式）、フランス語（公式）。そして宗教：ローマカト
リック38.4パーセント、プロテスタント26.3％、その他のキリスト教
4.5％、イスラム教徒20.9パーセント、アニミズム5.6％、その他
1％、非信者3.2％（2005 EST。）。人々は平均して何歳です
か？ 18.5 年。この数字は中央値であると付け加えなければ
なりません。つまり、半分の人がこれより年上で、半分が若いで
す。そして、彼らの平均余命（出生時）は何ですか？これは：
59 年。人々はカメルーンで住んでいるところ？ここ：西に集中
人口北部には、国の内部がまばらに住んでいた。 カメルーンの
大都市圏は、ヤウンデ（首都）306.6万人、ドゥアラ2.943百万
人（2015年）です。

政府と経済のカメルーン
カメルーンの首都はヤウンデであり、政府のタイプは大統領

共和国です。行政部門 - 10地域（地域、特異地域）。
Adamaoua、センター、東（Est）、北極（Extreme-Nord）、
Littoral、North（Nord）、North-West（Nord-Ouest）、
West（Ouest）、South（Sud）、South-West（Sud-Ouest ）を見て
みましょう。 カメルーンの経済に関して、重要な工業製品は石



油生産や精製、アルミニウム生産、食品加工、光消費財、
繊維、木材、船repaiです。重要な農産物はコーヒー、ココア、
綿、ゴム、バナナ、油糧種子、穀物、キャッサバ（キャッサバ、タ
ピオカ）。家畜; timbeです。最も重要な輸出商品は原油・石
油製品、木材、カカオ豆、アルミニウム、コーヒー、綿花であり、
最も重要な輸出相手はオランダ21％、インド11.3％、イタリア
11％、中国8％、スペイン6.7％、フランス5.9％（2016）です。
最も重要な輸入商品は機械、電気機器、輸送機器、燃
料、食品であり、最も重要な輸入相手は中国17.8％、ナイ
ジェリア12％、フランス11％、タイ4.6％、トーゴ4.5 ％（2016）で
す。どのくらい金持ちで、この国の人口はどれくらい豊富です
か？ここで最も重要な数字は1人当たりGDP（PPP）です：
$3,400 (2017 推定)。 これは非常に低い数値です。これは、1
人あたりの国内総生産（Gross Domestic Product）を意味し、
現地の財やサービスの相対コストに関して再計算されることを
意味します。もう一つの重要な数字 - 貧困線以下の人口：
30% (2001 推定)。

カメルーンの地図
 



我々は強くお勧めします



トップアドベンチャーゲーム：アリスと魔女のための改革

MapsGuides.com：あなたの旅行のための自由なガイド

カナダ

インデックス：大陸と国, 世界の地図
ここでは、カナダの地理、住民、政府、経済および歴史に

関するオンラインで選択された情報を見つけることができます。
選択された統計、全体図、カナダ - の詳細マップが含まれてい
ますが、ここでカナダの国旗から始めましょう：
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カナダ  - 概要：
カナダについて知っておくべきことは何ですか？これから始め

ましょう：広大な距離と豊かな自然資源の土地であるカナダ
は、1867年に自治統治権となり、英国の王冠との関係を維
持しました。カナダは1982年に英国から憲法を強制送還し、
最終的な植民地を奪った。経済的にも技術的にも、米国は
世界最長の国境を越えて南に隣接する米国と平行して発展
してきた。カナダは、健康ケア、教育、社会サービス、経済競
争力の質の向上に対する公衆の要求に応える政治的挑戦
に直面しているほか、フランスのケベックを中心に懸念事項に
対応しています。カナダはまた、環境への取り組みを維持しな
がら、多様なエネルギー資源を開発することを目指していま
す。

カナダの地理

地球上のどこにカナダがありますか？こ
の国の所在地は東北北太平洋に接する北北アメリカ、西に
北太平洋、北端に北極海がありますです。 カナダの総面積は

9,984,670 km2であり、そのうち9,093,507 km2は土地である。
これは世界最大の国の一つです。国の地形はどうやって説明



できますか？このように：、西は山地、南東の低地は。 カナダ
の最下点は大西洋0 m、最も高い点Mount Logan 5,959 mで
す。気候はは、温帯南には亜寒帯で、北は北極でです。

カナダの住人
カナダで住んでいる人の数を見てみましょう。番号は

35,623,680 (7/2017 推定)です。 とてもたくさんの人がここに住
んでいます。ここに住んでいる人は？ カナダの32.2パーセント、
英語19.8％、フランスの15.5％、スコットランド14.4％、アイルラ
ンド13.8％、ドイツ9.8％、イタリア4.5％、中国4.5。 カナダの
言語は何ですか？ 、パンジャブ1.4％、イタリア1.3％、スペイン
語1.3％、ドイツ語1.3％、広東語1.2％、タガログ語1.2％、ア
ラビア語（アラビア語）1.2 ％、北米人4.2％、その他
50.9％1.1％、その他10.5％（2011年度実績）。そして宗教：
カトリック教徒39％（ローマカトリック38.8％、カトリック2％その
他）、プロテスタント20.3％（ユダヤ教6.1％、アングリカン5％、
バプテスト1.9％、ルター派1.5％、ペンテコステス1.5％、長老
1.4％、その他プロテスタント2.9正教会は1.6％、その他のキリ
スト教徒は6.3％、イスラム教徒は3.2％、ヒンズー教徒は
1.5％、シカは1.4％、仏教徒は1.1％、ユダヤ人は1％、その
他は0.6％、なし23.9％（2011年）。人々は平均して何歳です
か？ 42.2 年。この数字は中央値であると付け加えなければ
なりません。つまり、半分の人がこれより年上で、半分が若いで
す。そして、彼らの平均余命（出生時）は何ですか？これは：
81.9 年。人々はカナダで住んでいるところ？ここ：大多数のカ
ナダ人は、米国との南の国境から約300km以内の不連続な
バンドに位置しています。最も人口の多い州はオンタリオ州で
あり、その後ケベック州とブリティッシュコロンビア州。 カナダの大



都市圏は、トロント599万人、モントリオール3.981百万; バン
クーバー245万 カルガリー（Calgary）オタワ（資本金）133万
6000人 エドモントン1122万人（2015年）です。

政府と経済のカナダ
カナダの首都はオタワ連邦の領土であり、政府のタイプは

憲法君主制の下で生まれた1.6人の子供（2017年の推定）の
連邦議会民主主義（カナダの議会）。です。行政部門 - 10の
州と3つの領土; アルバータ州、ブリティッシュコロンビア州、マニ
トバ州、ニューブランズウィック州、ニューファンドランド・ラブラ
ドール州、ノーススコティア、ノバスコシア州、ヌナブット、オンタリ
オ州、プリンスエドワード島、ケベック州、サスカチュワン州、ユー
コンを見てみましょう。 カナダの経済に関して、重要な工業製
品は鉱物、食料品、木材および紙製品、魚製品、石油、天
然ガスです。重要な農産物は、小麦、大麦、油糧種子、タバ
コ、果物、野菜、乳製品; 魚; 林産物です。最も重要な輸出
商品は自動車および部品、産業機械、航空機、通信機器
化学薬品、プラスチック、肥料; 原油、化学品、電気、耐久
消費財米国52.2％、中国12.1％であり、最も重要な輸出相
手は（2016年）です。最も重要な輸入商品は機械・設備、自
動車・部品、木材パルプ、木材、原油、天然ガス、であり、最
も重要な輸入相手は、メキシコ6.2％（2016年）です。どのくら
い金持ちで、この国の人口はどれくらい豊富ですか？ここで最
も重要な数字は1人当たりGDP（PPP）です：$48,100 (2017
推定)。 これは、人々がここで平均的に富んでいることを意味
します。これは、1人あたりの国内総生産（Gross Domestic
Product）を意味し、現地の財やサービスの相対コストに関して
再計算されることを意味します。もう一つの重要な数字 - 貧
困線以下の人口：9.4%。



カナダの地図
 

我々は強くお勧めします

トップアドベンチャーゲーム：アリスと魔女のための改革

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199


MapsGuides.com：あなたの旅行のための自由なガイド

カーボベルデ

インデックス：大陸と国, 世界の地図
ここでは、カーボベルデの地理、住民、政府、経済および

歴史に関するオンラインで選択された情報を見つけることがで
きます。選択された統計、全体図、カーボベルデ - の詳細マッ
プが含まれていますが、ここでカーボベルデの国旗から始めま
しょう：
 

カーボベルデ - 概要：
カーボベルデについて知っておくべきことは何ですか？これか

ら始めましょう：無人島は15世紀にポルトガル人によって発見
され、植民地化されました。その後、カボベルデはアフリカの奴
隷の取引センターとなり、捕鯨と大西洋航行輸送のための重
要な衣服詰め替えや補給をやめました。ヨーロッパと様々なア
フリカの文化的伝統の融合は、カボベルデのCrioulo言語、音

http://mapsguides.com/


楽、パノラマの織物に反映されています。1975年の独立後、
ギニア・ビサウとの統一への暫定的な関心の下、1990年に複
数政党選挙が行われるまで、一党制が確立され、維持され
た。20世紀後半に繰り返された干ばつは重大な苦難をもたら
し、重い移住を促した。結果として、Cabo Verde ' 国外出身
者の人口は国内人口より多い。ほとんどのCabo Verdeansは、
アフリカとポルトガルの両方の前例を持っています。カボ・ベルデ
の人口は、西アフリカの奴隷の大部分を占め、ポルトガル人植
民地の少数占有者、さらにはイタリア人、スペイン人、ポルトガ
ル人のユダヤ人など、15世紀後半に最初の永住者から下って
います。居住している9つの島の中で、人口分布は可変であ
る。東の島々は非常に乾燥しており、広大な塩鉱床を利用
するためにまばらにしか定着しません。より南部の島々はより
多くの降水量を受け、より多くの人口を支えているが、農業と
家畜放牧は土壌の肥沃度と植生を傷つけている。何世紀に
もわたって、国全体の人口規模は大きく変動しており、

カーボベルデの地理

地球上のどこにカーボベルデがありま
すか？この国の所在地は西部アフリカ、北大西洋の島々、セ

ネガルの西です。 カーボベルデの総面積は4,033 km2であり、

そのうち4,033 km2は土地である。 だからこれはかなり小さい国
です。国の地形はどうやって説明できますか？このように：急



な、頑丈な、岩場、火山。 カーボベルデの最下点は大西洋0
メートル、最も高い点富士山 Fogo 2,829 m（霧島の火山）で
す。気候は温帯、暖かく乾いた夏。降水量のわずかなと不安
定なです。

カーボベルデの住人
カーボベルデで住んでいる人の数を見てみましょう。番号は

560,899 (7/2017 推定)です。 そう多くの人がここに住んでいる
わけではありません。ここに住んでいる人は？ クレオール71％、
アフリカ人28％、ヨーロッパ人1％。 カーボベルデの言語は何で
すか？ ポルトガル人（公式）、クリウロアフリカの言葉）。そして
宗教：ローマカトリック77.3％、プロテスタント4.6％（Nazarene教
会1.7％、アドベンティスト1.5％、神のアセンブリ0.9％、神の普
遍王国0.4％、神と愛0.1％）、他のキリスト教徒3.4％（クリス
チャン合理主義1.9％、エホバの証人1％、新使徒0.5％）、イ
スラム教徒1.8％、その他1.3％、なし10.8％、不特定
0.7％（2010年推定）。人々は平均して何歳ですか？ 25.4
年。この数字は中央値であると付け加えなければなりません。
つまり、半分の人がこれより年上で、半分が若いです。そして、
彼らの平均余命（出生時）は何ですか？これは：72.4 年。
人々はカーボベルデで住んでいるところ？ここ：居住する9つの
島の中で、人口分布は可変である。東の島々は非常に乾燥
しており、広大な塩鉱床を利用するためにまばらにしか定着し
ません。より南の島々はより多くの降水量を受け、より多くの人
口を支援するが、農業と家畜放牧は土壌の肥沃度と植生を
傷つけている。人口の約半数がプライアの首都であるサン・ティ
アゴ島に住んでいます。サンビセンテの北部の島にあるミンデロ
には、大都市の人口も多い。。 カーボベルデの大都市圏は、



プライア（首都）145,000人（2014年）です。
政府と経済のカーボベルデ
カーボベルデの首都はプライアであり、政府のタイプは議会

共和国です。行政部門 - 22の自治体（コンセルシ、単体 - コ
ンセルホ）; サンタ・カタリナ・ド・フォゴ、サンタ・クルス、サン・ドミ
ンゴス、サン・フィリペ、サン・ロレンコ・ドス・オルガス、サン・ロレン
ソ・ドス・オルガ、サンミゲル、サン・サルバドール・ド・ムンド、サ
ン・ビセンテ、タラファル、タラファル・デ・サ・ニコラウを見てみま
しょう。 カーボベルデの経済に関して、重要な工業製品は食
品や飲料、水産加工、靴、衣類、塩採掘、船舶repaiです。
重要な農産物はバナナ、トウモロコシ、 、サツマイモ、サトウキ
ビ、コーヒー、ピーナッツ; 魚のです。最も重要な輸出商品は燃
料（再輸出）、靴、衣類、魚は、隠しであり、最も重要な輸出
相手はオーストラリア48.6パーセント、スペイン20.2パーセント、
ポルトガル18.9％を（ 2016）です。最も重要な輸入商品は食
料品、工業製品、輸送機器、燃料であり、最も重要な輸入
相手はポルトガルは43％、スペイン12.8％、フランス5.9％、中
国5％、ロシア4.4％（2016年）です。どのくらい金持ちで、この
国の人口はどれくらい豊富ですか？ここで最も重要な数字は1
人当たりGDP（PPP）です：$6,900 (2017 推定)。 これはかなり
低い数字です。これは、1人あたりの国内総生産（Gross
Domestic Product）を意味し、現地の財やサービスの相対コス
トに関して再計算されることを意味します。もう一つの重要な
数字 - 貧困線以下の人口：30% (2000 推定)。

カーボベルデの地図
 



我々は強くお勧めします



トップアドベンチャーゲーム：アリスと魔女のための改革

MapsGuides.com：あなたの旅行のための自由なガイド

ケイマン諸島

インデックス：大陸と国, 世界の地図
ここでは、ケイマン諸島の地理、住民、政府、経済および

歴史に関するオンラインで選択された情報を見つけることがで
きます。選択された統計、全体図、ケイマン諸島 - の詳細マッ
プが含まれていますが、ここでケイマン諸島の国旗から始めま
しょう：
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


ケイマン諸島 - 概要：
ケイマン諸島について知っておくべきことは何ですか？これ

から始めましょう：ケイマン諸島は、18世紀と19世紀の間に英
国でジャマイカから植民地化し、投与しました1963年にジャマ
イカが1959年に西インド諸島連邦内の領土となった。連合が
1962年に解散したとき、ケイマン諸島は英国の依存にとどまる
ことを選んだ。領土は、重要なオフショア金融センターに変身し
ました。

ケイマン諸島の地理

地球上のどこにケイマン諸島があり
ますか？この国の所在地はカリブ海、カリブ海の3つの島のグ
ループ（グランドケイマン、ケイマンBrac、リトルケイマン）、キュー
バの南240 kmおよびジャマイカの北西268 kmです。 ケイマン

諸島の総面積は264 km2であり、そのうち264 km2は土地であ
る。 だからこれはかなり小さい国です。国の地形はどうやって説
明できますか？このように：、サンゴ礁に囲まれた低層石灰岩
基盤。 ケイマン諸島の最下点はカリブ海0、最も高い点ブラ
フ・オン・ケイマン・ブラク島から南西に1km離れたです。気候は
熱帯海洋; （5月〜10月）、比較的穏やかな冬（11月〜4月）
です。

ケイマン諸島の住人



ケイマン諸島で住んでいる人の数を見てみましょう。番号
は58,441です。 そう多くの人がここに住んでいるわけではありま
せん。ここに住んでいる人は？ 40％、白20％、黒20％、様々
な民族の20％。 ケイマン諸島の言語は何ですか？ 英語（公
式）90.9％、スペイン4％、フィリピン3.3％、その他1.7％、不特
定0.1％（2010年の推定値）。そして宗教：プロテスタント
67.8％（神の教会22.6％、第七日の大祭司9.4％、長老/ユ
ダヤ教8.6％、バプテスト8.3％、ペンテコステーン7.1％、非民
族5.3％、聖公会4.1％、ウェスリアン聖所2.4％）、ローマカト
リック教会グランドケイマンジョージタウン（首都）31,000（2014
年）に住む人口の大部分は、14.1％、エホバの証人1.1％、そ
の他7％、なし9.3％、不特定0.7％（2010年推定）。人々は
平均して何歳ですか？ 40 年。この数字は中央値であると付
け加えなければなりません。つまり、半分の人がこれより年上
で、半分が若いです。そして、彼らの平均余命（出生時）は何
ですか？これは：81.3 年。人々はケイマン諸島で住んでいると
ころ？ここ：。 ケイマン諸島の大都市圏は、です。

政府と経済のケイマン諸島
ケイマン諸島の首都はであり、政府のタイプはです。行政

部門 - を見てみましょう。 ケイマン諸島の経済に関して、重要
な工業製品は観光、銀行、保険および金融、建設、建設資
材、家具です。重要な農産物は野菜、果物; 家畜; タートル
農業です。最も重要な輸出商品はカメ製品、製造消費財で
あり、最も重要な輸出相手はこれは不明ですです。最も重要
な輸入商品は食料、製造品、燃料であり、最も重要な輸入
相手はこれは不明ですです。どのくらい金持ちで、この国の人
口はどれくらい豊富ですか？ここで最も重要な数字は1人当た
りGDP（PPP）です：$43,800 (2004 推定)。 これは、人々がこ



こで平均的に富んでいることを意味します。これは、1人あたり
の国内総生産（Gross Domestic Product）を意味し、現地の
財やサービスの相対コストに関して再計算されることを意味し
ます。もう一つの重要な数字 - 貧困線以下の人口：未知
の%。

ケイマン諸島の地図
 

我々は強くお勧めします



トップアドベンチャーゲーム：アリスと魔女のための改革

MapsGuides.com：あなたの旅行のための自由なガイド

中央アフリカ共和国

インデックス：大陸と国, 世界の地図
ここでは、中央アフリカ共和国の地理、住民、政府、経済

および歴史に関するオンラインで選択された情報を見つけるこ
とができます。選択された統計、全体図、中央アフリカ共和国
- の詳細マップが含まれていますが、ここで中央アフリカ共和国
の国旗から始めましょう：
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
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中央アフリカ共和国 - 概要：
中央アフリカ共和国について知っておくべきことは何です

か？これから始めましょう：フランスの旧ウバンギシャリの植民地
は1960年に独立して中央アフリカ共和国になった。軍事政権
を中心とする3年間の乱暴な3年間の混乱の後、1993年に民
間裁判が樹立されたが、2003年3月、アンゲ・フェリックス・パッ
テス大統領は、移行政権を樹立したフランソワ・ブザゼ将軍が
率いる軍事クーデターで罷免された。2005年に行われた選挙
は、Bozize将軍を大統領として肯定した。彼は2011年に改訂
され、広く欠陥があるとみなされて投票された。政府はまだ無
法が続く田舎を完全に支配していない。いくつかの反政府団
体は、2012年12月初めに連合して一連の攻撃を開始し、北
部と中央部の多数の町を支配した。反逆者たちは - Bozize '
2013年1月初旬に和平交渉に参加し、反政府勢力の指導
部を含む連立政権を結成した。2013年3月、連立政権が解
散し、反政府勢力が首都を掌握し、ブザゼ大統領が国を逃
れた。反政府勢力の指導者ミシェル・ジョジョディア（Michel
Djotodia）が大統領を務め、翌月に国家移行閣僚会議
（National Transitional Council：CNT）が設立された。2014年1
月、CNTは暫定大統領としてCatherine Samba-panzaを選出
しました。2016年3月に完了した選挙では、独立した候補ファ
ウスティン・アーチェン・トゥエデラが社長に就任した。彼は政府
と武装集団間の平和に向けて引き続き活動し、武装集団を
社会復帰させる軍縮、武装解除、再統合、帰還（DDRR）プ
ログラムを開発中である。



中央アフリカ共和国の地理

地球上のどこに中央アフリカ共和国
がありますか？この国の所在地は中央アフリカ、コンゴ民主共
和国北部です。 中央アフリカ共和国の総面積は622,984
km2であり、そのうち622,984 km2は土地である。 これはかなり
大きな国です。国の地形はどうやって説明できますか？このよ
うに：広範囲にわたる平野から台地までの高原。東北および
南西に分布している丘。 中央アフリカ共和国の最下点は
Oubangui川335m、最も高い点Mont Ngaoui 1,410mのです。
気候はtropical; 暑くて乾いた冬。軽度から暑い、湿った夏まで
です。

中央アフリカ共和国の住人
中央アフリカ共和国で住んでいる人の数を見てみましょう。

番号は5,625,118です。 だから、これはあまり大きな人口では
ありません。ここに住んでいる人は？ バイヤ33％、バンダ
27％、マンディア13％、サラ10％、ムブーム7％、ムバカ4％、ヤ
コマ4％、その他2％。 中央アフリカ共和国の言語は何です
か？ フランス語（公用語）、サンホ語（フランス語とアラビア
語）、部族言語。そして宗教：ローマ・カトリック25％、イスラム
教徒15％。人々は平均して何歳ですか？ 19.7 年。この数
字は中央値であると付け加えなければなりません。つまり、半



分の人がこれより年上で、半分が若いです。そして、彼らの平
均余命（出生時）は何ですか？これは：52.8 年。人々は中央
アフリカ共和国で住んでいるところ？ここ：住民の大部分は、西
部と中央部に住んでおり、特にバンギ・。 中央アフリカ共和国
の大都市圏は、バンギ（Bangui Bangui）の首都周辺資本）
794000（2015）です。

政府と経済の中央アフリカ共和国
中央アフリカ共和国の首都はバンギであり、政府のタイプ

は、大統領の共和国です。行政部門 - 14都道府県（都道
府県、単数-県）、2つの経済県（県のeconomiques、単数-県
エコノミー）、1コミューン、ブンガイ、バンゴー、バース・コトー、
オート・コトー、オウトンボムウ、ケモ、ロバイ、マンベレ・カ
ディー、ムボムー、ナナ・グレビジ、ナナ・マンベレ、オムベラ・モポ
コ、オアカ、オハム、オハム・ペンデ、 Vbaaga Mbaereを見てみま
しょう。 中央アフリカ共和国の経済に関して、重要な工業製
品はゴールドとダイヤモンドの採掘、伐採、醸造、精糖です。
重要な農産物は綿、コーヒー、タバコ、キャッサバ（キャッサバ、
タピオカ）、山芋、キビ、トウモロコシ、バナナ。timbeのです。最
も重要な輸出商品はダイヤモンド、木材、綿、コーヒーであり、
最も重要な輸出相手はベラルーシ33.5％、ドイツ15.3％、フラ
ンス14.2％、チャド12.6％、カメルーン9.7％、中国
8.1％（2016年）です。最も重要な輸入商品は、食品、繊維
製品であり、最も重要な輸入相手はエジプト29.8％、フランス
18.6％、中国6.8％、ベルギー5.7％、カメルーン5.4％（2016
年）、石油製品、機械、電気機器、自動車、です。どのくらい
金持ちで、この国の人口はどれくらい豊富ですか？ここで最も
重要な数字は1人当たりGDP（PPP）です：$700 (2017 推
定)。 これは非常に低い数値です。これは、1人あたりの国内



総生産（Gross Domestic Product）を意味し、現地の財やサー
ビスの相対コストに関して再計算されることを意味します。もう
一つの重要な数字 - 貧困線以下の人口：未知の%。

中央アフリカ共和国の地図
 

我々は強くお勧めします



トップアドベンチャーゲーム：アリスと魔女のための改革

MapsGuides.com：あなたの旅行のための自由なガイド

チャド

インデックス：大陸と国, 世界の地図
ここでは、チャドの地理、住民、政府、経済および歴史に

関するオンラインで選択された情報を見つけることができます。
選択された統計、全体図、チャド - の詳細マップが含まれてい
ますが、ここでチャドの国旗から始めましょう：
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チャド  - 概要：
チャドについて知っておくべきことは何ですか？これから始め

ましょう：1960年までのフランスのアフリカ保有国の一員である
チャドは1990年に平和が回復するまでに30年間の内戦とリビ
アによる侵略に耐えた。政府はついに民主的憲法を起草し、
1996年と2001年に大統領選挙を犯した。チャド北部では、
政府と反政府勢力との数件の平和協定にもかかわらず、散
発的に発砲した反乱が起こった。2005年6月、Idriss DEBY
大統領は国民投票を行い、2006年に議会選挙の議論を成
功させました。2006年と2007年に散発的反乱キャンペーンが
続きました。首都は2008年初めに大幅な反乱を経験しました
が、チャドのスーダンとの2010年の和平のために、以前は
Chadian反乱軍を代理として使っていた。2015年の終わりに
は、政府はテログループBoko Haramによる複数回の攻撃の
後、チャド湖地域に緊急事態を課しました。Boko Haramはま
た、2015年中頃にN'Djamenaでいくつかの爆撃を開始しまし
た。2016年のDEBYは、平和的だが欠陥があった選挙で、彼
の第5期に再選された。2015年12月、チャドは国連安全保障
理事会で2年間の任務を終えました。2017年1月、DEBYは
アフリカ連合の大統領として1年間の任期を終えました。2016
年のDEBYは、平和的だが欠陥があった選挙で、彼の第5期
に再選された。2015年12月、チャドは国連安全保障理事会
で2年間の任期を終えました。2017年1月、DEBYはアフリカ連
合の大統領として1年間の任期を終えました。2016年の
DEBYは、平和的だが欠陥があった選挙で、彼の第5期に再



選された。2015年12月、チャドは国連安全保障理事会で2
年間の任期を終えました。2017年1月、DEBYはアフリカ連合
の大統領として1年間の任期を終えました。

チャドの地理

地球上のどこにチャドがありますか？
この国の所在地は中央アフリカ、リビア南部です。 チャドの総

面積は1.284 百万 km2であり、そのうち1,259,200 km2は土地
である。 だからこれは非常に大きな国です。国の地形はどう
やって説明できますか？このように：広大な北部の砂漠、中央
の乾燥した平野、北部の砂漠、北西部の山々、南部の低
地。 チャドの最下点はDjourab 160 m、最も高い点Emi
Koussi 3,445 mのです。気候は南部の熱帯1,259,200平方キ
ロメートル、です。

チャドの住人
チャドで住んでいる人の数を見てみましょう。番号は

12,075,985 (7/2017 推定)です。 だから、これはあまり大きな
人口ではありません。ここに住んでいる人は？ サラ（Ngambaye
/ Sara / Madjingaye / Mbaye）30.5％、Kanembu / Bornu /
Buduma 9.8％、アラブ9.7％、Wadai / Maba / Masalit / Mimi
7％、Gorane 5.8％、Masa / Musseye / Musgum 4.9％、Bulala
/ Medogo / Kuka 3.7％、Marba / Lele / Mesme 3.5％、



Mundang 2.7％、Bidiyo / Migaama / Kenga / Dangleat 2.5％、
Dadjo / Kibet / Muro 2.4％、Tupuri / Kera 2％、Gabri /
Kabalaye / Nanchere / Somrai 2％ 、Fulani / Fulbe / Bodore
1.8％、Karo / Zime / Peve 1.3％、Baguirmi / Barma 1.2％、
Zaghawa / Bideyat /神戸1.1％、多摩/アゴンゴリ/マラリット
1.1％、メスメデ/マサラート/カダクスク0.8％、その他のチャド族
3.4％、外国民族0.9％、外国人0.3％、未指定の
1.7％（2014から15 EST。）のChadians。 チャドの言語は何で
すか？ フランス語（公用語）、アラビア語（公用語）、（南の）サ
ラ、120の以上の異なる言語や方言。そして宗教：カトリック
20％、アニミズム0.3％、他のクリスチャン0.2％、いずれも
2.8％、不特定0.7％（2014から15 EST）イスラム教徒52.1パー
セント、プロテスタント23.9％、。人々は平均して何歳です
か？ 17.8 年。この数字は中央値であると付け加えなければ
なりません。つまり、半分の人がこれより年上で、半分が若いで
す。そして、彼らの平均余命（出生時）は何ですか？これは：
50.6 年。人々はチャドで住んでいるところ？ここ：集団が不均
一に分布しています気候や物理的地理のコントラストのため
に。最も高い密度は南西部、特にチャド湖と南部を指してい
ます。北部の乾燥したサハラ以南の地域は、最も人口密度の
低い。 チャドの大都市圏は、N'Djamena（首都）1.26百万人
（2015年）です。

政府と経済のチャド
チャドの首都はN'Djamenaであり、政府のタイプは大統領

共和国です。行政部門 - 23の領域（領域、特異領域）。マ
ヨール・ケベビ・エスト、メイヨ・ケビ・ウェスト、Moyen-Kebbi
Ouest、マヨ・ケッビ・エスト、マヨ・ケッビ・エスト、モエン・ケービ・エ
スト、バエ・エル・ガゼル、バサ・ボルコウ、チャリ・バガルミ、エヌン



ディ・エスト、エネンディ・ウェスト、グエラ、チャリ、Ouaddai、
Salamat、シラ、Tandjile、チベスチ、ヴィルデンジャメナ、ワディ・
フィラを見てみましょう。 チャドの経済に関して、重要な工業
製品は油、綿繊維、醸造、ナトロン（炭酸ナトリウム）、石鹸、
タバコ、建材です。重要な農産物は綿、ソルガム、キビ、ピー
ナッツ、ゴマ、トウモロコシ、米、ジャガイモ、タマネギ、キャッサバ
（マニアック、タピオカ）、ウシ、ヒツジ、ヤギ、ラクダです。最も重
要な輸出商品は石油、家畜、綿、ごま、アラビアゴム、シアバ
ターであり、最も重要な輸出相手は米国57％、インド8.9％、
中国6.7％、フランス6.4％、UAE 4.3％、日本4.1％（2016
年）、です。最も重要な輸入商品は機械、輸送用機器、工
業製品、食料品、繊維製品であり、最も重要な輸入相手
は、フランス19.8％、中国15.7％、カメルーン15.1％、インド
6.1％、米国5.4％、ベルギー4.4％（2016年）です。どのくらい
金持ちで、この国の人口はどれくらい豊富ですか？ここで最も
重要な数字は1人当たりGDP（PPP）です：$2,400 (2017 推
定)。 これは非常に低い数値です。これは、1人あたりの国内
総生産（Gross Domestic Product）を意味し、現地の財やサー
ビスの相対コストに関して再計算されることを意味します。もう
一つの重要な数字 - 貧困線以下の人口：46.7% (2011 推
定)。

チャドの地図
 





我々は強くお勧めします

トップアドベンチャーゲーム：アリスと魔女のための改革

MapsGuides.com：あなたの旅行のための自由なガイド

チリ

インデックス：大陸と国, 世界の地図
ここでは、チリの地理、住民、政府、経済および歴史に関

するオンラインで選択された情報を見つけることができます。選
択された統計、全体図、チリ - の詳細マップが含まれています
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が、ここでチリの国旗から始めましょう：
 

チリ - 概要：
チリについて知っておくべきことは何ですか？これから始めま

しょう：インカは16世紀にスペインに到着する前にチリ北部を支
配し、先住民であるマプチェはチリ中部と南部に住みました。
チリは1810年に独立宣言したが、1818年まではスペイン語に
対して決定的な勝利を達成しなかった。チリは太平洋戦争
（1879-83）において、ペルーとボリビアを敗北させて現在の北
部地域を勝ち取った。1880年代、チリの中央政府は、
Mapucheに住む中部および南部地域を支配した。一連の選
挙政府の後、サルバドール・アレンデスのマルクス主義政権3年
は、1990年に民主的に選出された大統領が就任するまで、ア
ウグスト・ピノチェト将軍が率いる軍事クーデターによって打倒さ
れた。健全な経済政策、維持1980年代以来一貫して着実
に成長し、貧困率を半減させ、民主的かつ代表的な政府へ
のコミットメントを確保するのに役立った。チリはますます安定し
た民主国家としての地位にふさわしい地域的、国際的リー
ダーシップの役割を担ってきた。

チリの地理



地球上のどこにチリがありますか？この
国の所在地は南南米、南太平洋に接する、アルゼンチンとペ

ルーの間です。 チリの総面積は756,102 km2であり、そのうち

743,812 km2は土地である。 これはかなり大きな国です。国の
地形はどうやって説明できますか？このように：低い海岸の
山々、肥沃な中央谷、東部の険しいアンデス。 チリの最下点
は太平洋0 m、最も高い点Nevado Ojos del Salado 6,880 m
です。気候は温帯。北の砂漠。中央地方の地中海。南部の
です。

チリの住人
チリで住んでいる人の数を見てみましょう。番号は

17,789,267 (7/2017 推定)です。 だから、これはあまり大きな
人口ではありません。ここに住んでいる人は？ 白と非固有
88.9％、Mapuche 9.1％、アイマラ0.7％、他の先住民族1％
（ラパ・ヌイ、リカン・アンタイ、ケチュア、コラ、ディアギタ、カウエス
カール、ヤガン、ヤマナ）、不特定0.3％。 チリの言語は何です
か？ スペイン語99.5％（公式）、英語10.2％、先住民1％（メ
プドンン、アイマラ、ケチュア、ラプアヌイを含む）、その他2.3％、
不特定0.2％。そして宗教：ローマカトリック66.7％、福音宣教
者16.4％、エホバの証人1％、その他3.4％、なし11.5％、未



指定の1.1％（2012 EST。）。人々は平均して何歳ですか？
34.4 年。この数字は中央値であると付け加えなければなりま
せん。つまり、半分の人がこれより年上で、半分が若いです。
そして、彼らの平均余命（出生時）は何ですか？これは：78.9
年。人々はチリで住んでいるところ？ここ：サンティアゴの首都の
周りの国の中央3に位置する人口の90％。遠い北部（アタカマ
砂漠に繋がれている）と極端な南部は、比較的。 チリの大都
市圏は、低い人口のサンティアゴ（資本金）650万人です。バ
ルパライソ907,000; コンセプシオン816,000（2015）です。

政府と経済のチリ
チリの首都はサンティアゴ; 注 - バルパライソは、国会議事

堂の席です。33であり、政府のタイプは大統領共和国です。
行政部門 - 15地域（地域、特異地域）。アイリーン、アリカ、ア
タカマ、バイオビオ、コキンボ、リベルタドール・ベルナルド・オヒギ
ンス、ロス・ラゴス、ロス・リオス、マガリャネス・ド・ラ・アンタルティ
カ・チレナ、マウレ、メッポリータナ（サンティアゴ）、タラパカ、バル
パライソを見てみましょう。 チリの経済に関して、重要な工業
製品はセメント、織物です。重要な農産物はブドウ、リンゴ、
梨、玉ねぎ、小麦、トウモロコシ、オート麦、桃、ニンニク、アス
パラガス、豆。牛肉、家禽、羊毛; 魚; ティンベです。最も重要
な輸出商品は銅・果物・魚製品・紙・パルプ・化学品・ワイン
であり、最も重要な輸出相手は中国28.6％、銅・リチウム・そ
の他の鉱物、食料、魚加工、鉄鋼、ブラジル5％（2016年）で
す。最も重要な輸入商品は石油・石油製品・化学・電気・
通信機器・産業機械・車両・天然ガスであり、最も重要な輸
入相手は中国24.3％、米国14.7％、ブラジル9.3％アルゼンチ
ン4.4％、フランス4.2％（2016年）です。どのくらい金持ちで、こ
の国の人口はどれくらい豊富ですか？ここで最も重要な数字



は1人当たりGDP（PPP）です：$24,600 (2017 推定)。 これ
は、生活水準がここで良いことを意味します。これは、1人あた
りの国内総生産（Gross Domestic Product）を意味し、現地の
財やサービスの相対コストに関して再計算されることを意味し
ます。もう一つの重要な数字 - 貧困線以下の人口：14.4%
(2013)。

チリの地図
 





我々は強くお勧めします
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中華人民共和国

インデックス：大陸と国, 世界の地図
ここでは、中華人民共和国の地理、住民、政府、経済お

よび歴史に関するオンラインで選択された情報を見つけること
ができます。選択された統計、全体図、中華人民共和国 -
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の詳細マップが含まれていますが、ここで中華人民共和国の
国旗から始めましょう：
 

中華人民共和国 - 概要：
中華人民共和国について知っておくべきことは何ですか？

これから始めましょう：何世紀にもわたって中国は文明として世
界の芸術・科学分野を凌駕していましたが、19世紀から20世
紀初頭にかけて、市民の不安、大飢饉、軍事的敗北、外国
占領に悩まされました。第二次世界大戦後、中国共産党
は、中国の主権を確保しながら、日々の生活を厳重に管理
し、数千万人の人生を犠牲にする独裁的な社会主義体制
を確立した。1978年以降、MAOの後継者であるDENG
Xiaopingおよび市場指向の経済発展に焦点を当てた他の指
導者が2000年までに4倍の成果を上げました。人口の大部分
では、生活水準は劇的に改善しましたが、政治的コントロー
ルは厳しいままです。1990年代初め以来、

中華人民共和国の地理

地球上のどこに中華人民共和国が
ありますか？この国の所在地は北朝鮮とベトナムの間、東シナ
海、韓国湾、黄海、南シナ海と国境を接する東アジア、で



す。 中華人民共和国の総面積は9,596,960 km2であり、その

うち9,326,410 km2は土地である。 これは世界最大の国の一
つです。国の地形はどうやって説明できますか？このように：ほ
とんどが山岳地帯、高原地帯、西部の砂漠地帯、東、平
野、平野、デルタ、丘陵。 中華人民共和国の最下点はトル
ファン・ペンディ-154 m、最も高い点エベレスト8,848 m（アジア
最高峰、海抜最高地点）です。気候は極めて多様。北部で
は南極、南部ではです。

中華人民共和国の住人
中華人民共和国で住んでいる人の数を見てみましょう。

番号は1,379,302,771 (7/2017 推定)です。 だから、これは本
当に大きな人口です。ここに住んでいる人は？ 漢91 91.6％
その他の国（湖、満州、ウイグル、ミャオ族、イラン、ツジア、チ
ベット、モンゴル、ドン、バイユー、ヤオ、バイ、韓国、ハニ、李、
カザフ、ダイなど）1.3％。 中華人民共和国の言語は何です
か？ （北京方言に基づく公用語）、中国語（広東語）、中国
語（中国語）、中国語（中国語）、中国語（中国語）、中国
語（中国語）グループエントリ）。そして宗教：仏教の18.2％、キ
リスト教徒5.1％、イスラム教1.8％、民間信仰21.9％、ヒン
ドゥー教の<0.1％、ユダヤ人の<0.1％、その他0.7％（道教（道
教を含み））、無所属52.2パーセント。人々は平均して何歳で
すか？ 37.4 年。この数字は中央値であると付け加えなけれ
ばなりません。つまり、半分の人がこれより年上で、半分が若
いです。そして、彼らの平均余命（出生時）は何ですか？これ
は：75.7 年。人々は中華人民共和国で住んでいるところ？こ
こ：人口の圧倒的多数は国の東半分にあります。広大な山
岳地帯と砂漠地帯を持つ西はまばらに人口が多いままです。



総人口で世界で最初にランク付けされましたが、全体の密度
はアジアやヨーロッパの他の多くの国々よりも低くなりました。人
口密度は、長江と黄河の渓谷、西。 中華人民共和国の大
都市圏は、江川デルタ、四川流域（成都周辺）、北京周辺、
瀋陽上海周辺の産業地域2374.1万人に見られます。北京
（首都）203840000; 重慶13320000; 広東省1248500; 天津
1121万。深セン10.749百万人（2015年）です。

政府と経済の中華人民共和国
中華人民共和国の首都は北京であり、政府のタイプは共

産党主導のです。行政部門 - 23地方（sheng、単数および複
数）、5つの自治地域（zizhiqu、単数および複数）、および4つ
の自治体（市、単数および複数を見てみましょう。 中華人民
共和国の経済に関して、重要な工業製品は産業生産の総
価値における世界的リーダー; 鉱業および鉱石加工、鉄、
鋼、アルミニウムおよび他の金属、石炭; マシンビル; 軍備; テキ
スタイルとアパレル; 石油; セメント; 化学物質; 肥料; 消費財
（靴、玩具、エレクトロニクスを含む）食品加工; 鉄道車両およ
び機関車、船舶、航空機を含む輸送機器; 通信機器、商業
宇宙ロケット、人工衛星です。重要な農産物は農業生産高
の世界的リーダー。小麦、ジャガイモ、トウモロコシ、タバコ、
ピーナッツ、紅茶、リンゴ、綿、豚肉、マトン、卵; 魚、エビで
す。最も重要な輸出商品は、電気およびその他の機械、コン
ピュータや通信機器を含め、アパレル、家具、テキスタイルであ
り、最も重要な輸出相手は米国18.2％、香港13.8％、日本
6.1％、韓国4.5％（2016年）です。最も重要な輸入商品は
集積回路およびその他のコンピューターコンポーネント、石油お
よび鉱物燃料を含む電気およびその他の機械類; 光学および
医療機器、金属鉱石、自動車; 大豆であり、最も重要な輸



入相手は韓国10％、日本9.2％、米国8.5％、ドイツ5.4％、
オーストラリア4.4％（2016年）です。どのくらい金持ちで、この国
の人口はどれくらい豊富ですか？ここで最も重要な数字は1人
当たりGDP（PPP）です：$16,600 (2017 推定)。 これはかなり
良いです。これは、1人あたりの国内総生産（Gross Domestic
Product）を意味し、現地の財やサービスの相対コストに関して
再計算されることを意味します。もう一つの重要な数字 - 貧
困線以下の人口：3.3%。

中華人民共和国の地図
 

我々は強くお勧めします



トップアドベンチャーゲーム：アリスと魔女のための改革

MapsGuides.com：あなたの旅行のための自由なガイド

コロンビア

インデックス：大陸と国, 世界の地図
ここでは、コロンビアの地理、住民、政府、経済および歴

史に関するオンラインで選択された情報を見つけることができま
す。選択された統計、全体図、コロンビア - の詳細マップが含
まれていますが、ここでコロンビアの国旗から始めましょう：
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


コロンビア - 概要：
コロンビアについて知っておくべきことは何ですか？これから

始めましょう：コロンビアは、1830年にグランコロンビアが解散し
た後に浮上した3カ国のうちの1カ国でした（他はエクアドルとベ
ネズエラです）。1990年代には、麻薬取引によって多額の資
金を調達したコロンビア革命軍（FARC）を中心とした政府軍と
反政府武装勢力の間の数十年にわたる紛争が高まった。
2006年末までに31,000人以上の元準軍隊が解体され、正式
な組織としてコロンビアの連邦自衛隊が機能しなくなりました。
準軍組織の解散に伴い、組織された犯罪組織が生まれ、そ
のメンバーには旧準軍組織が含まれていた。正式な平和交
渉の4年後、コロンビア政府は2016年11月にFARCとの最終
的な平和協定に署名し、その後コロンビア大会によって批准さ
れた。この協定は、FARCのメンバーに対し、社会や政治の動
員を解除し、武装解除し、再統合するよう要求しており、紛
争関連の犯罪と真実性の確立された犯罪に対する説明責
任を扱う「平和のための特別管轄権」を含む、メカニズムを伝
える。コロンビア政府は、全国的に政府の統制を再評価する
努力を強化し、現在は行政部門のすべてに存在している。何
十年にもわたる内部紛争や薬物関連の安全保障問題にも
かかわらず、コロンビアは平和で透明な選挙と市民自由の保
護という比較的強力な民主的機関を維持しています。それは
紛争関連の犯罪と確立された真実を伝えるメカニズムの説明
責任を扱うために、「平和のための特別管轄権」を含む移行
司法のための代替システムを作り上げている。コロンビア政府



は、全国的に政府の統制を再評価する努力を強化し、現在
は行政部門のすべてに存在している。何十年にもわたる内部
紛争や薬物関連の安全保障問題にもかかわらず、コロンビア
は平和で透明な選挙と市民自由の保護という比較的強力な
民主的機関を維持しています。それは紛争関連の犯罪と確
立された真実を伝えるメカニズムの説明責任を扱うために、
「平和のための特別管轄権」を含む移行司法のための代替シ
ステムを作り上げている。コロンビア政府は、全国的に政府の
統制を再評価する努力を強化し、現在は行政部門のすべて
に存在している。何十年にもわたる内部紛争や薬物関連の
安全保障問題にもかかわらず、コロンビアは平和で透明な選
挙と市民の自由の保護という比較的強力な民主的機関を維
持しています。現在は管理部門のすべてに存在しています。
何十年にもわたる内部紛争や薬物関連の安全保障問題に
もかかわらず、コロンビアは平和で透明な選挙と市民の自由の
保護という比較的強力な民主的機関を維持しています。現
在は管理部門のすべてに存在しています。何十年にもわたる
内部紛争や薬物関連の安全保障問題にもかかわらず、コロ
ンビアは平和で透明な選挙と市民の自由の保護という比較
的強力な民主的機関を維持しています。

コロンビアの地理



地球上のどこにコロンビアがあります
か？この国の所在地は北南米、パナマ、ベネズエラとの間で、
カリブ海に隣接し、エクアドル、パナマの間、北太平洋に接する

です。 コロンビアの総面積は1,138,910 km2であり、そのうち

1,038,700 km2は土地である。 だからこれは非常に大きな国で
す。国の地形はどうやって説明できますか？このように：平らな
沿岸低地、中央高原、高いアンデス山脈、東部低地平野
（Llanos）。 コロンビアの最下点は太平洋0 m、最も高い点ピコ
クリストバルコロン5,730 mです。気候はの海岸と東部平原沿
いの熱帯を。高地ではクーラーです。

コロンビアの住人
コロンビアで住んでいる人の数を見てみましょう。番号は

47,698,524 (7/2017 推定)です。 とてもたくさんの人がここに住
んでいます。ここに住んでいる人は？ と、白人が84.2％で、人
口の約60％を占める東南アジアの広大な草原は、10.4％は、
アメリカインディアン3.4％は、Romaniの。 コロンビアの言語は何
ですか？ スペイン語（公式）。そして宗教：カトリック79％、プロ
テスタント14％は、他の2％、不特定の5％（メインラインプロテ
スタント2％、他の6％ペンテコステ6％を含む）（2014 EST）。
人々は平均して何歳ですか？ 30 年。この数字は中央値で



あると付け加えなければなりません。つまり、半分の人がこれよ
り年上で、半分が若いです。そして、彼らの平均余命（出生
時）は何ですか？これは：75.9 年。人々はコロンビアで住んで
いるところ？ここ：農業の機会と自然資源が見いだされる北西
に住む人々の大半は、国の約60％を占める東南アジアの広
大な草原である。 コロンビアの大都市圏は、ボゴタ（首都）は
9.765百万人で、メデイン3.911百万。カリ2660000; バランキラ
は991万、ブカラマンガ（Bucaramanga）カルタヘナ1062万人
（2015年）です。

政府と経済のコロンビア
コロンビアの首都はボゴタであり、政府のタイプは大統領共

和国です。行政部門 - 32の部署（departamentos、singular -
departamento）と1つの首都地区（distrito capital）。Amazonas、
Antioquia、Arauca、Atlantico、ボゴタ、Bolivar、Boyaca、
Caldas、Caqueta、Casanare、Cauca、Cesar、Choco、コルド
バ、Cundinamarca、Guainia、Guaviare、Huila、La Guajira、マ
グダレーナ、Meta、Narino、Norte de Santander、プトゥマヨを見
てみましょう。 コロンビアの経済に関して、重要な工業製品は
テキスタイル、食品加工、石油、衣類および履物、飲料、化
学薬品、セメント; 金、石炭、エメラルドです。重要な農産物
はコーヒー、花、バナナ、米、タバコ、トウモロコシ、サトウキビ、
カカオ豆、油糧種子、野菜を切ります。エビ; 林産物です。最
も重要な輸出商品は石油、石炭、エメラルド、コーヒー、ニッケ
ル、切り花、バナナ、アパレルであり、最も重要な輸出相手は
米国33.5％、パナマ6.3％（2016）です。最も重要な輸入商
品は産業機器、輸送機器、消費財、化学品、紙製品、燃
料、電力であり、最も重要な輸入相手は米国26.4％、中国
19.1％、メキシコ7.5％、ブラジル4.7％（2016年）です。どのくら



い金持ちで、この国の人口はどれくらい豊富ですか？ここで最
も重要な数字は1人当たりGDP（PPP）です：$14,500 (2017
推定)。 これはかなり良いです。これは、1人あたりの国内総生
産（Gross Domestic Product）を意味し、現地の財やサービス
の相対コストに関して再計算されることを意味します。もう一つ
の重要な数字 - 貧困線以下の人口：27.8% (2015 推定)。

コロンビアの地図
 

我々は強くお勧めします



トップアドベンチャーゲーム：アリスと魔女のための改革

MapsGuides.com：あなたの旅行のための自由なガイド

コモロ

インデックス：大陸と国, 世界の地図
ここでは、コモロの地理、住民、政府、経済および歴史に

関するオンラインで選択された情報を見つけることができます。
選択された統計、全体図、コモロ - の詳細マップが含まれてい
ますが、ここでコモロの国旗から始めましょう：
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


コモロ  - 概要：
コモロについて知っておくべきことは何ですか？これから始め

ましょう：マヨット、アンジュアン、モヘリ、グランド・コモールの諸島
で構成されるインド洋のコモロ群島は、1975年7月6日にフラン
スから独立を宣言した。フランスはフランス統治下にあるマヨット
の独立を認識しなかった。独立以来、コモロは実現したクーデ
ターと試みたクーデターを通じて政治的不安定に耐えてきまし
た。1997年に、AnjouanとMoheliの島々はコモロからの独立を
宣言しました。1999年に、軍事長官Azali Assoumani大佐
は、無血クーデターで政府全体の権力を握った。彼は連邦大
統領選挙が3つの島の間で回転し、各島が地方自治体を維
持する、電力分配契約である2000年のFomboni Accordsを
開始した。アザリは、2002年の大統領選挙で大コモア島のコモ
ロ連合会長を務め、最初の5年間を執り行った。Azaliは2006
年に辞任し、Ahmed Abdallah Mohamed Sambi大統領は
Anjouanから大統領として就任することに選ばれました。2007
年、モハメド・バカールは、コモロの他の島が7月に合法的な選
挙を実施したときに辞任することを拒否し、アンジョアのコモロ
連合からの実質的な離脱に影響を与えた。アフリカ連合
（AU）は、当初、Anjouanに制裁と海軍の封鎖を適用して政
治危機を解決しようと試みたが、2008年3月にAUとComoran
の兵士が島を押収した。島の住民は一般的にその動きを歓
迎した。2011年5月、イキリロ・ドヒナーヌは、広く自由で公平
であるとみなされる平和的選挙で大統領選を獲得しました。
2016年に厳しい競争を繰り広げた選挙では、元大統領アザ



リ・アソウマニが、回転大統領がグラン・コモールに戻った第2期
を獲得した。

コモロの地理

地球上のどこにコモロがありますか？
この国の所在地は南部アフリカ、モザンビーク流路の北口にあ
る島群。マダガスカル北部とモザンビーク北部の間の約2/3の距

離。12です。 コモロの総面積は2,235 km2であり、そのうち

2,235 km2は土地である。 だからこれはかなり小さい国です。
国の地形はどうやって説明できますか？このように：火山
島々、内装は険しい山々から低い丘まで様々である。 コモロ
の最下点はインド洋0 m、最も高い点Karthala 2,360 mです。
気候はtropical marine; 雨季（11月〜5月）です。

コモロの住人
コモロで住んでいる人の数を見てみましょう。番号は

808,080 (7/2017 推定)です。 そう多くの人がここに住んでいる
わけではありません。ここに住んでいる人は？ Antalote、
Cafre、Makoa、Oimatsaha、Sakalava）。 コモロの言語は何で
すか？ 。そして宗教：ロシアカトリック、エホバの証人、プロテス
タントを含む）2％。人々は平均して何歳ですか？ 19.9 年。こ
の数字は中央値であると付け加えなければなりません。つま
り、半分の人がこれより年上で、半分が若いです。そして、彼



らの平均余命（出生時）は何ですか？これは：64.6 年。人々
はコモロで住んでいるところ？ここ：マノーニの首都は、グラン・コ
モーレ島の西側に位置し、同国最大の都市です。しかし、コモ
ロを構成する3つの島のうち、最も人口密度の高い。 コモロの
大都市圏は、モロニ（資本）56,000人（2014年）です。

政府と経済のコモロ
コモロの首都はモロニであり、政府のタイプは連邦大統領

共和国です。行政部門 - 3つの島と4つの市町村。を見てみま
しょう。 コモロの経済に関して、重要な工業製品は漁業、観
光、香水蒸留です。重要な農産物はバニラ、クローブ、イラン
イラン（香水エッセンス）、ココナッツ、バナナ、キャッサバ（キャッサ
バ）です。最も重要な輸出商品はバニラ、イランイラン（香水
エッセンス）、クローブであり、最も重要な輸出相手は、フランス
25.6％、 （15％）、ドイツ（11.8％）、インド（10.4％）、シンガ
ポール4.4％、ロシア4.2％、モーリシャス4.1％（2016）です。最
も重要な輸入商品は米その他の食料品、消費財、石油製
品、セメントおよび建材、であり、最も重要な輸入相手は
UAE 29.5％、フランス21.2％、中国11.3％、パキスタン
7.3％、マダガスカル6.2％、インド4.7％（2016年）です。どのく
らい金持ちで、この国の人口はどれくらい豊富ですか？ここで
最も重要な数字は1人当たりGDP（PPP）です：$1,600 (2017
推定)。 これは非常に低い数値です。これは、1人あたりの国
内総生産（Gross Domestic Product）を意味し、現地の財や
サービスの相対コストに関して再計算されることを意味します。
もう一つの重要な数字 - 貧困線以下の人口：44.8% (2004
推定)。

コモロの地図
 



我々は強くお勧めします



トップアドベンチャーゲーム：アリスと魔女のための改革

MapsGuides.com：あなたの旅行のための自由なガイド

コンゴ民主共和国

インデックス：大陸と国, 世界の地図
ここでは、コンゴ民主共和国の地理、住民、政府、経済

および歴史に関するオンラインで選択された情報を見つけるこ
とができます。選択された統計、全体図、コンゴ民主共和国 -
の詳細マップが含まれていますが、ここでコンゴ民主共和国の
国旗から始めましょう：
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


コンゴ民主共和国 - 概要：
コンゴ民主共和国について知っておくべきことは何ですか？

これから始めましょう：1908年にベルギーの公式植民地として
設立されたコンゴ共和国は、1960年に独立を得たが、その初
期の年は政治的、社会的不安定に悩まされていた。Joseph
Mobutu大統領は1965年11月のクーデターで権力を握って大
統領を宣言した。彼はその後、ザイールと名を変えた。モブツ
は、残酷な力だけでなく、いくつかの偽装選挙を通じて32年間
の地位を維持した。ルワンダとブルンジでの戦闘から1994年に
難民が大量に流入し、ルワンダとウガンダに支えられ、ローラ
ン・カビラに面した反乱によってモブツ政権が打ち切られたこと
が、民族紛争と内戦につながった。カビラはコンゴ民主共和国
（DRC）に改称され、しかし1998年8月、彼の体制はルワンダと
ウガンダの支援を受けて2度目の反乱に挑んだ。アンゴラ、チャ
ド、ナミビア、スーダン、ジンバブエからの軍隊がカビラ体制を支
えるために介入した。2001年1月、カビラは暗殺され、息子の
ジョゼフ・カビラは国家元首に選ばれました。2002年10月、新
大統領は、東部DRCを占めるルワンダ軍の撤収について交渉
に成功した。2カ月後、プレトリア合意は戦闘を終わらせ、国
家統一の政府を確立するために残りのすべての戦争当事者
によって署名された。移行政府は2003年7月に設立された。
それは2005年12月に成功した憲法国民投票を開催し、大
統領、国会、および地方議会の選挙が2006年に行われた。
東部DRCにおける紛争の再現に続く2009年に、政府はツチ
人の反政府勢力である国民防衛会議（CNDP）と平和協定



を結んだ。Congolese軍にCNDPメンバーを統合しようとする試
みは失敗し、2012年の彼らの亡命とM23武装集団の形成を
促し、3月23日の平和協定にちなんで命名された。M23は、
DRCと国連の共同攻撃により、2013年後半にウガンダとルワ
ンダに向けてDRCから押し出される前に、大規模な人身虐殺
と著しい人権侵害を招いた。さらに、DRCは、ルワンダ解放民
主軍、連合民主軍、および各種のマイ・マイ民兵を含む他の
武装集団による暴力を経験し続けている。2011年11月に開
催された最新の全国選挙では、議論の結果、ジョセフ・カビラ
は大統領に再選された。DRC憲法バーはカビラ大統領が第3
期に就任することを禁止しているが、DRC政府はもともと2016
年11月に予定されていた国政選挙を2018年12月に延期して
いる。

コンゴ民主共和国の地理

地球上のどこにコンゴ民主共和国が
ありますか？この国の所在地は中央アフリカ、アンゴラ北東で

す。 コンゴ民主共和国の総面積は2,344,858 km2であり、その

うち2,267,048 km2は土地である。 だからこれは非常に大きな
国です。国の地形はどうやって説明できますか？このように：広
大な中央盆地は低地の高原です。東に。 コンゴ民主共和国
の最下点は大西洋0 m、最も高い点Pic Marguerite on Mont
Ngaliema（マウントスタンレー）5,110 mです。気候はtropical; 赤



道川流域では高温多湿。南部の高地ではより涼しく乾燥し
ています。東部の高地ではより涼しく濡れている。赤道北部 -
雨季（4月〜10月）、乾季（12月〜2月）。赤道の南 - 雨季
（11月〜3月）、乾季（4月〜10月）、です。

コンゴ民主共和国の住人
コンゴ民主共和国で住んでいる人の数を見てみましょう。

番号は83,301,151です。 だから、この国は世界で最も人口の
多い国の一つです。ここに住んでいる人は？ 人であり、その大
部分はバンツー族である。モンゴ、ルバ、コンゴ（すべてバン
ツー。 コンゴ民主共和国の言語は何ですか？ ）、マンベツザン
デ（ハミティ族）の4つの最大の部族がフランス人（公用語）、リ
ンガラ（リンガフランカの貿易語）、キングワナキルンガオ、ティシ
ルバ、。そして宗教：ローマカトリック50％、プロテスタント20％、
キンバンギ10％、イスラム教徒10％、その他（混交宗派と先
住民信念を含む）10％。人々は平均して何歳ですか？ 18.6
年。この数字は中央値であると付け加えなければなりません。
つまり、半分の人がこれより年上で、半分が若いです。そして、
彼らの平均余命（出生時）は何ですか？これは：57.7 年。
人々はコンゴ民主共和国で住んでいるところ？ここ：都市クラ
スタは全国、特にウガンダ、ルワンダ、ブルンジとの国境に沿っ
て北東に広がっている。最大の都市はコンゴ川に沿って西に
位置する首都キンシャシャである。南は少なくとも人口密度の
低い。 コンゴ民主共和国の大都市圏は、キンシャサ（資本
金）である。ルブンバシ2.015百万; Mbuji-Mayi 200万人。
Kananga 11690000; キサンガニ104万。Bukavu
832,000（2015年）です。

政府と経済のコンゴ民主共和国



コンゴ民主共和国の首都はキンシャサであり、政府のタイ
プは準大統領です。行政部門 - 26の州（州、単一の州）;
（Upper Loma）、Haut-Uele（Upper Uele）、Ituri、Kasai、
Kasai-Central、Kasai-Oriental（East Kasai）、Kasai-Oriental
Kinshasa、Kongo Central、Kwango、Kwilu、Lomami、
Lualaba、Mai-Ndombe、Maniema、Mongala、Nord-
Kivu（North Kivu）、Nord-Ubangi（North Ubangi）、Sankuru、
Sud-Kivu（South Kivu）、Sud-Ubangi （南Ubangi）、タンガニー
カ、Tshopo、Tshuapaを見てみましょう。 コンゴ民主共和国の
経済に関して、重要な工業製品は鉱業（銅、コバルト、金、
ダイヤモンド、コルタン、亜鉛、スズ、タングステン）、鉱物処
理、消費者製品（繊維、プラスチック、靴、タバコ）、金属製
品、加工食品や飲料、木材、セメント、商用船repaiです。重
要な農産物はコーヒー、砂糖、パーム油、ゴム、茶、綿、ココ
ア、キニーネ、キャッサバ（manioc、タピオカ）、バナナ、プランテイ
ンズ、ピーナッツ、根作物、トウモロコシ、果実; 木製品です。
最も重要な輸出商品はダイヤモンド、銅、金、コバルト、木材
製品、原油、コーヒーであり、最も重要な輸出相手は、中国
35.3パーセント、ザンビア15.8％、韓国8.7％、サウジアラビア
8％、ベルギー5.2％（2016年）です。最も重要な輸入商品
は、食料品、鉱業、その他機械、輸送機器、燃料であり、最
も重要な輸入相手は中国20.2パーセント、南アフリカ15.7％、
ザンビア8.6％、ベルギー7.6％、タンザニア5.8％、フランス
5.2％、インド4.6％、ケニア4.2％（2016年）です。どのくらい金
持ちで、この国の人口はどれくらい豊富ですか？ここで最も重
要な数字は1人当たりGDP（PPP）です：$800 (2017 推定)。
これは非常に低い数値です。これは、1人あたりの国内総生
産（Gross Domestic Product）を意味し、現地の財やサービス



の相対コストに関して再計算されることを意味します。もう一つ
の重要な数字 - 貧困線以下の人口：63% (2012 推定)。

コンゴ民主共和国の地図
 

我々は強くお勧めします



トップアドベンチャーゲーム：アリスと魔女のための改革

MapsGuides.com：あなたの旅行のための自由なガイド

コンゴ共和国

インデックス：大陸と国, 世界の地図
ここでは、コンゴ共和国の地理、住民、政府、経済および

歴史に関するオンラインで選択された情報を見つけることがで
きます。選択された統計、全体図、コンゴ共和国 - の詳細マッ
プが含まれていますが、ここでコンゴ共和国の国旗から始めま
しょう：
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


コンゴ共和国 - 概要：
コンゴ共和国について知っておくべきことは何ですか？これ

から始めましょう：1960年の独立後、フランス中央部のコンゴ民
主共和国がコンゴ共和国となった。マルクス主義に関する四
半世紀の実験は1990年に断念され、1992年には民主的に
選出された政権が就任した。1997年の短い内戦によってマル
クス主義の元大統領デニス・サッサウググッソが復元され、民族
的、政治的不安の時を迎えた。南部の反政府団体は、2003
年3月に最終的な平和協定に合意した。コンゴ共和国はアフ
リカ最大の石油生産国の一つであるが、生産量が減少してい
ることから、長期的には石油の収入を維持するために新たなオ
フショア油が必要となる。

コンゴ共和国の地理

地球上のどこにコンゴ共和国があり
ますか？この国の所在地はアンゴラとガボンの間、南大西洋に
接する中央アフリカ、です。 コンゴ共和国の総面積は342,000
km2であり、そのうち341,500 km2は土地である。 これはかなり
大きな国です。国の地形はどうやって説明できますか？このよ
うに：海岸平野、南部の盆地、中央高原、北部流域。 コンゴ



共和国の最下点は大西洋0メートル、最も高い点マウント
Berongou 903メートルです。気候はトロピカル; 雨季（3月〜6
月）。乾季（6月から10月）。持続的な高温および高湿。
Equatoまたがっ特にenervating気候です。

コンゴ共和国の住人
コンゴ共和国で住んでいる人の数を見てみましょう。番号

は4,954,674です。 だから、これはあまり大きな人口ではありま
せん。ここに住んでいる人は？ サンガは20％、金剛48％、
M'Bochi 12％、Teke 17％、ヨーロッパおよびその他の3％。 コ
ンゴ共和国の言語は何ですか？ フランス語（公用語）、リンガ
ラ語とMonokutuba（多くの現地の言語や方言（Kikongoが最
も普及している）。そして宗教：ローマカトリック教徒33.1％、覚
醒教会/キリスト教復活22.3％、プロテスタント19.9％、サルティ
スト2.2％、イスラム教徒1.6％、キンバンギス1.5％、その他
8.1％、11.3％（2010年）。人々は平均して何歳ですか？
19.7 年。この数字は中央値であると付け加えなければなりま
せん。つまり、半分の人がこれより年上で、半分が若いです。
そして、彼らの平均余命（出生時）は何ですか？これは：59.8
年。人々はコンゴ共和国で住んでいるところ？ここ：人口は主
にブラザヴィル・。 コンゴ共和国の大都市圏は、ブラザビル（首
都）の首都とその周辺の南に位置しています。Pointe-Noire
969,000（2015年）です。

政府と経済のコンゴ共和国
コンゴ共和国の首都はBrazzavilleであり、政府のタイプは

大統領共和国です。行政部門 - 12部門（部署、部署）。を
見てみましょう。 コンゴ共和国の経済に関して、重要な工業
製品は石油抽出、セメント、木材、醸造、砂糖、パーム油、



石鹸、小麦粉、タバコです。重要な農産物はキャッサバ
（キャッサバ、タピオカ）、砂糖、米、トウモロコシ、落花生、野
菜、コーヒー、ココア、林産物です。最も重要な輸出商品は、
石油、木材、合板、砂糖、ココア、コーヒー、ダイヤモンドであ
り、最も重要な輸出相手は中国39.8％、イタリア10.2％、オー
ストラリアガボン6.6％、アンゴラ6％、シンガポール4.2％（2016）
です。最も重要な輸入商品は資本設備、建材、食料品であ
り、最も重要な輸入相手は韓国18.2％、フランス12.8％、中
国12.2％、ノルウェー11.2％、ベルギー6.9％（2016年）です。
どのくらい金持ちで、この国の人口はどれくらい豊富ですか？こ
こで最も重要な数字は1人当たりGDP（PPP）です：$6,700
(2017 推定)。 これはかなり低い数字です。これは、1人あたり
の国内総生産（Gross Domestic Product）を意味し、現地の
財やサービスの相対コストに関して再計算されることを意味し
ます。もう一つの重要な数字 - 貧困線以下の人口：46.5%
(2011 推定)。

コンゴ共和国の地図
 



我々は強くお勧めします



トップアドベンチャーゲーム：アリスと魔女のための改革

MapsGuides.com：あなたの旅行のための自由なガイド

クック諸島

インデックス：大陸と国, 世界の地図
ここでは、クック諸島の地理、住民、政府、経済および歴

史に関するオンラインで選択された情報を見つけることができま
す。選択された統計、全体図、クック諸島 - の詳細マップが含
まれていますが、ここでクック諸島の国旗から始めましょう：
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


クック諸島 - 概要：
クック諸島について知っておくべきことは何ですか？これから

始めましょう：1770年に発見されたCOOK船長にちなんで命
名されたこの島々は、1888年にイギリスの保護領となった。
1900年までに、行政管理はニュージーランドに移管された。
1965年に、住民はニュージーランドと自由な関係で自治を選
んだ。熟練労働者のニュージーランドへの移住、政府の赤字、
限られた天然資源は引き続き懸念されている。

クック諸島の地理

地球上のどこにクック諸島があります
か？この国の所在地はオセアニア、南太平洋の島嶼群、ハワ
イとニュージーランドの約半分です。 クック諸島の総面積は236
km2であり、そのうち236 km2は土地である。 だからこれはかなり
小さい国です。国の地形はどうやって説明できますか？このよ
うに：低湿度の季節、北部の低サンゴ礁。。 クック諸島の最下
点は南太平洋の火山、丘陵島0 m、最も高い点Te Manga
652 mです。気候は海洋性海洋; 貿易風によって調整され
る。4月から11月の乾季、12月から3月のよりです。

クック諸島の住人
クック諸島で住んでいる人の数を見てみましょう。番号は

9,290 (7/2017 推定)です。 そう多くの人がここに住んでいるわ



けではありません。ここに住んでいる人は？ クックアイランドマオ
リ（ポリネシアン）81.3％、クック島マオリ6.7％、その他
11.9％（2011年。 クック諸島の言語は何ですか？ ） 86.4％、
クック諸島マオリ（公用語）76.2％、その他8.3％。そして宗教：
プロテスタント62.8％（クック諸島キリスト教教会49.1％、第七
日大使館7.9％、神の集会3.7％、使徒教会2.1％）、ローマ
カトリック教会17 ％、モルモン4.4％、その他8％、なし5.6％、
無回答2.2％（2011 EST。）。人々は平均して何歳ですか？
36.6 年。この数字は中央値であると付け加えなければなりま
せん。つまり、半分の人がこれより年上で、半分が若いです。
そして、彼らの平均余命（出生時）は何ですか？これは：76
年。人々はクック諸島で住んでいるところ？ここ：人口のほとん
どはラロトンガ島で発見された。 クック諸島の大都市圏は、こ
れは不明ですです。

政府と経済のクック諸島
クック諸島の首都はアバルアであり、政府のタイプはニュー

ジーランドとの自由連想における自治議会制民主主義（クック
諸島議会）です。行政部門 - なしを見てみましょう。 クック諸
島の経済に関して、重要な工業製品は果物加工、観光、釣
り、衣類、手工芸品です。重要な農産物はコプラ、柑橘類、
パイナップル、トマト、豆、pawpaws、バナナ、ヤマイモ、サトイ
モ、コーヒー。豚、家禽のです。最も重要な輸出商品はコプ
ラ、パパイヤ、新鮮で缶詰の柑橘類の果物、コーヒー; 魚; 真
珠と真珠の殻; 衣料であり、最も重要な輸出相手はこれは不
明ですです。最も重要な輸入商品は品、繊維、燃料、木
材、資本財であり、最も重要な輸入相手はこれは不明です
です。どのくらい金持ちで、この国の人口はどれくらい豊富です
か？ここで最も重要な数字は1人当たりGDP（PPP）です：



$12,300 (2010 推定)。 これはかなり良いです。これは、1人あ
たりの国内総生産（Gross Domestic Product）を意味し、現地
の財やサービスの相対コストに関して再計算されることを意味
します。もう一つの重要な数字 - 貧困線以下の人口：未知
の%。

クック諸島の地図
 

我々は強くお勧めします



トップアドベンチャーゲーム：アリスと魔女のための改革

MapsGuides.com：あなたの旅行のための自由なガイド

コスタリカ

インデックス：大陸と国, 世界の地図
ここでは、コスタリカの地理、住民、政府、経済および歴史

に関するオンラインで選択された情報を見つけることができま
す。選択された統計、全体図、コスタリカ - の詳細マップが含ま
れていますが、ここでコスタリカの国旗から始めましょう：
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


コスタリカ - 概要：
コスタリカについて知っておくべきことは何ですか？これから

始めましょう：スペインでは16世紀初めに調査されましたが、コ
スタリカの植民地化の初期の試みは、蚊が蔓延した湿地の病
気、残忍な熱、原住民による抵抗、海賊の襲撃などの要因
によって失敗に終わりました。1563年までカルタゴの恒久的な
解決が涼しく肥沃な中央の高地に確立された。この地域は約
2.5世紀の間、植民地として残っていました。1821年、コスタリ
カはスペインとの独立を宣言した中米のいくつかの州の一つに
なりました。2年後、中米連合（United Provinces of Central
America）に加わりましたが、この連合は1838年に崩壊し、コス
タリカはその主権と独立を宣言しました。19世紀後半以降、
短期間で2つの暴力が民主的発展を損なった。1949年、コス
タリカはその軍隊を解散した。コスタリカはまだ大きな農業部門
を維持していますが、強い技術と観光産業を含むように経済
を拡大しています。生活水準は比較的高いです。土地の所
有権は広く普及している。

コスタリカの地理

地球上のどこにコスタリカがあります
か？この国の所在地はカリブ海と北太平洋にまたがる中米、ニ

カラグアとパナマの間です。 コスタリカの総面積は51,100 km2で



あり、そのうち51,060 km2は土地である。 だから、これは大きな
国ではない。国の地形はどうやって説明できますか？このよう
に：海岸平野には、いくつかの主要な活火山であるの100以上
の火山コーン、などの険しい山々で区切られた。 コスタリカの
最下点はの太平洋0メートル、最も高い点チリポ山3819メート
ルです。気候は熱帯および亜熱帯。乾期（12月から4月）。雨
季（5月から11月）。高地でのクーラーです。

コスタリカの住人
コスタリカで住んでいる人の数を見てみましょう。番号は

4,930,258 (7/2017 推定)です。 だから、これはあまり大きな人
口ではありません。ここに住んでいる人は？ 白人またはメス
ティーゾ83.6％、ミュラート6.7％、先住民2.4％、黒人アフリカ
系1.1％、その他1.1％、なし2.9％、不特定2.2％（2011年推
定）。 コスタリカの言語は何ですか？ スペイン語（公用語）、英
語。そして宗教：ローマカトリック76.3％、福音13.7エホバの証
人1.3％、その他プロテスタント0.7％、その他4.8％、なし
3.2％。人々は平均して何歳ですか？ 31.3 年。この数字は
中央値であると付け加えなければなりません。つまり、半分の
人がこれより年上で、半分が若いです。そして、彼らの平均余
命（出生時）は何ですか？これは：78.7 年。人々はコスタリカ
で住んでいるところ？ここ：全国人口のおよそ半分は都市部に
居住しています。サンノゼの首都は人口の約5分の1の最大都
市であり、サン・ホセ。 コスタリカの大都市圏は、（首都）は117
万人（2015年）です。

政府と経済のコスタリカ
コスタリカの首都はサンノゼであり、政府のタイプは大統領

共和国です。行政部門 - 7つの州（provincias、singular -



provincia）; アラモエラ、カルタゴ、グアナカステ、エレディア、リモ
ン、プンタレナス、サンホセを見てみましょう。 コスタリカの経済に
関して、重要な工業製品は医療機器、食品加工、繊維、
衣料品、建設資材、肥料、プラスチック製品です。重要な農
産物はバナナ、パイナップル、コーヒー、メロン、観賞用植物、
砂糖、トウモロコシ、米、豆、ジャガイモ; 牛肉、家禽、乳製
品; timbeです。最も重要な輸出商品は、バナナ、パイナップ
ル、コーヒー、メロン、観賞植物、砂糖; 牛肉; シーフード; 電
子機器、医療機器であり、最も重要な輸出相手はUS
41％、オランダ5.8％、パナマ5.7％、ベルギー5.4％、ニカラグア
5.2％、グアテマラ5.2％（2016年）です。最も重要な輸入商品
は資材、石油、建設資材であり、最も重要な輸入相手は米
国37.1％、中国13.5％、メキシコ6.9％（2016年）です。どのく
らい金持ちで、この国の人口はどれくらい豊富ですか？ここで
最も重要な数字は1人当たりGDP（PPP）です：$17,200
(2017 推定)。 これはかなり良いです。これは、1人あたりの国
内総生産（Gross Domestic Product）を意味し、現地の財や
サービスの相対コストに関して再計算されることを意味します。
もう一つの重要な数字 - 貧困線以下の人口：21.7% (2014
推定)。

コスタリカの地図
 



我々は強くお勧めします



トップアドベンチャーゲーム：アリスと魔女のための改革

MapsGuides.com：あなたの旅行のための自由なガイド

コートジボワール

インデックス：大陸と国, 世界の地図
ここでは、コートジボワールの地理、住民、政府、経済およ

び歴史に関するオンラインで選択された情報を見つけることが
できます。選択された統計、全体図、コートジボワール - の詳
細マップが含まれていますが、ここでコートジボワールの国旗から
始めましょう：
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


コートジボワール - 概要：
コートジボワールについて知っておくべきことは何ですか？こ

れから始めましょう：1960年の独立後のフランスとの緊密な関
係、輸出用のココア生産の開発、外国投資のすべてがコート
ジボワールを西アフリカ諸国の中で最も繁栄したものにしたが、
政治的な混乱から保護しなかった。1999年12月、コートジボ
ワールで初めての軍事クーデターが政府を打倒した。Juntaの
リーダー、Robert GUEIは、2000年後半に行われた大統領選
挙を大胆に調整し、勝者と宣言した。人気の抗議は彼を脇
に踏み出させ、選挙はLaurent Gbagboを力にした。イボイア人
の反体制派と嫌がらせされた軍隊のメンバーは、2002年9月に
反乱と内戦に発展したクーデターの試みに失敗した。2003
年、停戦が発生し、北部を支配する反政府勢力、南部政
府、平和維持は両者の間の緩衝地帯を強制する。2007年3
月、グバグボ大統領と元ニューフォース反乱軍リーダーのギョー
ム・ソローは、ソロがグバグボ政権に首相として加わり、バッ
ファーゾーンを解体し、反政府勢力を国軍に統合し、国を再
統一することで合意した合意に調印した。選挙を保持する。
2010年までに投票が延期されました。2010年11月、Alassane
Dramane OuattaraがGbagboより大統領選挙で勝利しました
が、Gbagboは権力を引き渡すことを拒否し、結果として5ヶ月
の激しい紛争が再開しました。2011年4月、広範囲にわたる
戦いを経て、Gbagboは国連軍とフランス軍の支援を受けて武
装したOuattara支持者によって正式に就任することを強制され
た。国連平和維持管理団体は、2017年6月に出発した。



Ouattaraは、治安部隊を再建しながら、国の経済とインフラを
再建することに重点を置いています。Gbagboは、人道に対す
る罪に対する裁判でハーグにある。

コートジボワールの地理

地球上のどこにコートジボワールがあ
りますか？この国の所在地は西アフリカ、北大西洋に接する、
ガーナとリベリアの間です。 コートジボワールの総面積は

322,463 km2であり、そのうち318,003 km2は土地である。 これ
はかなり大きな国です。国の地形はどうやって説明できます
か？このように：。北西。 コートジボワールの最下点はギニア湾
0m、最も高い点Monts Nimba 1,752mです。気候は、遠方の
半乾燥地帯。暖かく乾いた（3月から5月）、暑くて湿った（6月
から10月）の3つの季節 - 暖かく乾いている（11月から3月）で
す。

コートジボワールの住人
コートジボワールで住んでいる人の数を見てみましょう。番

号は24,184,810です。 とてもたくさんの人がここに住んでいま
す。ここに住んでいる人は？ 阿寒28.8％、VoltaiqueまたはGur
16.1％、Northern Mande 14.5％、Kru 8.5％、Southern
Mande 6.9％、不特定0.9％、非Ivoirian 42.3％ 2014
EST。）。 コートジボワールの言語は何ですか？ フランス語（公



用語）、Dioulaが最も広く話されているの60のネイティブ方言。
そして宗教：イスラム教徒42.9％、カトリック17.2％、福音は
11.8％、メソジスト1.7％、その他のキリスト教3.2％、アニミズム
3.6％、その他の宗教0.5％、なし19.1％。人々は平均して何
歳ですか？ 20.9 年。この数字は中央値であると付け加えな
ければなりません。つまり、半分の人がこれより年上で、半分が
若いです。そして、彼らの平均余命（出生時）は何ですか？こ
れは：59 年。人々はコートジボワールで住んでいるところ？こ
こ：人口は主に森林の南に位置し、大西洋沿岸の都市やそ
の周辺に住む人口が最も高い。北部のサバンナのほとんどは、
輸送路に沿って位置する高濃度でまばらに住んでいます。
コートジボワールの大都市圏は、。Yamoussoukro（資本金）
259,000（2014）; アビジャン（政府席）4.86百万人 Bouake
762,000（2015年）です。

政府と経済のコートジボワール
コートジボワールの首都はYamoussoukro（立法府）、

Abidjan（行政首都）。注 - 1983年以来、Yamoussoukroは公
式の首都であったが、Abidjanは公的に指定された商業資本
と同様に行政首都でもある。米国は、他の国と同様、Abidjan
に駐在する大使館であり、政府のタイプは大統領共和国で
す。行政部門 - 12地区と2つの自治区; アビジャン、バ-
Sassandra、コモエ、Denguele、ゴー・Djiboua、ラックス、
Lagunes、モンターニュ、Sassandra-Marahoue、Savanes、ヴァ
レ・デュ・バンダマ、Woroba、ヤムスクロ、Zanzanを見てみましょ
う。 コートジボワールの経済に関して、重要な工業製品は食
料品、飲料; 木材製品、石油精製、金鉱山、トラック・バス組
み立て、繊維製品、肥料、建築材料、電気です。重要な農
産物はコーヒー、カカオ豆、バナナ、ヤシのカーネル、トウモロコ



シ、米、キャッサバ（キャッサバ、タピオカ）、サツマイモ、砂糖、
綿、ゴム; timbeです。最も重要な輸出商品は、ココア、コー
ヒー、木材、石油、綿、バナナ、パイナップル、ヤシ油、魚であ
り、最も重要な輸出相手はベルギー6.1％、ドイツ5.2％、イン
ド5.1％、ブルキナファソ4.6％、マリ4.5％、スイス4.1％（2016）
です。最も重要な輸入商品は燃料、資本設備、食料品であ
り、最も重要な輸入相手はフランス13.5％、ナイジェリア
13.5％、米国7.4％、フランス6.8％13.3％、中国11.8％、米
国4.2％（2016）です。どのくらい金持ちで、この国の人口はど
れくらい豊富ですか？ここで最も重要な数字は1人当たり
GDP（PPP）です：$3,900 (2017 推定)。 これは非常に低い数
値です。これは、1人あたりの国内総生産（Gross Domestic
Product）を意味し、現地の財やサービスの相対コストに関して
再計算されることを意味します。もう一つの重要な数字 - 貧
困線以下の人口：46.3% (2015 推定)。

コートジボワールの地図
 



我々は強くお勧めします



トップアドベンチャーゲーム：アリスと魔女のための改革

MapsGuides.com：あなたの旅行のための自由なガイド

クロアチア

インデックス：大陸と国, 世界の地図
ここでは、クロアチアの地理、住民、政府、経済および歴

史に関するオンラインで選択された情報を見つけることができま
す。選択された統計、全体図、クロアチア - の詳細マップが含
まれていますが、ここでクロアチアの国旗から始めましょう：
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


クロアチア - 概要：
クロアチアについて知っておくべきことは何ですか？これから

始めましょう：今日クロアチアを構成する土地は、第一次世界
大戦が終わるまで、オーストリア - ハンガリー帝国の一部であっ
た。1918年、クロアチア、セルビア、スロベニアは1929年以降
ユーゴスラビアとして知られる王国を形成した。第二次世界大
戦後、ユーゴスラビアは、ティソ（TITO）というジョセル・ブロズ
（Josip Broz）マーシャルの強力な手のもと、連邦独立の共産
主義国家となった。クロアチアは1991年にユーゴスラビアから独
立したと宣言したが、セルビア軍を占領する前に4年間の散発
的な戦闘があったが、クロアチアの民族集団の大多数と一緒
にクロアチアの土地から大部分が除去された。国連の監督の
もと、スラヴォニア東部の最後のセルビア人保護区域は1998
年にクロアチアに戻された。国は2009年4月にNATOと2013年
7月にEUに加盟した。

クロアチアの地理

地球上のどこにクロアチアがあります
か？この国の所在地はボスニア・ヘルツェゴビナとスロベニアの
間のアドリア海に接する南東ヨーロッパです。 クロアチアの総面



積は56,594 km2であり、そのうち55,974 km2は土地である。 だ
から、これは大きな国ではない。国の地形はどうやって説明で
きますか？このように：地理的に多様な海岸沿いの乾燥した
夏。ハンガリーの国境沿いの平坦な平野、アドリア海沿岸と
島々の近くの低地と高地。 クロアチアの最下点はアドリア海
0m、最も高い点ディナラ1,831mです。気候は地中海と大陸;
大陸気候は熱い夏と寒い冬に支配的です。穏やかな冬、で
す。

クロアチアの住人
クロアチアで住んでいる人の数を見てみましょう。番号は

4,292,095 (7/2017 推定)です。 だから、これはあまり大きな人
口ではありません。ここに住んでいる人は？ クロアチア人90.4
パーセント、セルビア人4.4％、（ボシュニャク、ハンガリー語、ス
ロベニア語、チェコ語、およびロマを含む）他の4.4％、未指定
の0.8％（2011 EST。）。 クロアチアの言語は何ですか？ クロア
チア（公式。そして宗教：ロシアカトリック86.3％、正教会
4.4％、イスラム教徒1.5％、その他1.5％、不特定2.5 ％）、セ
ルビア語1.2％、その他3％（ハンガリー語、チェコ語、スロバキア
語、アルバニア語）％、宗教的でも無神論的でもない
3.8％（2011年推定）。人々は平均して何歳ですか？ 43 年。
この数字は中央値であると付け加えなければなりません。つま
り、半分の人がこれより年上で、半分が若いです。そして、彼
らの平均余命（出生時）は何ですか？これは：76.1 年。人々
はクロアチアで住んでいるところ？ここ：人口の多くはザグレブの
首都周辺に住む人口の約4分の1で、北部の半分に住んでい
ます。多くの島々はまばらに住んでいます。 クロアチアの大都
市圏は、ザグレブ（首都）687,000（2015年）です。



政府と経済のクロアチア
クロアチアの首都はザグレであり、政府のタイプは議会共

和国です。行政部門 - 特別な郡の地位を持つ20の郡
（zupanije、zupanija - 単数）と1つの都市（grad - singular）
Bjelovarsko-Bilogorska（Bjelovar-Bilogora）、Brodsko-
Posavska（Brod-Posavska）、Dubrovacko-
Neretvanska（Dubrovnik-Neretva）、Istarska（Istria）、
Karlovacka（Karlovac）、Koprivnicko-
Krizevacka（Koprivnica-Krizevci）、Krapinsko-Zagorskaスラ
ヴォニア）、プリモルスコ・ゴランカ（プリモリエ・ゴルスキー・コター
ル）、シベンスコ・キニルスカ（シベンスコ・ゴルゴスカ）、スロヴェニ
ア・スラヴォスカ（ポプラ・スラヴォニア） （シベニク・ノン）、シサコ・
モスラバッカ（シサク・モスラヴィーナ）、スプリトコ・ダルマチンスカ
（スプリット・ダルマチア）、バラヅディンカ（バラズディン）、ヴィロビ
ティコ・ポドラヴスカ（ヴィロビティカ・ポドラヴィナ）、ヴコバルスコ・
スリエムスカ（ブコバル・シルミア）、ザダルスカ（ザダル）、Zagreb、
Zagrebacka（ザグレブ郡）を見てみましょう。 クロアチアの経済
に関して、重要な工業製品は化学品およびプラスチック、工
作機械、金属、電子機器、銑鉄および圧延鋼材、アルミニウ
ム、紙、木材製品、建材、織物、造船、石油および石油精
製、食品および飲料、観光業です。重要な農産物は耕地作
物（小麦、トウモロコシ、大麦、テンサイ、ヒマワリ、ナタネ、アル
ファルファ、クローバー）。野菜（ジャガイモ、キャベツ、タマネギ、
トマト、コショウ）; 果物（リンゴ、梅、マンダリン、オリーブ）、ワイ
ン用のブドウ、家畜（ウシ、ウシ、ブタ）; 酪農製品です。最も
重要な輸出商品は輸送機械、機械、繊維、化学薬品、食
品、燃料であり、最も重要な輸出相手はイタリア13.5％、スロ
ベニア12.3％、ドイツ11.6％、ボスニアヘルツェゴビナ9.2％、



オーストリア6.3％、セルビア4.2％（2016年）です。最も重要な
輸入商品は機械、輸送および電気機器; 化学物質、燃料お
よび潤滑剤; 食料品であり、最も重要な輸入相手はドイツ
16.1％、イタリア12.6％、スロベニア10.9％、オーストリア
7.9％、ハンガリー7.1％（2016年）です。どのくらい金持ちで、こ
の国の人口はどれくらい豊富ですか？ここで最も重要な数字
は1人当たりGDP（PPP）です：$24,100 (2017 推定)。 これ
は、生活水準がここで良いことを意味します。これは、1人あた
りの国内総生産（Gross Domestic Product）を意味し、現地の
財やサービスの相対コストに関して再計算されることを意味し
ます。もう一つの重要な数字 - 貧困線以下の人口：19.5%
(2014 推定)。

クロアチアの地図
 



我々は強くお勧めします



トップアドベンチャーゲーム：アリスと魔女のための改革

MapsGuides.com：あなたの旅行のための自由なガイド

キューバ

インデックス：大陸と国, 世界の地図
ここでは、キューバの地理、住民、政府、経済および歴史

に関するオンラインで選択された情報を見つけることができま
す。選択された統計、全体図、キューバ - の詳細マップが含ま
れていますが、ここでキューバの国旗から始めましょう：
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


キューバ  - 概要：
キューバについて知っておくべきことは何ですか？これから始

めましょう：キューバのネイティブアメリカン人口は、1492年にクリ
ストファー・コロンブスが島をヨーロッパで発見し、その後数世紀
にスペインの植民地として発展した後、減少し始めました。多
数のアフリカの奴隷がコーヒーと砂糖の栽培場を運営するため
に輸入され、ハバナはメキシコとペルーからスペインに向かう年
間宝船の発射地点になった。スペインのルールは最終的に、
独立運動と時折の反乱をひどく抑圧した。1898年のスペイン -
アメリカ戦争時の米国の介入は、キューバ人民のスペイン統治
の崩壊を助けた。パリ条約は、1898年にスペインからキューバ
の独立を確立し、3年半続く米国の軍事統治の後、キューバ
は1902年に独立した共和国になり、その後、軍隊や腐敗した
政治家によって支配された一連の政府を経験しました。フィデ
ル・カストロは1959年に反政府軍を勝利に導いた。彼の権威
主義的ルールは、その後の政権を50年近くにわたって保持し
ていた。2008年2月、彼は弟のラウル・カストロに賛成して大統
領として辞任した。ソ連の支持を得たキューバの共産主義革
命は、1960年代、1970年代、1980年代にラテンアメリカとアフ
リカに輸出された。2017年9月8-9日、ハリケーン・アーマーは
キューバ北岸を通過し、構造物、道路、電源に大きな被害を
もたらしました。1990年には、旧ソ連の補助金の撤退に続き、
毎年60億〜60億ドルの経済不況に直面した。キューバは時
には米国の禁輸措置を描いている。1961年以来、その困難
の原因となっている。過去10年間で、国益に取り組むために
キューバ政府とのコミュニケーションが拡大しています。1961年



1月に断絶されたキューバ政府との外交関係を再構築するた
めに2014年12月に始まった努力の結果、米国とキューバは
2015年7月20日にそれぞれの国で大使館を再開した。海上
および陸上ルートを通じた米国へのキューバ国民の不法移住
は長年の課題でした。2016年度に、米国沿岸警備隊は海
上で5,228人のキューバ国民を抑留した。また、2016年度に
は、44,553人のキューバ人移住者が、米国内のさまざまな陸
上港に入港しました。2017年1月12日、米国とキューバは、い
わゆる「ウェットフット」を終了する共同声明に署名し、米国の
土壌に到達したキューバの国民が滞在することが許されていた
「乾いた足（dry-foot）」政策 - キューバ移住者の送還を促進
する。その後、キューバの不法移住は大幅に減少した。

キューバの地理

地球上のどこにキューバがあります
か？この国の所在地はカリブ海、カリブ海と北大西洋の間の
島、キーウェスト、フロリダから150 km南、フロリダ州です。

キューバの総面積は110,860 km2であり、そのうち109,820 km2

は土地である。 だから、これは大きな国ではない。国の地形は
どうやって説明できますか？このように：南東に険しい丘や山
付き圧延平野にほとんど平坦、。 キューバの最下点はカリブ
海0メートル、最も高い点トゥルキーノ山1974メートルです。気
候はtropical; 貿易風によって調整される。乾期（11月〜4
月）。雨季（10月-5月）です。

キューバの住人



キューバで住んでいる人の数を見てみましょう。番号は
11,147,407 (7/2017 推定)です。 だから、これはあまり大きな
人口ではありません。ここに住んでいる人は？ 白64.1％、混
雑26.6％、黒9.3％。 キューバの言語は何ですか？ スペイン
語（公用語）。そして宗教：名目ローマカトリック教徒85％、プ
ロテスタント、エホバの証人、ユダヤ教徒、サンテリア。人々は
平均して何歳ですか？ 41.5 年。この数字は中央値であると
付け加えなければなりません。つまり、半分の人がこれより年
上で、半分が若いです。そして、彼らの平均余命（出生時）は
何ですか？これは：78.8 年。人々はキューバで住んでいるとこ
ろ？ここ：大規模な人口集団は大都市、特に大都市にありま
す。ハバナの首都。 キューバの大都市圏は、ハバナ（資本）
2137000（2015）です。

政府と経済のキューバ
キューバの首都はハバナであり、政府のタイプは共産状態

です。行政部門 - 15の州（provincias、singular - provincia）と1
つの特別な自治体（municipio especial）; アルテミサ、カマグエ
イ、Ciego de Avila、Cienfuegos、Granma、Guantanamo、
Holguin、Isla de la Juventud、La Habana、Las Tunas、
Matanzas、Mayabeque、Pinar del Rio、Sancti Spiritus、サン
チャゴ・デ・キューバ、ヴィラ・クララを見てみましょう。 キューバの
経済に関して、重要な工業製品は石油、ニッケル、コバルト、
医薬品、たばこ、建設、鉄鋼、セメント、農業機械、スガで
す。重要な農産物は砂糖、タバコ、柑橘類、コーヒー、米、
ジャガイモ、畜産です。最も重要な輸出商品は石油、ニッケ
ル、医療製品、砂糖、タバコ、魚、柑橘類、コーヒーであり、
最も重要な輸出相手はロシア22.9％、ベネズエラ15.4％、ス
ペイン10.3％（2016年）です。最も重要な輸入商品は、石



油、食品、機械設備、化学薬品であり、最も重要な輸入相
手は、中国29.2％、スペイン14％、イタリア5.1％ 、ブラジル
4.7％、メキシコ4.4％、ロシア4.3％、カナダ4.1％、米国
4％（2016年）です。どのくらい金持ちで、この国の人口はどれく
らい豊富ですか？ここで最も重要な数字は1人当たり
GDP（PPP）です：$11,900 (2016 推定)。 これはかなり良いで
す。これは、1人あたりの国内総生産（Gross Domestic
Product）を意味し、現地の財やサービスの相対コストに関して
再計算されることを意味します。もう一つの重要な数字 - 貧
困線以下の人口：未知の%。

キューバの地図
 

我々は強くお勧めします



トップアドベンチャーゲーム：アリスと魔女のための改革

MapsGuides.com：あなたの旅行のための自由なガイド

キュラソー島

インデックス：大陸と国, 世界の地図
ここでは、キュラソー島の地理、住民、政府、経済および

歴史に関するオンラインで選択された情報を見つけることがで
きます。選択された統計、全体図、キュラソー島 - の詳細マッ
プが含まれていますが、ここでキュラソー島の国旗から始めま
しょう：
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


キュラソー島 - 概要：
キュラソー島について知っておくべきことは何ですか？これか

ら始めましょう：もともとアラワクインディアンによって解決された
キュラソーは、ボネール島の隣の島と共に1634年にオランダ人
に押収されました。かつて、カリブの奴隷貿易の中心になって
いたキュラソーは、1863年に奴隷制度を廃止し経済的に打
撃を受けました。その繁栄（そして隣接するアルーバの繁栄）
は、20世紀初頭に新しく発見されたIsla Refineriaベネズエラの
油田。1954年には、キュラソーおよびいくつかの他のオランダの
カリブ諸国の所有物が、オランダ王国の一部であるオランダ領
アンティル諸島として再編成されました。2005年と2009年の国
民投票では、キュラソー市民はオランダ王国内の自治国にな
ることに賛成しました。オランダ領アンティル諸島の解散に伴
い、2010年10月にステータスの変更が発効しました。

キュラソー島の地理

地球上のどこにキュラソー島があり
ますか？この国の所在地はカリブ海の島、カリブ海の島、ベネ
ズエラの海岸から55kmです。 キュラソー島の総面積は444
km2であり、そのうち444 km2は土地である。 だからこれはかなり
小さい国です。国の地形はどうやって説明できますか？このよ
うに：、一般的に低い、丘陵地帯。 キュラソー島の最下点はカ



リブ海0メートル、最も高い点富士山 Christoffel 372 mです。
気候は熱帯の海洋性気候は、北東の貿易風によって改善さ
れ、温暖な気温をもたらします。60センチメートルの平均降雨
量と半乾燥/いやです。

キュラソー島の住人
キュラソー島で住んでいる人の数を見てみましょう。番号は

149,648 (7/2017 推定)です。 そう多くの人がここに住んでいる
わけではありません。ここに住んでいる人は？ アフリカ・カリブ海
の大多数に見られる。オランダ語、フランス語、ラテンアメリカ、
東アジア、南アジア、ユダヤ人少数民族。 キュラソー島の言語
は何ですか？ パプアメント語（公用語）（ポルトガル語、スペイ
ン語、オランダ語、英語、さらにはフランス語、アフラア語の要
素、アラワク語の混合語であるクレオール語）81.2％、オランダ
語。そして宗教：ローマカトリック72.8％、ペンテコステス6.6％、
プロテスタント3.2％、アドベンティスト3％、エホバの証人2％、
福音1.9％、その他3.8 ％、スペイン語4％、英語（公式）
2.9％、その他3.9％％、なし6％、不特定0.6％（2011年推
定）。人々は平均して何歳ですか？ 36.1 年。この数字は中
央値であると付け加えなければなりません。つまり、半分の人
がこれより年上で、半分が若いです。そして、彼らの平均余命
（出生時）は何ですか？これは：78.5 年。人々はキュラソー島
で住んでいるところ？ここ：島の最大濃度はウィレムスタッドで
す。海岸近くの小規模居住地は、特に北西部の。 キュラソー
島の大都市圏は、ウィレムスタッド（首都）145,000（2014年）
です。

政府と経済のキュラソー島
キュラソー島の首都はウィレムスタッドであり、政府のタイプ



は議会民主主義です。行政部門 - なし（オランダ王国のを見
てみましょう。 キュラソー島の経済に関して、重要な工業製品
は観光、石油精製、石油輸送、軽工業、金融およびビジネ
スサービスです。重要な農産物はアロエ、ソルガム、ピーナッ
ツ、野菜、熱帯果物です。最も重要な輸出商品は石油製品
であり、最も重要な輸出相手はこれは不明ですです。最も重
要な輸入商品は原油、食品、製造業であり、最も重要な輸
入相手はこれは不明ですです。どのくらい金持ちで、この国の
人口はどれくらい豊富ですか？ここで最も重要な数字は1人
当たりGDP（PPP）です：$15,000 (2004 推定)。 これはかなり
良いです。これは、1人あたりの国内総生産（Gross Domestic
Product）を意味し、現地の財やサービスの相対コストに関して
再計算されることを意味します。もう一つの重要な数字 - 貧
困線以下の人口：これは不明です。

キュラソー島の地図
 



我々は強くお勧めします



トップアドベンチャーゲーム：アリスと魔女のための改革

MapsGuides.com：あなたの旅行のための自由なガイド

キプロス

インデックス：大陸と国, 世界の地図
ここでは、キプロスの地理、住民、政府、経済および歴史

に関するオンラインで選択された情報を見つけることができま
す。選択された統計、全体図、キプロス - の詳細マップが含ま
れていますが、ここでキプロスの国旗から始めましょう：
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


キプロス - 概要：
キプロスについて知っておくべきことは何ですか？これから始

めましょう：英国の旧植民地であったキプロスは、1960年にイギ
リス統治への抵抗の年を経て独立した。ギリシアのキプロス大
多数とトルコのキプロス少数民族間の緊張は、1963年12月、
ニコシアの首都で暴動が起こった際に頭に浮かびました。1964
年に国連の平和維持部隊が派遣されたにもかかわらず、散
発的な連帯的暴力が続き、トルコ系キプロス人が島全体に孤
立した状態になった。1974年に、キプロスの選出された大統
領を倒そうとするギリシャ政府主導の試みが、すぐに島の3分の
1以上を支配したトルコからの軍事介入によって満たされた。
1983年、キプロスの管理地域は「キプロスのトルコ共和国」
（「TRNC」）と宣言されましたが、トルコだけが認識しています。
国連仲介協約（Annan Plan）は、2004年に両地域社会の承
認を得ることができませんでした.2014年2月、2年近くの休息
の後、2つのコミュニティの指導者は、分割された島の再会を目
指す国連の後援で正式な議論を再開しました。会談は2014
年10月に中止されたが、新しいトルコ系キプロス「大統領」選
出に続いて、2015年5月に本格的に再開された。2004年5月
1日に全島がEUに入国したが、共通の権利と義務の団体で
あるEUの取得は国際的に認知された政府にのみ適用され、
トルコのキプロスで管理されている地域では中断されている。し
かし、キプロス共和国の市民権の適格性を文書化することが
できる個々のトルコキプロス人は、合法的に、EU州の他の市
民に与えられたのと同じ権利を享受する。2年近くの休息の



後、2つの共同体の首脳は、分割された島を再結成することを
目的とした国連の後援のもとで正式な議論を再開した。会談
は2014年10月に中止されたが、新しいトルコ系キプロス「大統
領」選出に続いて、2015年5月に本格的に再開された。2004
年5月1日に全島がEUに入国したが、共通の権利と義務の団
体であるEUの取得は国際的に認知された政府にのみ適用さ
れ、トルコのキプロスで管理されている地域では中断されてい
る。しかし、キプロス共和国の市民権の適格性を文書化する
ことができる個々のトルコキプロス人は、合法的に、EU州の他
の市民に与えられたのと同じ権利を享受する。2年近くの休息
の後、2つの共同体の首脳は、分割された島を再結成するこ
とを目的とした国連の後援のもとで正式な議論を再開した。
会談は2014年10月に中止されたが、新しいトルコ系キプロス
「大統領」選出に続いて、2015年5月に本格的に再開され
た。2004年5月1日に全島がEUに入国したが、共通の権利と
義務の団体であるEUの取得は国際的に認知された政府にの
み適用され、トルコのキプロスで管理されている地域では中断
されている。しかし、キプロス共和国の市民権の適格性を文
書化することができる個々のトルコキプロス人は、合法的に、
EU州の他の市民に与えられたのと同じ権利を享受する。2つ
の共同体の指導者は、分割された島を再結成することを目的
とした国連の後援のもとで正式な議論を再開した。会談は
2014年10月に中止されたが、新しいトルコ系キプロス「大統
領」選出に続いて、2015年5月に本格的に再開された。2004
年5月1日に全島がEUに入国したが、共通の権利と義務の団
体であるEUの取得は国際的に認知された政府にのみ適用さ
れ、トルコのキプロスで管理されている地域では中断されてい
る。しかし、キプロス共和国の市民権の適格性を文書化する



ことができる個々のトルコキプロス人は、合法的に、EU州の他
の市民に与えられたのと同じ権利を享受する。2つの共同体の
指導者は、分割された島を再結成することを目的とした国連
の後援のもとで正式な議論を再開した。会談は2014年10月
に中止されたが、新しいトルコ系キプロス「大統領」選出に続
いて、2015年5月に本格的に再開された。2004年5月1日に
全島がEUに入国したが、共通の権利と義務の団体であるEU
の取得は国際的に認知された政府にのみ適用され、トルコの
キプロスで管理されている地域では中断されている。しかし、キ
プロス共和国の市民権の適格性を文書化することができる
個々のトルコキプロス人は、合法的に、EU州の他の市民に与
えられたのと同じ権利を享受する。2004年5月1日に全島が
EUに入国したが、共通の権利と義務の団体であるEUの取得
は国際的に認知された政府にのみ適用され、トルコのキプロス
で管理されている地域では中断されている。しかし、キプロス
共和国の市民権の適格性を文書化することができる個々のト
ルコキプロス人は、合法的に、EU州の他の市民に与えられた
のと同じ権利を享受する。2004年5月1日に全島がEUに入国
したが、共通の権利と義務の団体であるEUの取得は国際的
に認知された政府にのみ適用され、トルコのキプロスで管理さ
れている地域では中断されている。しかし、キプロス共和国の
市民権の適格性を文書化することができる個々のトルコキプロ
ス人は、合法的に、EU州の他の市民に与えられたのと同じ権
利を享受する。

キプロスの地理



地球上のどこにキプロスがあります
か？この国の所在地は中東、地中海の島、トルコの南。注 -
キプロスはヨーロッパの一部として自らを見ている。地政学的に
は、ヨーロッパ、中東、または両方に分類されるです。 キプロス

の総面積は9,251 km2 (of which 3,355 km2 are in north
Cyprus)であり、そのうち9,241 km2は土地である。 だからこれは
かなり小さい国です。国の地形はどうやって説明できますか？
このように：には北と南の山々があります。南部の海岸に沿って
散在しているが重要な平原。 キプロスの最下点は地中海
0m、最も高い点オリンパス山、中央、ニコシアおよび南部の主
要都市に集中している1,951mのです。気候は温帯、地中海
には暑く乾燥した夏があり、涼しい冬です。

キプロスの住人
キプロスで住んでいる人の数を見てみましょう。番号は

1,221,549 (7/2017 推定)です。 そう多くの人がここに住んでい
るわけではありません。ここに住んでいる人は？ ギリシャ語
98.8％、ギリシャ語98.9％、ギリシャ語98.8％、ギリシャ語
98.8％、ギリシャ語。 キプロスの言語は何ですか？ 98.0％、ト
ルコ語0.2％ 、アラビア1.2％、フィリピン1.1％、その他4.3％、
不特定0.6％。そして宗教：正教キリスト教89.1％、ローマカト



リック2.9％、プロテスタント/アングリカン2％、イスラム教徒
1.8％、仏教徒1％、その他（マロナイト、アルメニア教会、ヒン
ズー教徒を含む） 1.4％、不明1.1％、なし/無神論者0.6％。
人々は平均して何歳ですか？ 36.8 年。この数字は中央値
であると付け加えなければなりません。つまり、半分の人がこれ
より年上で、半分が若いです。そして、彼らの平均余命（出生
時）は何ですか？これは：78.8 年。人々はキプロスで住んでい
るところ？ここ：中央ニコシアで、南の主要都市に集中人口：
パフォス、リマソール、ラルナカ。 キプロスの大都市圏は、ニコシ
ア（資本）251,000（2014）です。

政府と経済のキプロス
キプロスの首都はニコシア（レフコシア/レフコサ）であり、政

府のタイプはキプロス共和国 - 大統領民主主義。北キプロス
共和国（自己宣言） - 準大統領民主主義です。行政部門 -
6地区; Ammochostos（Famagusta）; （トルコキプロス共同体に
位置する小さな部分を除いてすべて）、Keryneia（キレニア、ト
ルコキプロス共同体に完全に位置する唯一の地区）、ラルナカ
（トルコキプロス共同体に所在する小さな部族）、レフコシア（ニ
コシア;トルコ系キプロス人が管理する小さな部分）、レメソス（リ
マソール）、パフォス（パポス）。注：「TRNC」の5つの「地区」は、
ガジマグサ（Famagusta）、ギルネ（Kyrenia）、グゼリートゥール
（Morphou）、Iskele（Trikomo）、Lefkosa（Nicosia）を見てみま
しょう。 キプロスの経済に関して、重要な工業製品は観光、
食品および飲料加工、セメント、石膏、船の修理や改修、繊
維、光化学品、金属製品、木材、紙・土石製品製造業で
す。重要な農産物は柑橘類、野菜、大麦、ブドウ、オリーブ、
野菜; 家禽、豚肉、子羊; 乳製品、チーズのです。最も重要
な輸出商品は柑橘類、ジャガイモ、医薬品、セメント、衣類



であり、最も重要な輸出相手は、英国12％、ギリシャ
10.2％、スウェーデン6.9％、リベリア5.8％、リビア4.9％（2016）
です。最も重要な輸入商品は消費財、石油・潤滑油、機
械、輸送機器であり、最も重要な輸入相手はギリシャ18％、
ドイツ16.9％、中国7.7％、イタリア5.7％、英国5.5％、韓国
4.4％、フランス4％（2016年）です。どのくらい金持ちで、この国
の人口はどれくらい豊富ですか？ここで最も重要な数字は1人
当たりGDP（PPP）です：$36,600 (2017 推定)。 これは、生活
水準がここで良いことを意味します。これは、1人あたりの国内
総生産（Gross Domestic Product）を意味し、現地の財やサー
ビスの相対コストに関して再計算されることを意味します。もう
一つの重要な数字 - 貧困線以下の人口：未知の%。

キプロスの地図
 

我々は強くお勧めします



トップアドベンチャーゲーム：アリスと魔女のための改革

MapsGuides.com：あなたの旅行のための自由なガイド

チェコ

インデックス：大陸と国, 世界の地図
ここでは、チェコの地理、住民、政府、経済および歴史に

関するオンラインで選択された情報を見つけることができます。
選択された統計、全体図、チェコ - の詳細マップが含まれてい
ますが、ここでチェコの国旗から始めましょう：
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


チェコ - 概要：
チェコについて知っておくべきことは何ですか？これから始め

ましょう：第一次世界大戦の終結時に、旧オーストリア - ハン
ガリー帝国のチェコとスロヴァキアは合併してチェコスロバキアを
形成しました。戦時中、連邦制度を拒絶したことで、チェコの
新興国首脳は、スロバキア人、スーテェン・ドイツ人、ルテー
ニャ人（ウクライナ人）のような少数民族の要求を満たすことに
頻繁に戸惑っていた。第二次世界大戦の前夜、ナチス・ドイ
ツは今日チェコを構成する領土を占め、スロバキアはドイツと
同盟の独立国家となった。戦争の後、再会されたが切り捨て
られたチェコスロバキア（より小さいルテニア）がソビエト圏内に落
ちた。1968年に、ワルシャワ条約軍による侵略は、国家の指
導者が共産主義のルールを自由化し、チェコ共和国とスロバ
キアの2つの国家構成要素に非暴力的な「ベルベット離婚」を
起こしました。チェコ共和国は、1999年にNATOに、2004年に
欧州連合（EU）に加盟した.2016年にチェコ共和国へのショー
トフォーム名を変更した。チェコ共和国とスロバキアの2つの国
家構成要素に非暴力的な「ベルベット離婚」を起こしました。
チェコ共和国は、1999年にNATOに、2004年に欧州連合
（EU）に加盟した.2016年にチェコ共和国へのショートフォーム
名を変更した。

チェコの地理



地球上のどこにチェコがありますか？
この国の所在地は中欧、ドイツ、ポーランド、スロバキア、オー

ストリア間です。 チェコの総面積は78,867 km2であり、そのうち

77,247 km2は土地である。 だから、これは大きな国ではない。
国の地形はどうやって説明できますか？このように：西部のボヘ
ミアは、低山に囲まれた平野、丘、台地で構成されています。
東モラヴィアは非常に丘陵地帯で構成さ。 チェコの最下点は
ラベ（エルベ）川115メートル、最も高い点Snezka 1602メートル
です。気候は温帯、涼しい夏。寒く、曇り、湿気の多い冬で
す。

チェコの住人
チェコで住んでいる人の数を見てみましょう。番号は

10,674,723 (7/2017 推定)です。 だから、これはあまり大きな
人口ではありません。ここに住んでいる人は？ ）。 チェコの言
語は何ですか？ 。そして宗教：ロシアカトリック10.4％、プロテ
スタント（チェコ人兄弟とフッサイトを含む）1.1％、その他
54.4％、なし34.5％（2011年推定）。人々は平均して何歳で
すか？ 42.1 年。この数字は中央値であると付け加えなけれ
ばなりません。つまり、半分の人がこれより年上で、半分が若
いです。そして、彼らの平均余命（出生時）は何ですか？これ



は：78.8 年。人々はチェコで住んでいるところ？ここ：の分布を
示しているが、北部および東部地域の都市濃度は比較的高
い傾向にある。。 チェコの大都市圏は、プラハ（首都）1.314百
万人（2015年）です。

政府と経済のチェコ
チェコの首都はプラハであり、政府のタイプは議会共和国

です。行政部門 - 13の区域（kraje、単一のkraj）および1つの
首都（hlavniのmesto）; （南ボヘミア）、Jihocesky（南モラビア）、
Karlovarsky（カルロヴィ・ヴァリ）、Kralovehradecky（Hradec
Kralove）、Liberecky（リベレツ）、Moravskoslezsky（Moravia-
Silesia）、Olomoucky（Olomouc）、Pardubicky（Pardubice）、
Plzenskyを見てみましょう。 チェコの経済に関して、重要な工
業製品は、冶金、機械器具、ガラス、武器です。重要な農
産物は小麦、ジャガイモ、サトウダイコン、ホップ、果物; 豚肉、
鶏肉です。最も重要な輸出商品は機械輸送用機器、原材
料、燃料、化学品であり、最も重要な輸出相手はドイツ
32.4％、スロバキア8.4％、ポーランド5.8％、英国5.2％、フラ
ンス5.2％、イタリア4.3％、オーストリア4.2％（2016年）、です。
最も重要な輸入商品は機械・輸送機器、原材料や燃料、
化学薬品であり、最も重要な輸入相手はドイツ30.6パーセン
ト、ポーランド9.6％、中国7.5％、スロバキアは6.3％、オランダ
5.3％、イタリア4.1％（2016年）です。どのくらい金持ちで、この
国の人口はどれくらい豊富ですか？ここで最も重要な数字は1
人当たりGDP（PPP）です：$35,200 (2017 推定)。 これは、生
活水準がここで良いことを意味します。これは、1人あたりの国
内総生産（Gross Domestic Product）を意味し、現地の財や
サービスの相対コストに関して再計算されることを意味します。
もう一つの重要な数字 - 貧困線以下の人口：9.7% (2015 推



定)。
チェコの地図

 

我々は強くお勧めします



トップアドベンチャーゲーム：アリスと魔女のための改革

MapsGuides.com：あなたの旅行のための自由なガイド

デンマーク

インデックス：大陸と国, 世界の地図
ここでは、デンマークの地理、住民、政府、経済および歴

史に関するオンラインで選択された情報を見つけることができま
す。選択された統計、全体図、デンマーク - の詳細マップが含
まれていますが、ここでデンマークの国旗から始めましょう：
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


デンマーク - 概要：
デンマークについて知っておくべきことは何ですか？これから

始めましょう：一度バイキングの襲撃者の座席となった後、ヨー
ロッパの主要な大国であるデンマークは、ヨーロッパの一般的な
政治経済統合に参加している近代的で繁栄した国家に進
化しました。1949年にはNATO、1973年にはEEC（今はEU）
に加盟したが、欧州経済通貨同盟、欧州防衛協力、一定
の正義と問題に関するEUのマーストリヒト条約家事。

デンマークの地理

地球上のどこにデンマークがあります
か？この国の所在地はバルト海と北海に接する北ヨーロッパ、
ドイツ北部の半島（ユトランド）。いくつかの主要な島々
（Sjaelland、Fyn、およびBornholm）も含まれていますです。 デ

ンマークの総面積は43,094 km2であり、そのうち42,434 km2は
土地である。 だから、これは大きな国ではない。国の地形はど
うやって説明できますか？このように：平地から穏やかな平野ま
で。 デンマークの最下点はLammefjord -7 m、最も高い点
Mollehoj / Ejer Bavnehoj 171 mのです。気候はtemperate; 湿



気と曇り; マイルドで風が強い冬と涼しい夏です。

デンマークの住人
デンマークで住んでいる人の数を見てみましょう。番号は

5,605,948 (7/2017 推定)です。 だから、これはあまり大きな人
口ではありません。ここに住んでいる人は？ デンマーク（グリーン
ランド（主にイヌイット族）とフェロー諸島を含む）86.7％トルコ語
1.1％、その他12.2％（ポーランド語、シリア語、ドイツ語、イラ
ク語、ルーマニア語の最大のグループ）。 デンマークの言語は何
ですか？ デンマーク語、フェロー語、グリーンランド語（イヌイット
方言）、ドイツ語（少数民族）。そして宗教：ローマカトリック教
会、エホバの証人、セルビア正教会、ユダヤ教徒、バプテスト
教会、仏教徒が含まれています。）20％（2017年）。人々は
平均して何歳ですか？ 42.2 年。この数字は中央値であると
付け加えなければなりません。つまり、半分の人がこれより年
上で、半分が若いです。そして、彼らの平均余命（出生時）は
何ですか？これは：79.5 年。人々はデンマークで住んでいると
ころ？ここ：北海、スカゲラク、カテガット、およびバルト海へのア
クセスも良好で、人口密集地が特にコペンハーゲンで、沿岸
地域に沿ったものになる傾向があり、国の本土の東側。 デン
マークの大都市圏は、コペンハーゲン（資本金）1268000（
2015年）です。

政府と経済のデンマーク
デンマークの首都はコペンハーゲンであり、政府のタイプは

議会憲法君主制です。行政部門 - メトロポリタンデンマーク -
5地域（regioner、特異地域）; （中央ユトランド）、ノーユラン
（北ユトランド）、Sjelland（ジーランド）、Syddanmark（南デン
マーク）を見てみましょう。 デンマークの経済に関して、重要な



工業製品は鉄、鉄鋼、非鉄金属、化学薬品、食品加工、
機械、輸送用機器、繊維、衣料品、エレクトロニクス、建築、
家具やその他の木材製品、造船や改修、風車、医薬品、医
療機器です。重要な農産物は、大麦、小麦、ジャガイモ、テ
ンサイ、豚肉、乳製品; 魚のです。最も重要な輸出商品は機
械や機器、肉や肉製品、乳製品、魚、医薬品、家具やデザ
イン、風車であり、最も重要な輸出相手はドイツ16.3％、ス
ウェーデン11.9％、米国8.2％、英国6.5％、ノルウェー6.1％、
オランダ5.1％、中国4.4％（2016 ）です。最も重要な輸入商
品は機械設備、原材料、産業、化学薬品、穀物や食料
品、消費財のためのsemimanufacturesであり、最も重要な輸
入相手はドイツ21.4％、スウェーデン12.2％、オランダ8％、中
国7.3％、ノルウェー5.5％、英国4.2％（2016年）です。どのくら
い金持ちで、この国の人口はどれくらい豊富ですか？ここで最
も重要な数字は1人当たりGDP（PPP）です：$49,600 (2017
推定)。 これは、人々がここで平均的に富んでいることを意味
します。これは、1人あたりの国内総生産（Gross Domestic
Product）を意味し、現地の財やサービスの相対コストに関して
再計算されることを意味します。もう一つの重要な数字 - 貧
困線以下の人口：13.4% (2011 推定)。

デンマークの地図
 



我々は強くお勧めします



トップアドベンチャーゲーム：アリスと魔女のための改革

MapsGuides.com：あなたの旅行のための自由なガイド

ジブチ

インデックス：大陸と国, 世界の地図
ここでは、ジブチの地理、住民、政府、経済および歴史に

関するオンラインで選択された情報を見つけることができます。
選択された統計、全体図、ジブチ - の詳細マップが含まれてい
ますが、ここでジブチの国旗から始めましょう：
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


ジブチ  - 概要：
ジブチについて知っておくべきことは何ですか？これから始め

ましょう：ハッサン・グールド・アプトイドンは権威主義的な一国
家を設置し、1999年まで大統領を務めた。1990年代のアフ
アール族少数派の不安は2001年に終結した内戦を引き起こ
したアファール反政府勢力とソマリアのイッサ支配政府との間に
平和協定が結ばれている。1999年、ジブチの最初の多党大
統領選挙で、イスマイル・オマー・グエレが大統領に選出され
た。彼は2005年に第2期に再選され、憲法改正により任期を
延長し、2011年には第3期、2016年には第4期を開始するこ
とができました。ジブチは、紅海とアデン湾の交差点にある戦
略的な地理的位置を占め、東アフリカの高地への出入りや
ヨーロッパ、中東、アジア間の輸送に重要な輸送用ポータルと
して機能します。政府は、フランスとの長期的な関係を維持し
ており、その国には軍事的プレゼンスが強く、米国との強いつな
がりがある。ジブチは、米国が運営するCamp Lemonnierで、数
千人の米国武装勢力を派遣しています。

ジブチの地理

地球上のどこにジブチがありますか？



この国の所在地は東アフリカ、エデン湾と紅海の境界、エリトリ

アとソマリアの境界です。 ジブチの総面積は23,200 km2であ

り、そのうち23,180 km2は土地である。 だから、これは大きな
国ではない。国の地形はどうやって説明できますか？このよう
に：中央山脈で区切られた海岸平野と高原。 ジブチの最下
点はラックアサル-155メートル、最も高い点ムーサアリ2021メー
トルです。気候は砂漠; 炎熱、ドライです。

ジブチの住人
ジブチで住んでいる人の数を見てみましょう。番号は

865,267 (7/2017 推定)です。 そう多くの人がここに住んでいる
わけではありません。ここに住んでいる人は？ ソマリ60％、ア
ファール35％、その他5％（含んフランス語、アラブ、エチオピア、
およびイタリア語）。 ジブチの言語は何ですか？ 、フランス語
（公用語）、アラビア語（公式） 、ソマリ語、Afa。そして宗教：
94％イスラム教徒、キリスト教徒6％。人々は平均して何歳で
すか？ 23.9 年。この数字は中央値であると付け加えなけれ
ばなりません。つまり、半分の人がこれより年上で、半分が若
いです。そして、彼らの平均余命（出生時）は何ですか？これ
は：63.6 年。人々はジブチで住んでいるところ？ここ：で最も人
口密集地域は東にあります。最大の都市はジブチで、人口は
60万人を超えています。国の他の都市は50,000以上の総人
口がありません。 ジブチの大都市圏は、529000（2015）ジブチ
（資本）です。

政府と経済のジブチ
ジブチの首都はジブチであり、政府のタイプは半大統領共

和国です。行政部門 - 6つの地区（cercles、単数 - cercle）;
アリ・サビエ、アルタ、ディキル、ジブチ、オボック、Tadjourahを見



てみましょう。 ジブチの経済に関して、重要な工業製品はエチ
オピア39％、ソマリア17.8％、カタール9.4％、ブラジル9.1％、イ
エメン5.1％（2016年）の食品、飲料、輸送用機器の輸出、
建設、農業加工、出荷です。重要な農産物は果物、野菜、
ヤギ、ヒツジ、ラクダ、動物の皮です。最も重要な輸出商品は
再輸出、皮および皮、コーヒーの輸送、 、UAE 25.8％、フラン
ス16.4％、中国10.4％、サウジアラビア8.4％、エチオピア7％、
イエメン4.8％（2016年）であり、最も重要な輸出相手はです。
最も重要な輸入商品はであり、最も重要な輸入相手はで
す。どのくらい金持ちで、この国の人口はどれくらい豊富です
か？ここで最も重要な数字は1人当たりGDP（PPP）です：
$3,600 (2017 推定)。 これは非常に低い数値です。これは、1
人あたりの国内総生産（Gross Domestic Product）を意味し、
現地の財やサービスの相対コストに関して再計算されることを
意味します。もう一つの重要な数字 - 貧困線以下の人口：
23%。

ジブチの地図
 



我々は強くお勧めします

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199


トップアドベンチャーゲーム：アリスと魔女のための改革

MapsGuides.com：あなたの旅行のための自由なガイド

ドミニカ国

インデックス：大陸と国, 世界の地図
ここでは、ドミニカ国の地理、住民、政府、経済および歴

史に関するオンラインで選択された情報を見つけることができま
す。選択された統計、全体図、ドミニカ国 - の詳細マップが含
まれていますが、ここでドミニカ国の国旗から始めましょう：
 

ドミニカ国 - 概要：
ドミニカ国について知っておくべきことは何ですか？これから

始めましょう：ドミニカは、主にカリブ海軍の激しい抵抗のために
ヨーロッパ人が植民地化するカリブ諸島の最後の島でした。フ
ランスは独立後2年で1980年に、腐敗した政権政権がカリブ
の最初の女性首相であったメアリー・ユージニア・チャールズの
政権に取って代わったときに改善した、15年間在職していた。

http://mapsguides.com/


2017年9月18日、ハリケーン・マリアは島を渡り、構造物、道
路、通信、電力供給に大きな被害をもたらし、重要な農業
地帯を大部分破壊した。

ドミニカ国の地理

地球上のどこにドミニカ国があります
か？この国の所在地はカリブ海、カリブ海と北大西洋の間の
島、プエルトリコとトリニダード・トバゴの間の約半分です。 ドミ

ニカ国の総面積は751 km2であり、そのうち751 km2は土地で
ある。 だからこれはかなり小さい国です。国の地形はどうやって
説明できますか？このように：な火山起源の険しい山々。 ドミ
ニカ国の最下点はカリブ海0 m、最も高い点Morne Diablotins
1,447 mのです。気候は熱帯; 北東の貿易風によって調整さ
れた; 大規模です。

ドミニカ国の住人
ドミニカ国で住んでいる人の数を見てみましょう。番号は

73,897 (7/2017 推定)です。 そう多くの人がここに住んでいるわ
けではありません。ここに住んでいる人は？ 黒86.6％、混合
9.1％、先住民2.9％、他1.3％、不特定0.2％（2001年の推
定）。 ドミニカ国の言語は何ですか？ 英語（公用語）、フラン
ス語patois。そして宗教：ローマカトリック教徒61.4％、プロテス
タント28.6％（福音書6.7％、第七日の大礼拝堂6.1％、ペン
テコステス5.6％、バプテスト4.1％、メソジスト3.7％、教会
1.2％、その他1.2％）、ラスタファリア1.3％、エホバの証人1.2
（2001年推定）。人々は平均して何歳ですか？ 33.5 年。こ



の数字は中央値であると付け加えなければなりません。つま
り、半分の人がこれより年上で、半分が若いです。そして、彼
らの平均余命（出生時）は何ですか？これは：77.2 年。人々
はドミニカ国で住んでいるところ？ここ：人口は海岸沿いに集
中しており、約3分の1はセントジョージの教区に住んでいます。
ロゾーの首都周辺。火山内部がまばらに住んでいる。 ドミニカ
国の大都市圏は、ロゾー（首都）15,000（2014年）です。

政府と経済のドミニカ国
ドミニカ国の首都はロゾーであり、政府のタイプは議会共

和国です。行政部門 - 10教区。を見てみましょう。 ドミニカ国
の経済に関して、重要な工業製品は石鹸、ヤシ油、観光、コ
プラ、家具、セメントブロック、靴です。重要な農産物はバナ
ナ、柑橘類、マンゴー、根菜類、ココナッツ、ココアです。最も
重要な輸出商品はバナナ、石鹸、ベイ油、野菜、グレープフ
ルーツ、オレンジであり、最も重要な輸出相手はトリニダード・
トバゴ15.4％、ジャマイカ13.3％、サウジアラビア13％、セントク
リストファー・ネイビス11.8％、ガイアナ9.3％、バルバドス5.1％、
米国5.1％、アンティグア・バーブーダ、4.5％、4.1％（2016年）
エジプトです。最も重要な輸入商品は製造品、機械装置、
食品、化学品であり、最も重要な輸入相手は米国23.4％、
トリニダード・トバゴ18.1％、イタリア8.7％、英国5.4％（2016
年）です。どのくらい金持ちで、この国の人口はどれくらい豊富
ですか？ここで最も重要な数字は1人当たりGDP（PPP）です：
$12,000 (2017 推定)。 これはかなり良いです。これは、1人あ
たりの国内総生産（Gross Domestic Product）を意味し、現地
の財やサービスの相対コストに関して再計算されることを意味
します。もう一つの重要な数字 - 貧困線以下の人口：29%
(2009 推定)。



ドミニカ国の地図
 

我々は強くお勧めします



トップアドベンチャーゲーム：アリスと魔女のための改革

MapsGuides.com：あなたの旅行のための自由なガイド

ドミニカ共和国

インデックス：大陸と国, 世界の地図
ここでは、ドミニカ共和国の地理、住民、政府、経済およ

び歴史に関するオンラインで選択された情報を見つけることが
できます。選択された統計、全体図、ドミニカ共和国 - の詳
細マップが含まれていますが、ここでドミニカ共和国の国旗から
始めましょう：
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


ドミニカ共和国 - 概要：
ドミニカ共和国について知っておくべきことは何ですか？こ

れから始めましょう：ヨーロッパ人が到着する前のヒスパニョーラの
Taino - 先住民は島を5つの主義と領土に分けました。
Christopher Columbusは1492年に最初の航海で島を探検し、
主張した。それはカリブ海とアメリカ本土のスペイン征服の踏み
台になりました。1697年、スペインは1804年にハイチになった
島の西3分の1にフランスの支配権を認めました。その後、サン
ト・ドミンゴとして知られていた島の残りは、1821年に独立を得
ようとしたが、22年間、ハイチ人によって征服され統治された。
1861年、ドミニカ人は自発的にスペイン帝国に戻りましたが、2
年後には1865年に独立を回復させた戦争を開始しました。
不安定な、1962年に大統領に選出されたが、1963年に軍事
クーデターに就任した。1965年に、米国は中東の介入を率い
て、1962年に大統領に就任した。内戦はボッシュを回復させ
る蜂起によって引き起こされた。1966年、ホアキンバラゲアは
大統領選挙でボッシュを破った。バラゲア氏は、選挙結果の
国際的な反発が1996年の任期短縮を余儀なくされたとき、
今後30年間の大半の期間、権力を握っていた。その後、野
党候補が大統領選挙で優勝したという定期的な競争選挙が
行われた。元大統領レオネル・フェルナンデス・レイナ（1996
年〜2000年の最初の任期）は、大統領が複数の任期を務め
ることを可能にする憲法改正の後、2004年に新しい任期に選
出され、その後2年連続で再選されました。2012年、Danilo
Medina Sanchezが社長に就任しました。彼は2016年に再選さ



れました。
ドミニカ共和国の地理

地球上のどこにドミニカ共和国があ
りますか？この国の所在地はカリブ海、Hispaniolaの島の東の
2/3、カリブ海と北大西洋の間、ハイチの東です。 ドミニカ共和

国の総面積は48,670 km2であり、そのうち48,320 km2は土地
である。 だから、これは大きな国ではない。国の地形はどうやっ
て説明できますか？このように：肥沃な谷に散在する険しい高
原と山々。 ドミニカ共和国の最下点はLago Enriquillo -46 m、
最も高い点Pico Duarte 3,098 mです。気候はtropical
maritime; 季節的な温度変化はほとんどありません。雨量の季
節変動です。

ドミニカ共和国の住人
ドミニカ共和国で住んでいる人の数を見てみましょう。番号

は10,734,247 (7/2017 推定)です。 だから、これはあまり大き
な人口ではありません。ここに住んでいる人は？ 黒人
15.8％、白人13.5％、その他0.3％。 ドミニカ共和国の言語
は何ですか？ スペイン語（公用語）。そして宗教：ローマカトリッ
ク95％、その他5％。人々は平均して何歳ですか？ 28.1 年。
この数字は中央値であると付け加えなければなりません。つま
り、半分の人がこれより年上で、半分が若いです。そして、彼
らの平均余命（出生時）は何ですか？これは：78.3 年。人々
はドミニカ共和国で住んでいるところ？ここ：沿岸開発は、特に
人口密度が最も高い南部沿岸の平野とCibao渓谷では重要



である。（Cordillera Central）。 ドミニカ共和国の大都市圏は、
Santo Domingo（資本金）2.945百万人（2015年）です。

政府と経済のドミニカ共和国
ドミニカ共和国の首都はサントドミンゴであり、政府のタイ

プは大統領共和国です。行政部門 - 10地域領域、特異領
域）; Cibao Nordeste、Cibao Noroeste、Cibao Norte、Cibao
Sur、El Valle、Enriquillo、Higuamo、Ozama、Valdesia、Yumaを
見てみましょう。 ドミニカ共和国の経済に関して、重要な工業
製品は観光、砂糖加工、金鉱、織物、セメント、たば こ、電
気部品、医療機器です。重要な農産物は。金、銀、ココア、
砂糖、コーヒー、タバコ、肉類、牛肉、豚肉、乳製品、牛肉、
卵です。最も重要な輸出商品は消費財であり、最も重要な
輸出相手は米国47.3パーセント、ハイチ12％、カナダ7.8％、
インド6.2％（2016年）です。最も重要な輸入商品は、石油、
食料品、綿や織物、化学薬品、医薬品であり、最も重要な
輸入相手は、米国40.4パーセント、中国12.5％、メキシコ
5.2％（2016年）です。どのくらい金持ちで、この国の人口はど
れくらい豊富ですか？ここで最も重要な数字は1人当たり
GDP（PPP）です：$17,000 (2017 推定)。 これはかなり良いで
す。これは、1人あたりの国内総生産（Gross Domestic
Product）を意味し、現地の財やサービスの相対コストに関して
再計算されることを意味します。もう一つの重要な数字 - 貧
困線以下の人口：30.5% (2016 推定)。

ドミニカ共和国の地図
 



我々は強くお勧めします



トップアドベンチャーゲーム：アリスと魔女のための改革

MapsGuides.com：あなたの旅行のための自由なガイド

エクアドル

インデックス：大陸と国, 世界の地図
ここでは、エクアドルの地理、住民、政府、経済および歴

史に関するオンラインで選択された情報を見つけることができま
す。選択された統計、全体図、エクアドル - の詳細マップが含
まれていますが、ここでエクアドルの国旗から始めましょう：
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


エクアドル - 概要：
エクアドルについて知っておくべきことは何ですか？これから

始めましょう：現在、エクアドルは1533年にスペインが征服され
るまで、インカ帝国北部の一部を形成していました。キトは
1563年にスペインの植民地政府の座となり、1717年には新し
いグラナダの敵対勢力の一部となりました.Viceroyalty - New
Granada（Colombia） 、ベネズエラ、およびキト - は1819年から
1822年の間に独立を得て、グランコロンビアと呼ばれる連合を
結成しました。キトが1830年に撤退したとき、伝統的な名前
は "赤道共和国"に有利に変更された。1904年から1942年の
間、エクアドルは近隣諸国との一連の紛争で領土を失った。
1995年に発足したペルーとの国境争いは、1999年に解決され
た。エクアドルは2004年に30年にわたる民間ガバナンスを記録
したが、政治的不安定性によってこの期間は傷ついた。キトの
抗議は、エクアドルの3つの中期的な失業に寄与した。最後の
4人は民主的に選出された大統領です。2008年後半には、
独立採択以来、エクアドルの20番目の憲法が採択されまし
た。2017年4月に総選挙が行われ、投票者はレーニン・モレノ
大統領を選出した。

エクアドルの地理



地球上のどこにエクアドルがあります
か？この国の所在地は西南アメリカ、コロンビアとペルーの間の
赤道沿岸の太平洋に接するです。 エクアドルの総面積は

283,561 km2であり、そのうち276,841 km2は土地である。 これ
はかなり大きな国です。国の地形はどうやって説明できます
か？このように：海岸平野（コスタ）、アンデス半島中部高地
（シエラ）、平野から圧延東部ジャングル（オリエンテ）。 エクアド
ルの最下点は太平洋0 m、最も高い点チンボラソ6,267 mで
す。気候は沿岸沿いの熱帯雨林。アマゾンジャングル低地で
す。

エクアドルの住人
エクアドルで住んでいる人の数を見てみましょう。番号は

16,290,913 (7/2017 推定)です。 だから、これはあまり大きな
人口ではありません。ここに住んでいる人は？ メスティーゾ（混
合アメリジンとホワイト）71.9％、モンタビオ7.4％、アメリジン
7％、ホワイト6.1％、アフリカ系統4.3％、ムラット1.9％、黒
1％、その他0.4％（2010年）。 エクアドルの言語は何ですか？
スペイン語（カスティーリャ）93％ ）、ケチュア4.1％、他の先住
民0.7％、外国人2.2％。そして宗教：ローマカトリック74％、福
音10.4％、エホバの証人1.2％、その他6.4％（モルモン仏教、



ユダヤ教、スピリチュアル、イスラム教徒、ヒンズー教徒、先住
民族の宗教、アフリカ系アメリカ人の宗教、無神論者7.9％、
不可知論者0.1％。人々は平均して何歳ですか？ 27.7 年。
この数字は中央値であると付け加えなければなりません。つま
り、半分の人がこれより年上で、半分が若いです。そして、彼
らの平均余命（出生時）は何ですか？これは：77 年。人々は
エクアドルで住んでいるところ？ここ：、人口のほぼ半分がアン
デスのモンタンタン盆地と谷の内部に集中しており、西岸沿岸
にも大きな濃度が見られる。東の熱帯雨林はまばらに住んで
います。 エクアドルの大都市圏は、グアヤキルは27090000; キ
ト（首都）1726万（2015年）です。

政府と経済のエクアドル
エクアドルの首都はキトであり、政府のタイプは大統領で

す。行政部門 - 24州（州、州）アズワイ、ボリバー、カナール、
カルチョ、チンボラソ、コトパクシ、エルオロ、エスメラルダス、ガラ
パゴス、ガヤヤ、インバブラ、ロハ、ロスリオス、マナビ、モロナサン
ティアゴ、ナポ、オレリアナ、パスタザ、ピチェンチャ、サンタエレ
ナ、サントドミンゴデロスツァシラス、Sucumbios、Tungurahua、
Zamora-Chinchipeを見てみましょう。 エクアドルの経済に関し
て、重要な工業製品は石油、食品加工、繊維、木材製品、
化学品です。重要な農産物はバナナ、コーヒー、ココア、米、
ジャガイモ、キャッサバ（マニアック、タピオカ）、プランテインズ、サ
トウキビ; ウシ、ヒツジ、ブタ、牛肉、豚肉、乳製品; 魚、エビ;
バルサ材のです。最も重要な輸出商品は石油、バナナ、切り
花、エビ、カカオ、コーヒー、木材、魚であり、最も重要な輸出
相手は米国の32.3パーセントを、チリ6.8％、ベトナム6.6％、ペ
ルー5.6コロンビア4.8％、ロシア4.6％（2016）です。最も重要な
輸入商品は工業資材、燃料および潤滑油、耐久消費財で



あり、最も重要な輸入相手は米国23％、中国19％、コロンビ
ア8％、ブラジル4.2％（2016年）です。どのくらい金持ちで、この
国の人口はどれくらい豊富ですか？ここで最も重要な数字は1
人当たりGDP（PPP）です：$11,200 (2017 推定)。 これはかな
り良いです。これは、1人あたりの国内総生産（Gross
Domestic Product）を意味し、現地の財やサービスの相対コス
トに関して再計算されることを意味します。もう一つの重要な
数字 - 貧困線以下の人口：25.6% (12/2013 est)。

エクアドルの地図
 



我々は強くお勧めします

トップアドベンチャーゲーム：アリスと魔女のための改革

MapsGuides.com：あなたの旅行のための自由なガイド

エジプト

インデックス：大陸と国, 世界の地図
ここでは、エジプトの地理、住民、政府、経済および歴史

に関するオンラインで選択された情報を見つけることができま
す。選択された統計、全体図、エジプト - の詳細マップが含ま
れていますが、ここでエジプトの国旗から始めましょう：

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


 

エジプト - 概要：
エジプトについて知っておくべきことは何ですか？これから始

めましょう：ナイル川の年間洪水の規則性と豊かさは、砂漠の
東と西の半隔離と相まって、世界の偉大な文明の発展を可
能にしました。統一王国は紀元前3200年頃に起こり、一連
の王朝はエジプトで次の3年間にわたって支配されました。最
後のネイティブの王朝は341年にペルシア人に堕落し、ギリシャ
人、ローマ人、ビザンチン人に置き換えられました。7世紀にイ
スラムとアラビア語を導入し、6世紀に支配したのはアラブ人で
す。地元の軍隊であるMamluksは約1250人を支配し、1517
年にオスマントルコ人がエジプトを征服した後、支配を続けた。
1869年にスエズ運河が完成し、エジプトは重要な世界交通の
拠点となった。外見上、投資を保護するため、イギリスは1882
年にエジプト政府の支配権を握ったが、オスマン帝国に対する
名目忠誠は1914年まで続いた。1922年に英国から部分的に
独立して、エジプトは1952年に英国から完全な主権を獲得し
た。1971年のアスワンハイダムの完成と、ナセルはエジプトの農
業と生態学においてナイル川の古くからの変容を遂げました。
急速に成長する人口（アラブ世界で最大）、限られた耕地、ナ
イルへの依存は、すべて資源を浪費し続け、社会を強調し続
けています。政府は、経済改革と通信や物理インフラへの大
規模な投資を通じて、エジプトの人口需要を満たすことに苦
労している。2010年のチュニジア革命に触発されたエジプトの
野党グループは、デモと労働災害を全国的にリードし、2011年
のホスニムバラク大統領の大統領に達する。エジプト軍は、



2012年初めに新議会が開かれるまで、国家指導を前提とし
た。同年後半、モハメド・モルシが大統領選挙で優勝した。
Morsiの政府とムスリム同胞団に対する2013年春の間にしば
しば激しい抗議に続いて、エジプト軍は2013年7月にMorsiを
中止し、暫定大統領Adly Mansourと置き換えました。2014
年1月、投票者は国民投票による新しい憲法を承認し、
2014年5月にAbdelfattah Elsisi社長を選出しました。エジプト
は2012年以来初めての議会である2015年12月に新しい議
会を選出した。モハメド・モルシが大統領選挙で優勝した。
Morsiの政府とムスリム同胞団に対する2013年春の間にしば
しば激しい抗議に続いて、エジプト軍は2013年7月にMorsiを
中止し、暫定大統領Adly Mansourと置き換えました。2014
年1月、投票者は国民投票による新しい憲法を承認し、
2014年5月にAbdelfattah Elsisi大統領を選出した。エジプトは
2012年以来初めての議会である2015年12月に新しい議会を
選出した。モハメド・モルシが大統領選挙で優勝した。Morsi
の政府とムスリム同胞団に対する2013年春の間にしばしば激
しい抗議に続いて、エジプト軍は2013年7月にMorsiを中止
し、暫定大統領Adly Mansourと置き換えました。2014年1
月、投票者は国民投票による新しい憲法を承認し、2014年
5月にAbdelfattah Elsisi社長を選出しました。エジプトは2012
年以来初めての議会である2015年12月に新しい議会を選出
した。投票者は国民投票による新しい憲法を承認し、2014
年5月にAbdelfattah Elsisi大統領を選出した。エジプトは2012
年以来初めての議会である2015年12月に新しい議会を選出
した。投票者は国民投票による新しい憲法を承認し、2014
年5月にAbdelfattah Elsisi大統領を選出した。エジプトは2012
年以来初めての議会である2015年12月に新しい議会を選出



した。
エジプトの地理

地球上のどこにエジプトがあります
か？この国の所在地はリビアとガザ地区、そしてスーダン北部
の紅海に挟まれた北アフリカ、アジアのシナイ半島を含むです。

エジプトの総面積は1,001,450 km2であり、そのうち995,450
km2は土地である。 これはかなり大きな国です。国の地形はど
うやって説明できますか？このように：ナイル渓谷とデルタによっ
て中断広大な砂漠の高原。 エジプトの最下点はカッターラ低
地-133メートル、最も高い点マウントキャサリン2629メートルで
す。気候は砂漠、適度な冬と暑い、乾燥した夏です。

エジプトの住人
エジプトで住んでいる人の数を見てみましょう。番号は

97,041,072 (7/2017 推定)です。 だから、この国は世界で最も
人口の多い国の一つです。ここに住んでいる人は？ エジプト
人99.6％、その他の0.4％（2006年人口調査）。 エジプトの言
語は何ですか？ 教養授業で広く理解されているアラビア語
（公用語）、英語とフランス語。そして宗教：イスラム教徒（主に
スンニ派）90％、キリスト教徒（大多数のコプティック正教会、
他のキリスト教徒にはアルメニアの使徒、カトリック、マロン派、
および10％）聖公会（2015 EST）。。人々は平均して何歳で



すか？ 23.9 年。この数字は中央値であると付け加えなけれ
ばなりません。つまり、半分の人がこれより年上で、半分が若
いです。そして、彼らの平均余命（出生時）は何ですか？これ
は：73 年。人々はエジプトで住んでいるところ？ここ：人口の約
95％がナイル川とそのデルタの20キロ以内に住んでいます。国
の広大な地域はまばらに人口密度の高い、または無人の。 エ
ジプトの大都市圏は、カイロ（資本金）187.72百万のままであ
る。アレクサンドリア4.778百万人（2015年）です。

政府と経済のエジプト
エジプトの首都はカイロであり、政府のタイプは大統領共

和国です。行政部門 - 27の行政府（ムハファザト、単数 - ム
ハファザット）。アル・ダ・ビアリヤ、アル・バール・アル・アマル（紅
海）、アル・ブハイラ、アル・ファイヤム、アル・ガルビヤ、アル・イス
カンダリヤ（アレクサンドリア）、アル・イスマイリア（イスマイリア）、
アル・ジザ（ギザ）、アル・ミヌフィア、アル・ミニヤ、アルカイラーカイ
ロ）、Al Qalyubiyah、Al Uqsur（ルクソール）、Al Wadi Al
Jadid（ニューバレー）、As Suways（スエズ）、Ash Sharqiyah、
Aswan、Asyut、Bani Suwayf、Bur Sa'id（Port Said）、
Dumyat（Damietta） 、南シナイ（南シナイ）、カフル灰シェイク、
Matruhの、キナ、シャマルシーナ'（北シナイ）、スハジを見てみま
しょう。 エジプトの経済に関して、重要な工業製品は織物、
食品加工、観光、化学薬品、医薬品、炭化水素、建築、セ
メント、金属、光製品です。重要な農産物は綿、米、トウモロ
コシ、小麦、豆類、果物、野菜、牛、水牛、羊、山羊です。
最も重要な輸出商品は原油および石油製品、果物および野
菜、綿、金属製品、化学品、加工食品であり、最も重要な
輸出相手はUAE 12.5％、サウジアラビア7.7％、イタリア
6.5％、トルコ6.3％、英国4.6％、米国4.5％（2016年）、で



す。最も重要な輸入商品は機械設備、食品、化学品、木
材製品、燃料であり、最も重要な輸入相手は、中国
12.9％、ドイツ8.7％、米国5.3％、イタリア4.5％、トルコ
4.3％、サウジアラビア4.1％（2016年）です。どのくらい金持ち
で、この国の人口はどれくらい豊富ですか？ここで最も重要な
数字は1人当たりGDP（PPP）です：$13,000 (2017 推定)。 こ
れはかなり良いです。これは、1人あたりの国内総生産（Gross
Domestic Product）を意味し、現地の財やサービスの相対コス
トに関して再計算されることを意味します。もう一つの重要な
数字 - 貧困線以下の人口：25.2% (2011 推定)。

エジプトの地図
 



我々は強くお勧めします



トップアドベンチャーゲーム：アリスと魔女のための改革

MapsGuides.com：あなたの旅行のための自由なガイド

エルサルバドル

インデックス：大陸と国, 世界の地図
ここでは、エルサルバドルの地理、住民、政府、経済およ

び歴史に関するオンラインで選択された情報を見つけることが
できます。選択された統計、全体図、エルサルバドル - の詳細
マップが含まれていますが、ここでエルサルバドルの国旗から始
めましょう：
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


エルサルバドル - 概要：
エルサルバドルについて知っておくべきことは何ですか？これ

から始めましょう：エルサルバドルは1821年にスペインから、
1839年に中央アメリカ連邦から独立した。約75,000人の命を
奪う12年間の内戦は、政府と左派の反政府勢力が軍隊に
提供する条約に署名した1992年に閉鎖された政治改革など
が挙げられる。エルサルバドルは、世界で最も高い殺人率と広
範な犯罪集団の1つに悩まされています。

エルサルバドルの地理

地球上のどこにエルサルバドルがあり
ますか？この国の所在地はグアテマラとホンジュラスの間の北
太平洋に接する中央アメリカです。 エルサルバドルの総面積

は21,041 km2であり、そのうち20,721 km2は土地である。 だか
ら、これは大きな国ではない。国の地形はどうやって説明でき
ますか？このように：主に狭い沿岸帯と中央高原の山々。 エ
ルサルバドルの最下点は太平洋0 m、最も高い点Cerro El
Pital 2,730 mです。気候はtropical; 雨季（5月から10月）。乾
期（11月〜4月）。海岸の熱帯; 中高年では温帯であり、で
す。

エルサルバドルの住人
エルサルバドルで住んでいる人の数を見てみましょう。番号



は6,172,011 (7/2017 推定)です。 だから、これはあまり大きな
人口ではありません。ここに住んでいる人は？ メキシコ
86.3％、白12.7％、アメリアン0.2％（レンカ、カカウィラ、ナフア
ピピルを含む）、黒0.1％、その他0.6％（2007年基準）。 エル
サルバドルの言語は何ですか？ スペイン語（公式）、（いくつか
のアメリカインディアンの間で）Nawat。そして宗教：ローマカトリッ
ク50％、プロテスタント36％、その他2％、いずれも12％（2014
EST。）。人々は平均して何歳ですか？ 27.1 年。この数字は
中央値であると付け加えなければなりません。つまり、半分の
人がこれより年上で、半分が若いです。そして、彼らの平均余
命（出生時）は何ですか？これは：74.9 年。人々はエルサルバ
ドルで住んでいるところ？ここ：それは土地面積の中で最も小
さい国であるathough中央アメリカでは、エルサルバドルはベリー
ズより18倍大きい人口を持っています。人口の少なくとも20％
が海外に住んでいる。。 エルサルバドルの大都市圏は、サンサ
ルバドルの首都周辺で特に集中している全人口密度が高
い。サンサルバドール（首都）1.098百万人（2015年）です。

政府と経済のエルサルバドル
エルサルバドルの首都はSan Salvadoであり、政府のタイプ

は大統領共和国です。行政部門 - 14の部署
（departamentos、singular - departamento）;を見てみましょう。
エルサルバドルの経済に関して、重要な工業製品は食品加
工、飲料、石油、化学薬品、肥料、繊維、家具、軽金属で
す。重要な農産物はコーヒー、砂糖、トウモロコシ、米、豆、
油糧種子、綿、ソルガム。牛肉、乳製品です。最も重要な輸
出商品はオフショア組立輸出、コーヒー、砂糖、繊維およびア
パレル、エタノール、化学品、電気、であり、最も重要な輸出
相手は、グアテマラ13.5％、ニカラグア6.5％、コスタリカ



4.7％（2016年）です。最も重要な輸入商品は原材料、消費
財、資本財、燃料、食料品、石油、電力であり、最も重要な
輸入相手は米国37.9％、グアテマラ10.2％、中国8.8％、米
国48.3％、ホンジュラス14.2 ％ 、メキシコ7.6％、ホンジュラス
6.3％（2016年）です。どのくらい金持ちで、この国の人口はど
れくらい豊富ですか？ここで最も重要な数字は1人当たり
GDP（PPP）です：$8,900 (2017 推定)。 これはかなり低い数
字です。これは、1人あたりの国内総生産（Gross Domestic
Product）を意味し、現地の財やサービスの相対コストに関して
再計算されることを意味します。もう一つの重要な数字 - 貧
困線以下の人口：34.9% (2015 推定)。

エルサルバドルの地図
 



我々は強くお勧めします



トップアドベンチャーゲーム：アリスと魔女のための改革

MapsGuides.com：あなたの旅行のための自由なガイド

赤道ギニア

インデックス：大陸と国, 世界の地図
ここでは、赤道ギニアの地理、住民、政府、経済および歴

史に関するオンラインで選択された情報を見つけることができま
す。選択された統計、全体図、赤道ギニア - の詳細マップが
含まれていますが、ここで赤道ギニアの国旗から始めましょう：
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


赤道ギニア - 概要：
赤道ギニアについて知っておくべきことは何ですか？これか

ら始めましょう：赤道ギニアは190年のスペイン統治の後、1968
年に独立を得ました。本土領土と5つの居住島からなるアフリ
カで最も小さい国の一つです。マラボの首都は、ギニア湾のカメ
ルニア海岸線から約25kmのBioko島にあります。1968年から
1979年の間、独裁政権のFrancisco Macias Nguemaは、甥の
Teodoro Obiang Nguema Mbasogoがクーデターで罷免される
前に、政治的、経済的、社会的諸制度のすべてを事実上破
壊した。オビアン大統領は1979年10月以来支配し、2016年
に再選された。1991年以来名目上の憲法上の民主主義で
あったが、1996年以来の大統領選挙と立法選挙には一般的
に欠陥がある。大統領は政治体制をほぼ完全に支配し、政
治的な反対を防ぐ法的および官僚的な障壁を置いている。
赤道ギニアは、沖合いの大きな石油埋蔵量の発見により急
速な経済成長を遂げており、ここ数十年でサハラ以南アフリカ
の3番目に大きな石油輸出国になっています。近年の政府収
入の大幅な増加をもたらした石油生産からの経済的な暴落
にもかかわらず、世界の原油価格の下落は国家予算に重大
な負担をかける。赤道ギニアは、人口の生活水準の改善が限
られているにもかかわらず、経済の多様化と外国投資の増加
を追求し続けています。

赤道ギニアの地理



地球上のどこに赤道ギニアがありま
すか？この国の所在地は中央アフリカ、カメルーンとガボンの間
にあるビアフラの湾に接するです。 赤道ギニアの総面積は

28,051 km2であり、そのうち28,051 km2は土地である。 だか
ら、これは大きな国ではない。国の地形はどうやって説明でき
ますか？このように：沿岸の平野はいつも丘の中に上がりま
す。島々は火山。 赤道ギニアの最下点は大西洋0m、最も高
い点ピコバジレール3,008mです。気候はtropical; 湿気の多い
です。

赤道ギニアの住人
赤道ギニアで住んでいる人の数を見てみましょう。番号は

778,358 (7/2017 推定)です。 そう多くの人がここに住んでいる
わけではありません。ここに住んでいる人は？ 85.7％、ブビ
6.5％、ムドウ3.6％、Annobon 1.6％、Bujeba 1.1％、その他
1.4％（1994年の国勢調査）の5つの居住島778,358（2017年
7月）。 赤道ギニアの言語は何ですか？ スペイン語（公式）
67.6％、その他（フランス語（公式）、牙、Bubiを含む）
32.4％（1994年国勢調査）。そして宗教：名目キリスト教と主
にローマカトリック、異教徒の実践。人々は平均して何歳です
か？ 19.8 年。この数字は中央値であると付け加えなければ
なりません。つまり、半分の人がこれより年上で、半分が若いで



す。そして、彼らの平均余命（出生時）は何ですか？これは：
64.6 年。人々は赤道ギニアで住んでいるところ？ここ：30,000
人以上の大都市（本土のBata、Bioko島の首都Malabo）。小
さなコミュニティが本土に散在している5つの有人島。 赤道ギニ
アの大都市圏は、マラボ（資本）145,000（2014）です。

政府と経済の赤道ギニア
赤道ギニアの首都はマラボ。注：ジブロホの近くの本土に

は、オヤラの新しい首都が建てられています。マラボはBiokoで
あり、政府のタイプは大統領の共和国です。行政部門 - 7つ
の州（provincias、singular - provincia）;を見てみましょう。 赤道
ギニアの経済に関して、重要な工業製品は、timbe 石油、天
然ガス、製紙です。重要な農産物はコーヒー、カカオ豆、ビオ
コ・ノルテ、ビオコ・シュール、セントロ・シュル、キエ・ネム、リトラ
ル、、米、ヤマゴ、キャッサバ（manioc、タピオカ）、バナナ、パー
ム油ナッツ; 家畜; インド19.4％、中国13.5％、韓国13.2％、
スペイン12.3％、イタリア5.1％、オランダ5.1％、米国
4.1％（2016）石油です。最も重要な輸出商品は石油製品、
セクター機器、その他の機器、建材、車両米国23.3％、スペ
イン21.8％、中国12.8％（2016年）であり、最も重要な輸出
相手はです。最も重要な輸入商品はであり、最も重要な輸
入相手はです。どのくらい金持ちで、この国の人口はどれくらい
豊富ですか？ここで最も重要な数字は1人当たりGDP（PPP）
です：$34,900 (2017 推定)。 これは、生活水準がここで良い
ことを意味します。これは、1人あたりの国内総生産（Gross
Domestic Product）を意味し、現地の財やサービスの相対コス
トに関して再計算されることを意味します。もう一つの重要な
数字 - 貧困線以下の人口：44% (2011 推定)。

赤道ギニアの地図



 

我々は強くお勧めします



トップアドベンチャーゲーム：アリスと魔女のための改革

MapsGuides.com：あなたの旅行のための自由なガイド

エリトリア

インデックス：大陸と国, 世界の地図
ここでは、エリトリアの地理、住民、政府、経済および歴史

に関するオンラインで選択された情報を見つけることができま
す。選択された統計、全体図、エリトリア - の詳細マップが含ま
れていますが、ここでエリトリアの国旗から始めましょう：
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


エリトリア - 概要：
エリトリアについて知っておくべきことは何ですか？これから

始めましょう：国連は1941年にイタリアの植民地支配から独立
し、英国行政統制の10年後、1952年にエチオピア連邦内の
自治区としてエリトリアを設立した。エチオピアは10年後にエリト
リアを完全に併合し、30年間の激しい闘争を起こした。 1991
年にエリトリア人反乱軍が政府軍を敗北させて独立を終え
た。エリトリア人は1993年の国民投票で独立を圧倒的に承認
した。Isaias Afworkiは独立以来エリトリアの唯一の大統領と
なっている。彼のルールは、特に2001年以来、非常に独裁的
で抑圧的だった。彼の政府は、時には不定期の国家奉仕へ
の強制徴用プログラムを追求することによって、高度に軍事的
な社会を作り出した。1998年に噴火したエチオピアとの2年半
の国境戦争は、2000年12月に国連の後援で終了した。国
連の平和維持活動が確立され、25kmの臨時保安区域が監
視された。2003年4月に作成されたエリトリア・エチオピア境界
委員会（EEBC）は、「植民地条約（1900年、1902年、1908
年）と適用される国際法に基づいて植民地条約の境界を区
切り、2007年11月30日のEEBCは、エチオピアが1998〜2000
年の戦争の時代からエチオピアの軍隊を維持していたにもかか
わらず、バドメの町をエリトリアに割り当てて、国境を遠隔に画
定した。エリトリアは、2008年7月31日に国連が平和維持活
動を終了することを主張した。エリトリアはEEBCの「仮想境
界」決定を受け入れ、エチオピアに部隊を撤去するよう繰り返
し呼びかけた。エチオピアは境界決定を受け入れておらず、ど
ちらの当事者もその難局を解決するために有意義な対話を開



始していない。エリトリアは、地域の武装野党グループを支持
しているとの観点から、いくつかの国連安全保障理事会決議
（当初は2009年に改正され、毎年更新）の対象であり、特定
の個人に対する武器禁輸と旅行禁止および資産凍結を課し
ている。

エリトリアの地理

地球上のどこにエリトリアがあります
か？この国の所在地は東アフリカ、紅海に接する、ジブチと

スーダンの間です。 エリトリアの総面積は117,600 km2であり、

そのうち101,000 km2は土地である。 だから、これは大きな国
ではない。国の地形はどうやって説明できますか？このように：
エチオピア南北方向の高地の延長によって支配された西部の
丘陵と低地の半乾燥地帯であり、東に沿岸の砂漠平原、北
西の丘陵地帯、南西の平野から平野までの。 エリトリアの最
下点はのKululダナキル鬱病-75 m、最も高い点ソイラ3,018 m
です。気候は紅海沿岸の暑く乾燥した砂漠地帯。中央の高
地ではより涼しく湿っています（毎年6月から9月までの降雨量
は最大61cmです）。です。

エリトリアの住人
エリトリアで住んでいる人の数を見てみましょう。番号は

5,918,919 (7/2017 推定)です。 だから、これはあまり大きな人



口ではありません。ここに住んでいる人は？ 、ネラ）5％（2010
年の推定）。 エリトリアの言語は何ですか？ ティグリニャ（公
式）、アラビア語（公式）、英語（公式）、ティグレ、クナマ、アフ
アール、他のクシャティ語。そして宗教：ムスリム、コプティックキリ
スト教、ローマカトリック、プロテスタント。人々は平均して何歳
ですか？ 19.7 年。この数字は中央値であると付け加えなけれ
ばなりません。つまり、半分の人がこれより年上で、半分が若
いです。そして、彼らの平均余命（出生時）は何ですか？これ
は：65.2 年。人々はエリトリアで住んでいるところ？ここ：密度
はAsmara（首都）とKerenの都市とその周辺の中心部で最も
高い。北と南の。 エリトリアの大都市圏は、アスマラ（首都）
804,000（2015年）65.2です。

政府と経済のエリトリア
エリトリアの首都はAsmara（Asmera）であり、政府のタイプ

は大統領共和国です。行政部門 - 6地域（zobatat、singular -
zoba）;を見てみましょう。 エリトリアの経済に関して、重要な工
業製品は食品加工、飲料、衣類や繊維、軽工業、塩、セメ
ントです。重要な農産物はソルガム、レンズ豆、野菜、トウモ
ロコシ、綿花、タバコ、サイザル; 家畜、ヤギ; 魚のです。最も重
要な輸出商品は金などのミネラル、家畜、ソルガム、繊維、
食品、小さな産業が製造であり、最も重要な輸出相手は、
中国57.7％、インド21.9％、韓国4.9％、セルビア
4.2％（2016）です。最も重要な輸入商品は機械、石油製
品、食料品であり、最も重要な輸入相手は中国18.1％、
UAE15.4％、サウジアラビア13.7％、イタリア6.5％、トルコ
5.9％、ブラジル5.3％、ベルギー4.1％（2016年）です。どのくら
い金持ちで、この国の人口はどれくらい豊富ですか？ここで最
も重要な数字は1人当たりGDP（PPP）です：$1,400 (2017 推



定)。 これは非常に低い数値です。これは、1人あたりの国内
総生産（Gross Domestic Product）を意味し、現地の財やサー
ビスの相対コストに関して再計算されることを意味します。もう
一つの重要な数字 - 貧困線以下の人口：50% (2004 推
定)。

エリトリアの地図
 

我々は強くお勧めします



トップアドベンチャーゲーム：アリスと魔女のための改革

MapsGuides.com：あなたの旅行のための自由なガイド

エストニア

インデックス：大陸と国, 世界の地図
ここでは、エストニアの地理、住民、政府、経済および歴

史に関するオンラインで選択された情報を見つけることができま
す。選択された統計、全体図、エストニア - の詳細マップが含
まれていますが、ここでエストニアの国旗から始めましょう：
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


エストニア - 概要：
エストニアについて知っておくべきことは何ですか？これから

始めましょう：デンマーク、スウェーデン、ドイツ、ロシアの何世紀
にもわたって何世紀にもわたって、エストニアは1918年に独立
を達成した。1940年には強制的にソ連に編入され、米国や
他の多くの国ではソ連の崩壊と1991年の自由。エストニアは
1994年に最後のロシア軍が残って以来、西側諸国との経済
的・政治的関係を自由に推進してきた。2004年春にNATOと
EUに加盟し、2010年後半にOECDに正式に加盟し、2011年
1月1日にユーロを公的通貨として採用した。

エストニアの地理

地球上のどこにエストニアがあります
か？この国の所在地はバルト海とフィンランド湾に接する東
ヨーロッパ、ラトヴィアとロシアの間です。 エストニアの総面積は

45,228 km2であり、そのうち42,388 km2は土地である。 だか
ら、これは大きな国ではない。国の地形はどうやって説明でき
ますか？このように：湿地、低地; 丘陵南に、北のフラット。 エ
ストニアの最下点はバルト海0メートル、最も高い点スールムナ



マギ318メートルです。気候は海上; 湿った、適度な冬、涼し
い夏です。

エストニアの住人
エストニアで住んでいる人の数を見てみましょう。番号は

1,251,581 (7/2017 推定)です。 そう多くの人がここに住んでい
るわけではありません。ここに住んでいる人は？ エストニア68.7
パーセント、ロシア24.8％、ウクライナの1.7％、ベラルーシ1％、
フィン0.6％、その他1.6％、未指定の1.6％（2011 EST。）。 エ
ストニアの言語は何ですか？ エストニア語（公用語）68.5％、
ロシア語29.6％、ウクライナ語0.6％、その他1.2％、不特定
0.1％（2011年推定）。そして宗教：ルター派9.9％、正教
16.2％、他のキリスト教徒（メソジスト、第七日の大礼拝堂、
ローマカトリック、 ）、2.2％、その他0.9％、なし54.1％、不特
定16.7％（2011年推定）。人々は平均して何歳ですか？
42.7 年。この数字は中央値であると付け加えなければなりま
せん。つまり、半分の人がこれより年上で、半分が若いです。
そして、彼らの平均余命（出生時）は何ですか？これは：76.9
年。人々はエストニアで住んでいるところ？ここ：全体でほぼ均
等に分布し、都市部はより人口密度が高い。。 エストニアの
大都市圏は、タリン資本）391,000（2015年）です。

政府と経済のエストニア
エストニアの首都はタリンであり、政府のタイプは議会共和

国です。行政部門 - 15の郡（maakonnad、単数maakond）;
Harjumaa（タリン）、ヒーウマー（カルドラ）、イダ-Virumaa（ユフ
ヴィ）、Jarvamaa（パイデ）、Jogevamaa（ヨゲヴァ）、
Laanemaa（ハープサルー）、Laane-Virumaa（Rakvereの）、
Parnumaa（パルヌ）、Polvamaa（Polva）、Raplamaa （Rapla）、



Saaremaa（Kuressaare）、Tartumaa（Tartu）、
Valgamaa（Valga）、Viljandimaa（Viljandi）、Vorumaa（Voruを見
てみましょう。 エストニアの経済に関して、重要な工業製品は
料理、エンジニアリング、エレクトロニクス、木材および木製品、
繊維; 情報技術、テレコミュニケーションです。重要な農産物
は穀物、ジャガイモ、野菜; 家畜および乳製品; 魚です。最も
重要な輸出商品は機械および電気機器30％、食品および
飲料9％、鉱物燃料6％、木および木製品14％、卑金属
7％、家具および寝具11％、車両および部品3％、化学薬品
4％（2016 EST）であり、最も重要な輸出相手はスウェーデン
17.9％、フィンランド16％、ラトビア9.2％、ロシア6.5％、リトア
ニア6％、ドイツ5.9％、ノルウェー4.1％（2016）です。最も重要
な輸入商品は機械及び電気機器28％、鉱物性燃料11％、
食料および食料製品10であり、最も重要な輸入相手はフィン
ランド13％、ドイツ11％、リトアニア9％、スウェーデン8.3％、ラ
トビア8.2％、ポーランド7.2％、オランダ6.3％、ロシア5.7 ％、
自動車9％、化学製品8 ％ 、中国4.8％（2016年）です。ど
のくらい金持ちで、この国の人口はどれくらい豊富ですか？ここ
で最も重要な数字は1人当たりGDP（PPP）です：$31,500
(2017 推定)。 これは、生活水準がここで良いことを意味しま
す。これは、1人あたりの国内総生産（Gross Domestic
Product）を意味し、現地の財やサービスの相対コストに関して
再計算されることを意味します。もう一つの重要な数字 - 貧
困線以下の人口：21.3% (2015 推定)。

エストニアの地図
 



我々は強くお勧めします



トップアドベンチャーゲーム：アリスと魔女のための改革

MapsGuides.com：あなたの旅行のための自由なガイド

エチオピア

インデックス：大陸と国, 世界の地図
ここでは、エチオピアの地理、住民、政府、経済および歴

史に関するオンラインで選択された情報を見つけることができま
す。選択された統計、全体図、エチオピア - の詳細マップが含
まれていますが、ここでエチオピアの国旗から始めましょう：
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


エチオピア - 概要：
エチオピアについて知っておくべきことは何ですか？これから

始めましょう：アフリカ諸国の中でもユニークなエチオピアの古代
君主制は、1936-41年の短命イタリアの占領を除いて、植民
地支配からの自由を維持しました。1974年に、軍事政権、
Dergは、（1930年以来支配していた）Haile Selassie皇帝を廃
止し、社会主義国家を樹立した。血まみれのクーデター、蜂
起、大規模な干ばつ、そして大規模な難民問題によって勃
発したこの政権は、1991年にエチオピア人民革命民主戦線
の連合軍によって最終的に打倒された。憲法は1994年に採
択され、エチオピア初の多党選挙が1995年に行われた。1990
年代後半のエリトアとの国境争いは2000年12月に終結した。
2007年11月、Eritrea-Ethiopia Border Commission（EEBC）
は、事実上国境を画定し、その作業を完了したとして特定の
座標を出した。エチオピアはEEBCが座標を発行する任務を
超えて行動したと主張し、エチオピアはそれらを受け入れず、エ
リトリアに属しているとEEBCが宣言した以前に争われた地域
から撤退していない。2012年8月、長年にわたるメレス・ゼナ
ウィ首相の首相就任で死去し、首相ハイルマリ・デサレン
（Hailemariam Desalegn）副首相に代わった。

エチオピアの地理



地球上のどこにエチオピアがあります
か？この国の所在地は東アフリカ、ソマリア西部です。 エチオピ

アの総面積は1,104,300 km2であり、そのうち1 百万 km2は土
地である。 だからこれはかなり小さい国です。国の地形はどう
やって説明できますか？このように：中央山脈を大規模渓谷
で割った高原高地。 エチオピアの最下点はダナキル陥没-125
m、最も高い点Ras Dejen 4,550 mです。気候は幅広い地形
的変化を伴う熱帯モンスーンです。

エチオピアの住人
エチオピアで住んでいる人の数を見てみましょう。番号は

105,350,020です。 だから、この国は世界で最も人口の多い
国の一つです。ここに住んでいる人は？ オロモ34.4％、アムハ
ラ27％、ソマリア6.2％、ティグリー6.1％、シダマ4％、グレージ
2.5％、ウェルタ2.3％、ハディヤ1.7％、アフアール1.7％、ガモ
1.5オロミア（。 エチオピアの言語は何ですか？ オロミヤ州では
公用語）33.8％、アムハラ語（公用語）29.3％、ソマリア語（公
用語である） 6.2％、Tigrigna（Tigrinya）（Tigrinya）5.9％、
Sidamo 4％、Wolaytta 2.2％、Gurage 2％、Afar（アフアールの
公式作業言語）1.7 、ハディヤ1.7％、ガモ1.5％、ギデオ
1.3％、オフュオ1.2％、カファ1.1％、その他8.1％、英語（学校
で教えられる主要外国語）、アラビア語（2007年）。そして宗



教：エチオピア正教会43.5％、イスラム教徒33.9パーセント、プ
ロテスタント18.5％、従来の2.7％、カトリック教徒0.7％、その
他0.6％（2007年米国東部標準時刻。）。人々は平均して
何歳ですか？ 17.9 年。この数字は中央値であると付け加え
なければなりません。つまり、半分の人がこれより年上で、半分
が若いです。そして、彼らの平均余命（出生時）は何ですか？
これは：62.6 年。人々はエチオピアで住んでいるところ？ここ：
最高密度は、北部と中央部の高地で発見されました国の地
域、特に中央に位置する首都アディスアベバの周辺。極東お
よび南東はまばらに移入され。 エチオピアの大都市圏は、ア
ディスアベバ（首都）3238000（2015）です。

政府と経済のエチオピア
エチオピアの首都はアディスアベバであり、政府のタイプはの

連邦議会共和国です。行政部門 - 民族主義の9州（キロロ
ク、特異キル）と2つの自治行政（アステダデロク、単数のアスタ
ディダー）。アディス・アベバ（アディス・アベバ）、アファール、アマラ
（アムハラ）、ビンシャングル・グムズ、ディレダワ、ガンベラ・ヒズボ
（ガンベラ・ピープルズ）、ハレリ・ヒズブ（ハラリ・ピープルズ）、オロ
ミヤ（オロミア）、スメール（ソマリ）、ティグレー、イェ・デブブ・ビー
ロヒ・ビヘレボを見てみましょう。 エチオピアの経済に関して、重
要な工業製品はセメントです。重要な農産物は穀物、コー
ヒー、油糧種子、綿、サトウキビ、野菜、khat、切り花、隠す、
牛、羊、山羊。魚です。最も重要な輸出商品はコーヒー
（27％、値段）、油糧種子（17％）、カッティ（17％）、金
（18％）を含む食用野菜、食料品、飲料、繊維、皮革、衣料
品、（3％）、肉製品（3％）であり、最も重要な輸出相手は、
サウジアラビア9.6％、ドイツ8.5％、スイス7.5％、中国5.1％で
す。最も重要な輸入商品は（14％）、金属・金属製品



（14％）、電気材料（13％）、石油製品（12％）、自動車
（％）、UAE 4.9％、パキスタン4.4％（10％）、化学薬品と肥
料（4％）であり、最も重要な輸入相手は中国28.8％、米国
8％、インド6.7％、クウェート5％（2016年）です。どのくらい金
持ちで、この国の人口はどれくらい豊富ですか？ここで最も重
要な数字は1人当たりGDP（PPP）です：$2,100 (2017 推
定)。 これは非常に低い数値です。これは、1人あたりの国内
総生産（Gross Domestic Product）を意味し、現地の財やサー
ビスの相対コストに関して再計算されることを意味します。もう
一つの重要な数字 - 貧困線以下の人口：29.6% (2014 推
定)。

エチオピアの地図
 



我々は強くお勧めします



トップアドベンチャーゲーム：アリスと魔女のための改革

MapsGuides.com：あなたの旅行のための自由なガイド

フォークランド諸島

インデックス：大陸と国, 世界の地図
ここでは、フォークランド諸島の地理、住民、政府、経済お

よび歴史に関するオンラインで選択された情報を見つけること
ができます。選択された統計、全体図、フォークランド諸島 -
の詳細マップが含まれていますが、ここでフォークランド諸島の
国旗から始めましょう：
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


フォークランド諸島 - 概要：
フォークランド諸島について知っておくべきことは何ですか？

これから始めましょう：1592年に英国の航海士が最初に目撃
したが、最初の着陸（英語）は1690年の後半まで起こらず、
最初の居留地（フランス語）は1764年まで確立されなかった。
コロニーは2年後にスペインに渡されたその後、英国とスペイ
ン、そして英国とアルゼンチンの間で領土紛争の対象となって
います。英国は、1833年に海軍守備隊を設立して島への主
張を主張した。アルゼンチンは1982年4月2日に島を侵略し
た。英国は7週間後に襲撃され、敵対行為が終了し、アルゼ
ンチン軍が撤収された後、英国政府は再開した。英国がアル
ゼンチン諸島の支配権を放棄するようにアルゼンチンからの新
たな要請があったことに対応して、

フォークランド諸島の地理

地球上のどこにフォークランド諸島があ
りますか？この国の所在地は南部南アメリカ、南大西洋の
島々、南部のアルゼンチン南部から約500km東部です。

フォークランド諸島の総面積は12,173 km2であり、そのうち

12,173 km2は土地である。 だからこれはかなり小さい国です。



国の地形はどうやって説明できますか？このように：岩場、丘
陵、いくつかの沼地と山岳、起伏のある平原。 フォークランド
諸島の最下点は大西洋0メートル、最も高い点マウント
Usborne 705メートルです。気候は冷たい海洋; 強い西風、曇
り、湿気; 年の半分以上の日に雨が降る。平均年降水量は
スタンレーで60 cmです。通常、時折1月と2月を除く雪のすべ
ての年、が、が蓄積しないです。

フォークランド諸島の住人
フォークランド諸島で住んでいる人の数を見てみましょう。

番号は3,198です。 そう多くの人がここに住んでいるわけではあ
りません。ここに住んでいる人は？ 英国23.1％、ヘレニアン
7.5％、チリ4.6％、混合6％、その他8.5％、不特定2％（2016
年末）。 フォークランド諸島の言語は何ですか？ 英語89％、
スペイン語7.7％、その他3.3％（2006年基準） ）スタンリー・ス
タンレー（首都）2000年（2014年）77 .9年の間に住んでいるほ
とんどの住民が、非常に少人数であり、。そして宗教：クリス
チャン57.1％、その他1.6％、なし35.4％、不特定6％（2016
年末）。人々は平均して何歳ですか？ これは不明です。この
数字は中央値であると付け加えなければなりません。つまり、
半分の人がこれより年上で、半分が若いです。そして、彼らの
平均余命（出生時）は何ですか？これは：77.9。人々はフォー
クランド諸島で住んでいるところ？ここ：。 フォークランド諸島の
大都市圏は、です。

政府と経済のフォークランド諸島
フォークランド諸島の首都はであり、政府のタイプはです。

行政部門 - を見てみましょう。 フォークランド諸島の経済に関
して、重要な工業製品は魚および羊毛加工; 観光事業で



す。重要な農産物は飼料と野菜作物; 鹿、羊、乳製品; 魚、
イカのです。最も重要な輸出商品は羊毛、ハイド、肉、鹿
肉、魚、イカであり、最も重要な輸出相手はスペイン67.8％、
英国10％、ナミビア8.9％、米国7.2％（2016）です。最も重要
な輸入商品は燃料、飲食品、建材、衣類であり、最も重要
な輸入相手はイギリス68.8％、ギリシャ8.8％コートジボワール
6.7％、スペイン5.7％、オランダ4.8％（2016年）です。どのくら
い金持ちで、この国の人口はどれくらい豊富ですか？ここで最
も重要な数字は1人当たりGDP（PPP）です：$96,200 (2012
推定)。 これは、人々がここで平均的に富んでいることを意味
します。これは、1人あたりの国内総生産（Gross Domestic
Product）を意味し、現地の財やサービスの相対コストに関して
再計算されることを意味します。もう一つの重要な数字 - 貧
困線以下の人口：未知の%。

フォークランド諸島の地図
 



我々は強くお勧めします



トップアドベンチャーゲーム：アリスと魔女のための改革

MapsGuides.com：あなたの旅行のための自由なガイド

フェロー諸島

インデックス：大陸と国, 世界の地図
ここでは、フェロー諸島の地理、住民、政府、経済および

歴史に関するオンラインで選択された情報を見つけることがで
きます。選択された統計、全体図、フェロー諸島 - の詳細マッ
プが含まれていますが、ここでフェロー諸島の国旗から始めま
しょう：
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


フェロー諸島 - 概要：
フェロー諸島について知っておくべきことは何ですか？これか

ら始めましょう：フェロー諸島の人口は、9世紀に到着したバイ
キング入植者の大部分が派生しています。この島々は14世紀
からデンマークと政治的に結びついています。デンマークは正
義、防衛、外交を担当していたが、1948年にはフェロー諸島
に高度の自治権が与えられた。フェロー諸島はEUの一部では
ありません。

フェロー諸島の地理

地球上のどこにフェロー諸島がありま
すか？この国の所在地は北欧、ノルウェー海と北大西洋の間
のアイスランドとノルウェーの中間地点です。 フェロー諸島の総

面積は1,393 km2であり、そのうち1,393 km2は土地である。 だ
からこれはかなり小さい国です。国の地形はどうやって説明で
きますか？このように：険しい、岩が多い、いくつかの低い山。。
フェロー諸島の最下点は大西洋沿岸の大部分に沿った崖0
m、最も高い点Slaettaratindur 882 mです。気候は穏やかな
冬、涼しい夏。通常は曇っている。霧が強く、風が強い、で



す。

フェロー諸島の住人
フェロー諸島で住んでいる人の数を見てみましょう。番号は

50,730 (7/2017 推定)です。 そう多くの人がここに住んでいるわ
けではありません。ここに住んでいる人は？ フェロー諸島88％
（スカンジナビア語とアングロサクソン系）。 フェロー諸島の言語
は何ですか？ フェロー諸島93.8％（旧ノルウェー語）、デンマー
ク語3.2％、その他3％（2011年推定）。そして宗教：クリスチャ
ン89.3％（主に福音ルター派）、その他0.7％、1以上の宗教
0.2％、なし3.8％、不特定6％ 2011年の推定値）。人々は
平均して何歳ですか？ 37.6 年。この数字は中央値であると
付け加えなければなりません。つまり、半分の人がこれより年
上で、半分が若いです。そして、彼らの平均余命（出生時）は
何ですか？これは：80.5 年。人々はフェロー諸島で住んでいる
ところ？ここ：ストレイモイ島は人口の40％以上で最も人口が
多い。2番目に人口の多い島であるEysturoyの約2倍の住民
数を誇っています。有人島の7は、100未満の人を持っている。
フェロー諸島の大都市圏は、トルシャブン（資本）
21,000（2014）です。

政府と経済のフェロー諸島
フェロー諸島の首都はTorshavnであり、政府のタイプは議

会制民主主義（フェロー議会）。デンマーク王国の一部です。
行政部門 - なし（デンマーク王国の一部、デンマークの自治行
政局）米国政府が定義した第一次行政区分は存在しないが
を見てみましょう。 フェロー諸島の経済に関して、重要な工業
製品は釣り、魚の加工、観光、小型船の修理や改修、手工
芸品です。重要な農産物は、牛乳、ジャガイモ、野菜、羊、



鮭、ニシン、サバや他の魚のです。最も重要な輸出商品は魚
や魚製品（97％）（2017 EST。）であり、最も重要な輸出相
手は、英国17.8％、ロシア17.3％、ドイツ9.8％、中国9.2％、
デンマーク6.5％、米国6％、スペイン4.8％、ポーランド4.3 デン
マーク26.6％、ドイツ10.7％、中国10.6％、ノルウェー10.2％、
ポーランド6.2％、アイルランド5％、チリ4.2 ％（2016年）ので
す。最も重要な輸入商品は家庭消費、機械および輸送機
器、燃料、原材料および半製品の製品であり、最も重要な
輸入相手は％（2016）です。どのくらい金持ちで、この国の人
口はどれくらい豊富ですか？ここで最も重要な数字は1人当た
りGDP（PPP）です：$40,000 (2014 推定)。 これは、生活水準
がここで良いことを意味します。これは、1人あたりの国内総生
産（Gross Domestic Product）を意味し、現地の財やサービス
の相対コストに関して再計算されることを意味します。もう一つ
の重要な数字 - 貧困線以下の人口：4.2% (2012 推定)。

フェロー諸島の地図
 



我々は強くお勧めします



トップアドベンチャーゲーム：アリスと魔女のための改革

MapsGuides.com：あなたの旅行のための自由なガイド

フィジー

インデックス：大陸と国, 世界の地図
ここでは、フィジーの地理、住民、政府、経済および歴史

に関するオンラインで選択された情報を見つけることができま
す。選択された統計、全体図、フィジー - の詳細マップが含ま
れていますが、ここでフィジーの国旗から始めましょう：
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


フィジー - 概要：
フィジーについて知っておくべきことは何ですか？これから始

めましょう：フィジーは英国植民地としてほぼ一世紀後に1970
年に独立した。民主党のルールは、インドのコミュニティ（19世
紀に英国によってイギリスにもたらされた契約労働者の子孫）
によって支配されているとの政府の懸念から、1987年の2つの
軍事クーデターによって中断された。フィジーのネイティブメラネ
シア人支配権を固めたクーデターと1990年の憲法は、インド人
の移住を重くした。人口減少は経済的困難を招いたが、メラ
ネシア人が多数となったことを保証した。1997年に制定された
新しい憲法はより平等であった。1999年の自由で平和的な
選挙はインドフィジーに支配された政府をもたらしたが、2000
年の民間主導のクーデターは政治混乱の長期化を招いた。
2001年に行われた議会選挙でフィジーはライゼニア・カレーゼ
首相率いる民主的に選出された政府を与えた。2006年5月
に再選され、2006年12月に軍事クーデターで首相に就任した
が、2007年1月に暫定首相に就任した。何年もの政治的混
乱の後、2014年9月に長時間立法立法が採択され、国際的
なオブザーバーによって「信頼できる」とみなされ、結果としてベ
ニマラマが再選された。

フィジーの地理

地球上のどこにフィジーがあります



か？この国の所在地はオセアニア、南太平洋の島群、ハワイ
からニュージーランドへの道の約3分の2です。 フィジーの総面

積は18,274 km2であり、そのうち18,274 km2は土地である。 だ
からこれはかなり小さい国です。国の地形はどうやって説明で
きますか？このように：が主に火山起源の山々である。。 フィ
ジーの最下点は太平洋0 m、最も高い点Tomanivi 1,324 mの
です。気候は熱帯海洋; わずかな季節的な気温の変動で
す。

フィジーの住人
フィジーで住んでいる人の数を見てみましょう。番号は

920,938 (7/2017 推定)です。 そう多くの人がここに住んでいる
わけではありません。ここに住んでいる人は？ iTaukei 56.8％
（ポリネシア人の混血が主流のメラネシア人）、インド人
37.5％、ロトマン人1.2％、その他4.5％（ヨーロッパ人、ヨーロッ
パ人、その他の太平洋諸島人、中国人）。 フィジーの言語は
何ですか？ 英語（公式）、フィジー（公式）、ヒンドゥスター
ニー。そして宗教：プロテスタント45％（メソジスト34.6％、議会
は神の5.7％、セブンスデーアドベンティスト3.9％、および聖公
会0.8％）、ヒンズー教の27.9パーセント、他のキリスト教
10.4％、ローマカトリック9.1％ （2007 EST）、イスラム教6.3％、
シーク教0.3％、その他0.3％、なし0.8％。人々は平均して何
歳ですか？ 28.9 年。この数字は中央値であると付け加えな
ければなりません。つまり、半分の人がこれより年上で、半分が
若いです。そして、彼らの平均余命（出生時）は何ですか？こ
れは：73 年。人々はフィジーで住んでいるところ？ここ：、人口
の約70％は、ビチレブ島の島に住んでいます。人口のおよそ半
分は都市部に住んでいる。 フィジーの大都市圏は、



SUVA（首都）176,000（2014年）です。
政府と経済のフィジー
フィジーの首都はスバ（ビティレブ島）であり、政府のタイプは

議会共和国です。行政部門 - 14州と1つの依存関係。バ、ブ
ア、カカデロブ、カダブ、ラウ、ロマビティ、マクアタ、ナドロガ、ナボ
サ、ナタシリ、ナモシ、ラ、リワ、ロトゥマ、セルア、タイルブを見て
みましょう。 フィジーの経済に関して、重要な工業製品は観
光、砂糖加工、衣類、コプラ、金、銀、木材、小さな家内工
業です。重要な農産物はサトウキビ、ココナッツ、キャッサバ
（キャッサバ、タピオカ）、米、サツマイモ、バナナ、ウシ、ブタ、ウ
マ、ヤギ; 魚のです。最も重要な輸出商品は、砂糖、衣料
品、金、木材、魚、糖蜜、ココナッツ油、ミネラルウォートであ
り、最も重要な輸出相手は米国21.8パーセント、オーストラリ
ア18.1％ 、ニュージーランド8.5％、中国6.2％、トンガ5.1％、
バヌアツ5.1％、英国4.5％、キリバス4.1％（2016）です。最も
重要な輸入商品は製造品、機械および輸送機器、石油製
品、食品、化学品であり、最も重要な輸入相手はNZ
17.1％、オーストラリア17％、シンガポール15.1％、中国
15％、日本6.7％（2016年）です。どのくらい金持ちで、この国
の人口はどれくらい豊富ですか？ここで最も重要な数字は1人
当たりGDP（PPP）です：$9,900 (2017 推定)。 これはかなり低
い数字です。これは、1人あたりの国内総生産（Gross
Domestic Product）を意味し、現地の財やサービスの相対コス
トに関して再計算されることを意味します。もう一つの重要な
数字 - 貧困線以下の人口：31% (2009 推定)。

フィジーの地図
 



我々は強くお勧めします



トップアドベンチャーゲーム：アリスと魔女のための改革

MapsGuides.com：あなたの旅行のための自由なガイド

フィンランド

インデックス：大陸と国, 世界の地図
ここでは、フィンランドの地理、住民、政府、経済および歴

史に関するオンラインで選択された情報を見つけることができま
す。選択された統計、全体図、フィンランド - の詳細マップが
含まれていますが、ここでフィンランドの国旗から始めましょう：
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


フィンランド  - 概要：
フィンランドについて知っておくべきことは何ですか？これから

始めましょう：フィンランドは、第12〜19世紀スウェーデン下の
大公国であり、1809年以降、ロシアの自治大公国であった。
1917年に完全独立した。第2次世界大戦中、フィンランドは
ドイツとの協力を通じて、ソ連によるその後の侵略に抵抗した
が、領土の一部が失われた。続く半世紀に、フィンランドは農
業/林業から多様化した近代産業経済に変わりました。一人
当たりの収入は西ヨーロッパで最も高いです。1995年以来の
EU加盟国であるフィンランドは、1999年1月の初めにユーロ単
一通貨に加わる唯一の北欧国家であった.21世紀において、
フィンランド近代福祉国家の重要な特徴は、質の高い教育、

フィンランドの地理

地球上のどこにフィンランドがありま
すか？この国の所在地は北欧、スウェーデンとロシアの間で、
バルト海、ボスニア湾に隣接し、フィンランド湾です。 フィンラン

ドの総面積は338,145 km2であり、そのうち303,815 km2は土
地である。 これはかなり大きな国です。国の地形はどうやって



説明できますか？このように：湖と低地に点在する平野に平ら
な平野にはほとんどなく、60,000以上の湖がある。 フィンランド
の最下点はバルト海0 m、最も高い点ハルティ（Haltia、
Haltitunturi、Haltiatunturi ）1,328 mのです。気候は寒温帯。潜
在的に亜寒帯であるが、北大西洋流域、バルト海の影響を
緩和するために比較的温和であり、比較的穏やかで、です。

フィンランドの住人
フィンランドで住んでいる人の数を見てみましょう。番号は

5,518,371 (7/2017 推定)です。 だから、これはあまり大きな人
口ではありません。ここに住んでいる人は？ フィンランド
93.4％、スウェーデン5.6％、ロシア0.5％、エストニア0.3％、ロ
マニ0.1％、サミ0.1％（2006年）。 フィンランドの言語は何です
か？ フィンランド（公式）88.3％、スウェーデン（公式）5.3％、ロ
シア1.4％、その他5％（2016年est 。）。そして宗教：ルター派
72％、正教会、不特定1.1％、その他1.6％、25.3パーセント
（2016 EST）。。人々は平均して何歳ですか？ 42.5 年。この
数字は中央値であると付け加えなければなりません。つまり、
半分の人がこれより年上で、半分が若いです。そして、彼らの
平均余命（出生時）は何ですか？これは：81 年。人々はフィ
ンランドで住んでいるところ？ここ：人々の大半は南にありま
す。北の内陸部はまばらに残っている。。 フィンランドの大都市
圏は、ヘルシンキ（首都）は118万人（2015年）です。

政府と経済のフィンランド
フィンランドの首都はヘルシンキであり、政府のタイプは議

会共和国です。行政部門 - 19地域（maakunnat、singular -
maakunta（フィンランド語）、landskapen、singular -
landskapet（スウェーデン語））; Aland（スウェーデン語）、



Ahvenanmaa（フィンランド語）; Etela-Karjala（フィンランド語）、
Sodra Karelen（スウェーデン語）[South Karelia]; Etela-
Pohjanmaa（フィンランド語）、Sodra Osterbotten（スウェーデン
語）[South Ostrobothnia]; Etela-Savo（フィンランド語）、Sodra
Savolax（スウェーデン語）[South Savo]; Kanta-Hame（フィンラン
ド語）、Egentliga Tavastland（スウェーデン語）; Kainuu（フィンラ
ンド語）、Kajanaland（スウェーデン語）。Keski-Pohjanmaa（フィ
ンランド語）、Mellersta Osterbotten（スウェーデン語）[Central
Ostrobothnia]; Keski-Suomi（フィンランド）、Mellerstaフィンラン
ド（スウェーデン）[Central Finland]; Kymenlaakso（フィンランド
語）、Kymmenedalen（スウェーデン語）; ラッピ（フィンランド語）、
ラップランド（スウェーデン語）; Paijat-Hame（フィンランド語）、
Paijanne-Tavastland（スウェーデン語）; Pirkanmaa（フィンランド
語）、Birkaland（スウェーデン語）[タンペレ]; Pohjanmaa（フィンラ
ンド語）、Osterbotten（スウェーデン語）[Ostrobothnia]; Pohjois-
Karjala（フィンランド語）、Norra Karelen（スウェーデン語）
[North Karelia]; Pohjois-Pohjanmaa（フィンランド語）、Norra
Osterbotten（スウェーデン語）[North Ostrobothnia]; Pohjois-
Savo（フィンランド語）、Norra Savolax（スウェーデン語）[North
Savo]; Satakunta（フィンランド語とスウェーデン語）;
Uusimaa（フィンランド語）、Nyland（スウェーデン語）[Newland];
Varsinais-Suomi（フィンランド）、Egentligaフィンランド（スウェーデ
ン）[南西フィンランド]を見てみましょう。 フィンランドの経済に関
して、重要な工業製品は金属、金属製品、電子機器、機
械、科学機器、造船、パルプ・紙、食品、化学、繊維、衣料
品です。重要な農産物は、大麦、小麦、テンサイ、ジャガイ
モ、乳牛; 魚のです。最も重要な輸出商品は電気的および光
学機器、機械、輸送機器、紙・パルプ、化学薬品、基本的



な金属; timbeであり、最も重要な輸出相手はドイツ13.1％、
スウェーデン10.6％、米国7.6％、オランダ6.7％、ロシア5.7％、
中国5.2％、英国4.8％（2016年）です。最も重要な輸入商
品は、食料品、石油および石油製品、化学品、輸送機器、
鉄鋼、機械、コンピュータ、電子工業製品、繊維糸および繊
維、穀物であり、最も重要な輸入相手はドイツ16.9％、ス
ウェーデン16.1％、ロシア11.1％、オランダ8.6％（2016年）で
す。どのくらい金持ちで、この国の人口はどれくらい豊富です
か？ここで最も重要な数字は1人当たりGDP（PPP）です：
$44,000 (2017 推定)。 これは、人々がここで平均的に富んで
いることを意味します。これは、1人あたりの国内総生産
（Gross Domestic Product）を意味し、現地の財やサービスの
相対コストに関して再計算されることを意味します。もう一つの
重要な数字 - 貧困線以下の人口：未知の%。

フィンランドの地図
 





我々は強くお勧めします

トップアドベンチャーゲーム：アリスと魔女のための改革

MapsGuides.com：あなたの旅行のための自由なガイド

フランス

インデックス：大陸と国, 世界の地図
ここでは、フランスの地理、住民、政府、経済および歴史

に関するオンラインで選択された情報を見つけることができま
す。選択された統計、全体図、フランス - の詳細マップが含ま
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れていますが、ここでフランスの国旗から始めましょう：
 

フランス - 概要：
フランスについて知っておくべきことは何ですか？これから始

めましょう：フランスは今日、世界で最も近代的な国の一つで
あり、欧州諸国の中でもリーダーです。国連安全保障理事
会、NATO、G-7、G-20、EU、その他の多国間機関の常任
理事国として重要な役割を果たしています。フランスは、
NATOのフランス軍をNATOから撤退させる1966年のDE
Gaulleの決定を逆転させ、2009年にNATOの統合された軍事
指令構造に再加入した。1958年以来、それはより早く、より
純粋に議会政権で経験された不安定に抵抗するハイブリッド
大統領 - 議会の統治システムを構築した。ここ数十年、ドイ
ツとの和解と協力は、1999年1月のユーロの共通通貨の導入
を含む、欧州の経済統合の中心であることが証明されまし
た.21世紀初頭、

フランスの地理

地球上のどこにフランスがあります
か？この国の所在地はベルギーとスペイン、イギリスの南東にあ



るBiscay湾と英国流路に接する西ヨーロッパ。イタリアとスペイン

の地中海に接するです。 フランスの総面積は643,801 km2;
551,500 km2 (metropolitan France)であり、そのうち640,427
km2; 549,970 km2 (metropolitan France)は土地である。 これ
はかなり大きな国です。国の地形はどうやって説明できます
か？このように：平野や緩やかな丘陵地帯とも呼ばれます。残
りは山岳地帯で、特に南にピレネー山脈、東にはアルプス。 フ
ランスの最下点はローヌ川デルタ-2 m、最も高い点モンブラン
4,810 mです。気候は一般的に涼しい冬と穏やかな夏が、地
中海沿岸の穏やかな冬と暑い夏。時には寒冷で乾燥した北
西風で、北西の霧の多いです。

フランスの住人
フランスで住んでいる人の数を見てみましょう。番号は

67,106,161です。 とてもたくさんの人がここに住んでいます。こ
こに住んでいる人は？ ケルト語とラテン語（チュートン語、スラ
ブ語、北アフリカ、インドシナ系、バスク語、少数民族、。 フラ
ンスの言語は何ですか？ フランス語（公用語）100％、地域方
言辞退（プロバンス、ブルトン、アルザス、コルシカ人、カタロニア
語、バスク語、フランダース語、オック語、ピカード語）。そして宗
教：キリスト教徒（圧倒的にローマカトリック教徒）63-66％、ム
スリム7-9％、仏教徒0.5-0.75％、ユダヤ人0.5-0.75％その他
0.5-1.0％、なし23-28％。人々は平均して何歳ですか？
41.4 年。この数字は中央値であると付け加えなければなりま
せん。つまり、半分の人がこれより年上で、半分が若いです。
そして、彼らの平均余命（出生時）は何ですか？これは：81.9
年。人々はフランスで住んでいるところ？ここ：人口の多くは北
と南東に集中している。全国には多くの都市集積地がありま



すが、パリは最大の都市であり、リヨンは第2位の。 フランスの
大都市圏は、パリ（首都）に1088.3万人にランクされています。
リヨンは160万人。マルセイユ=エックス・アン・プロヴァンス= 1605
万; リール10270000; ニース - カンヌ967,000; トゥールーズ
938,000（2015年）です。

政府と経済のフランス
フランスの首都はパリであり、政府のタイプは準大統領共

和国です。行政部門 - 18の領域（領域、特異領域）。（ブル
ゴーニュフリーカウンティー）、ブルターニュ（ブルターニュ）、セン
ター・ヴァル・ドゥ・ロワール（中央ロワール渓谷）、コルシカ島（コ
ルシカ島）、グラン・イースト（グランド・イースト）、グアドループ、
グイヤン（フランスのギアナ）、オットーフランス（上海）、マルティ
ニーク島、マヨット、ノルマンディー（ノルマンディー）、ヌーベル・ア
キテーヌ（ニュー・アキテーヌ）、オクラティエ（オクシタン）、ペイ・
ド・ラ・ロワールロワール）、プロヴァンス=アルプ=コート・ダジュー
ル、レユニオンを見てみましょう。 フランスの経済に関して、重
要な工業製品は機械、化学、自動車、冶金、航空機、エレ
クトロニクス; テキスタイル、食品加工; 観光です。重要な農産
物は、小麦、穀物、砂糖大根、ジャガイモ、ワイン用ブドウ;
牛肉、乳製品; 魚です。最も重要な輸出商品は機械、輸送
用機器、航空機、プラスチック、化学品、医薬品、鉄鋼、飲
料であり、最も重要な輸出相手はドイツ16％、スペイン
7.6％、米国7.3％、イタリア7.2％、英国7％、ベルギー6.8％ド
イツ19.3％、ベルギー10.6％、オランダ7.9％、スペイン7.8％、
スペイン7％、米国5.8％、中国5.1％、英国4.2％（2016 年）
のです。最も重要な輸入商品は機械および装置、車両、原
油、航空機、であり、最も重要な輸入相手は）です。どのくら
い金持ちで、この国の人口はどれくらい豊富ですか？ここで最



も重要な数字は1人当たりGDP（PPP）です：$43,600 (2017
推定)。 これは、人々がここで平均的に富んでいることを意味
します。これは、1人あたりの国内総生産（Gross Domestic
Product）を意味し、現地の財やサービスの相対コストに関して
再計算されることを意味します。もう一つの重要な数字 - 貧
困線以下の人口：14% (2013 推定)。

フランスの地図
 

我々は強くお勧めします



トップアドベンチャーゲーム：アリスと魔女のための改革

MapsGuides.com：あなたの旅行のための自由なガイド

フランス領ポリネシア

インデックス：大陸と国, 世界の地図
ここでは、フランス領ポリネシアの地理、住民、政府、経済

および歴史に関するオンラインで選択された情報を見つけるこ
とができます。選択された統計、全体図、フランス領ポリネシア
- の詳細マップが含まれていますが、ここでフランス領ポリネシア
の国旗から始めましょう：
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フランス領ポリネシア - 概要：
フランス領ポリネシアについて知っておくべきことは何です

か？これから始めましょう：フランス人は、19世紀にポリネシアの
様々な島々のグループを編成しました。1995年9月、フランス
は3年間のモラトリアムの後にムルロア環礁の核実験を再開す
ることで広範な抗議行動を起こした。試験は1996年1月に中
止された。近年、フランス領ポリネシアの自治はかなり拡大され
ている。

フランス領ポリネシアの地理

地球上のどこにフランス領ポリネシア
がありますか？この国の所在地はオセアニア、南米とオーストラ
リアの中間地点で南太平洋の5つの群島（Archipel des
Tuamotu、Iles Gambier、Iles Marquises、Iles Tubuai、ソシエテ

諸島）です。 フランス領ポリネシアの総面積は4,167 km2 (118
islands and atolls; 67 are inhabited)であり、そのうち3,827 km2は
土地である。 だからこれはかなり小さい国です。国の地形はど
うやって説明できますか？このように：険しい高地と珊瑚礁のあ
る低地の混合物。 フランス領ポリネシアの最下点は太平洋0
m、最も高い点Mont Orohena 2,241 mです。気候は熱帯、し
かしです。



フランス領ポリネシアの住人
フランス領ポリネシアで住んでいる人の数を見てみましょう。

番号は287,881 (7/2017 推定)です。 そう多くの人がここに住
んでいるわけではありません。ここに住んでいる人は？ ポリネシ
ア人78％プロテスタント54％、ローマカトリック30％、その他
10％、無宗教。 フランス領ポリネシアの言語は何ですか？
（中国語）12％、フランス語6％、フランス語4％フランス語（公
式）70％、ポリネシア語28.2％、その他1.8％。そして宗教：
6％の。人々は平均して何歳ですか？ 31.9 年。この数字は
中央値であると付け加えなければなりません。つまり、半分の
人がこれより年上で、半分が若いです。そして、彼らの平均余
命（出生時）は何ですか？これは：77.4 年。人々はフランス領
ポリネシアで住んでいるところ？ここ：人口の大多数は、ソシエ
テ諸島、最も人口の多い島を含ん5つの群島の一つに住んで
いる-タヒチ-国の人口の約70％で。 フランス領ポリネシアの大
都市圏は、パペーテ（資本）133,000（2014 ）です。

政府と経済のフランス領ポリネシア
フランス領ポリネシアの首都はパペーテ（タヒチに位置する）

であり、政府のタイプは議会民主主義（フランスポリネシアの集
会）; フランスの海外集団です。行政部門 - 5行政区画（行政
区画、行政区画）：Iles Australes（オーストラリア諸島）、Iles du
Vent（ウィンドワード諸島）、Iles Marquises（マルケサス島）、Iles
Sous-le-Vent（リーワード諸島）、Iles Tuamotu-Gambier; 注記 -
リーワード諸島とウィンドワード諸島は共にソサエティアイランド
（Iles de la Societe）を構成してを見てみましょう。 フランス領ポ
リネシアの経済に関して、重要な工業製品は観光、真珠、農
産物加工、手工芸品、リン酸です。重要な農産物はココナッ
ツ、バニラ、野菜、果物、コーヒー; 家禽、牛肉、乳製品; 魚で



す。最も重要な輸出商品は養殖真珠、ココナッツ製品、マ
ザー・オブ・パール、バニラ、サメ肉であり、最も重要な輸出相
手は日本22.2％、香港21.7％、キルギス16.8％、フランス
13.3％、米国は12.6％（2016年）のです。最も重要な輸入商
品は燃料、食料品、機械装置であり、最も重要な輸入相手
はフランス28.5％、韓国10.7％、米国9％、ニュージーランド
7.8％、中国7.2％、シンガポール5.9％（2016年）です。どのく
らい金持ちで、この国の人口はどれくらい豊富ですか？ここで
最も重要な数字は1人当たりGDP（PPP）です：$17,000
(2015 推定)。 これはかなり良いです。これは、1人あたりの国
内総生産（Gross Domestic Product）を意味し、現地の財や
サービスの相対コストに関して再計算されることを意味します。
もう一つの重要な数字 - 貧困線以下の人口：19.7% (2009
推定)。

フランス領ポリネシアの地図
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トップアドベンチャーゲーム：アリスと魔女のための改革
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ガボン

インデックス：大陸と国, 世界の地図
ここでは、ガボンの地理、住民、政府、経済および歴史に

関するオンラインで選択された情報を見つけることができます。
選択された統計、全体図、ガボン - の詳細マップが含まれてい
ますが、ここでガボンの国旗から始めましょう：
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ガボン - 概要：
ガボンについて知っておくべきことは何ですか？これから始め

ましょう：1960年にフランスから独立した後、世界最長の首脳
の一人であるEl Hadj Omar Bongo Ondimbaが、40年（1967 -
2009年）の間、その国の政治情勢を支配しました。ボンゴ大
統領は、1990年代初めに名目上の多党制と新憲法を導入
した。しかし、2002年12月の地方選挙での選挙詐欺と2005
年の大統領選挙で、ガボンの正式な政治体制の弱点が明ら
かになった。ボンゴ大統領が2009年に死亡した後、新たな選
挙が行われ、息子のアリ・ボンゴ・オンディンバが誕生しました。
限られた政治情勢にもかかわらず、ガボンの小規模人口、豊
富な天然資源、そして相当な外国援助は、アフリカの安定し
た国のひとつになっています。アリ・ボンゴ・オンディンバ大統領
の2016年8月の再選論議は、議会ビルの焼却を招いた前例
のない野党の抗議を呼び起こした。選挙は、国際的な選挙
監視団が詐欺的な結果を示した後、野党が争っていた。ガボ
ンの憲法裁判所は選挙結果を見直したが、ボンゴ大統領に
有利に支配し、勝利を支持し、任命を2023年に延長した。

ガボンの地理



地球上のどこにガボンがありますか？
この国の所在地は中央アフリカ、赤道で大西洋に接する、コン
ゴ共和国と赤道ギニアとの間です。 ガボンの総面積は

267,667 km2であり、そのうち257,667 km2は土地である。 これ
はかなり大きな国です。国の地形はどうやって説明できます
か？このように：狭い海岸平野。丘陵のインテリア; サバンナ。
ガボンの最下点は大西洋0 m、最も高い点モン・イババッヂ
1,575 mです。気候は、常に暑く、湿ったです。

ガボンの住人
ガボンで住んでいる人の数を見てみましょう。番号は

1,772,255です。 そう多くの人がここに住んでいるわけではあり
ません。ここに住んでいる人は？ 4つの主要な部族グループ
（牙、バポウナウ、ネスビ、オバンバ）を含むバンツ族。二重国
籍のフランスの10700と11000者を含む他のアフリカ人とヨーロッ
パ人、154,000、。 ガボンの言語は何ですか？ フランス語（公
用語）、牙、Myene、Nzebi、Bapounou / Eschira、Bandjabi。そ
して宗教：ローマカトリック42.3パーセント、プロテスタント
12.3％、他のキリスト教の27.4パーセント、イスラム教徒
9.8％、アニストスト0.6％、その他0.5％、無回答/無回答
7.1％（2012年推定）。人々は平均して何歳ですか？ 18.6
年。この数字は中央値であると付け加えなければなりません。



つまり、半分の人がこれより年上で、半分が若いです。そして、
彼らの平均余命（出生時）は何ですか？これは：52.1 年。
人々はガボンで住んでいるところ？ここ：相対的に小さな人口
は全国のポケットに広がっている。。 ガボンの大都市圏は、
（首都）707,000（2015年）です。

政府と経済のガボン
ガボンの首都はリーブルヴィルであり、政府のタイプは大統

領共和国大都市圏はリブルヴィルの首都であり、北西部の大
西洋沿岸に位置しています。です。行政部門 - 9州;を見てみ
ましょう。 ガボンの経済に関して、重要な工業製品は石油の
抽出と精製; マンガン、金; 木材、マンガン、ウラン、米国
45.7％、中国14.6％、韓国6.6％、アイルランド5.5％、イタリア
5.1％、セメントです。重要な農産物はココア、コーヒー、砂
糖、ヤシ油、ゴム; 牛; okoume（熱帯針葉樹）; 魚のです。最
も重要な輸出商品はであり、最も重要な輸出相手はです。
最も重要な輸入商品はであり、最も重要な輸入相手はフラ
ンス24.7％、ベルギー14.7％、中国12.8％、オーストラリア
6.7％（2016年）です。どのくらい金持ちで、この国の人口はど
れくらい豊富ですか？ここで最も重要な数字は1人当たり
GDP（PPP）です：$19,300 (2017 推定)。 これはかなり良いで
す。これは、1人あたりの国内総生産（Gross Domestic
Product）を意味し、現地の財やサービスの相対コストに関して
再計算されることを意味します。もう一つの重要な数字 - 貧
困線以下の人口：34.3% (2015 推定)。

ガボンの地図
 



我々は強くお勧めします
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ガンビア

インデックス：大陸と国, 世界の地図
ここでは、ガンビアの地理、住民、政府、経済および歴史

に関するオンラインで選択された情報を見つけることができま
す。選択された統計、全体図、ガンビア - の詳細マップが含ま
れていますが、ここでガンビアの国旗から始めましょう：
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ガンビア - 概要：
ガンビアについて知っておくべきことは何ですか？これから始

めましょう：ガンビアは1965年に英国から独立した。地理的に
はセネガルに囲まれ、1982年から1989年の間にセネガニアの
短命連合を形成した。1991年に両国は友好協力条約に調
印したが、その後緊張が絶え間なく。Yahya Jammehは1994年
に大統領を倒し、政治活動を禁止する軍事クーデターを率い
た。1996年の新憲法と大統領選挙、そして1997年の議会選
挙で、民間のルールへの名目上の復帰が完了した。ジャムフ
大統領は、22年間の権威主義的ルールの崩壊後、2016年
12月に自由で公平な選挙で敗北した。ガンビアの貧しい人権
記録のために、国際開発パートナーは自らを遠ざけ、援助を
大幅に削減した。これらのチャネルは大統領の管理下で再開
することができる

ガンビアの地理

地球上のどこにガンビアがあります
か？この国の所在地は西部アフリカ、北大西洋とセネガルに

接するです。 ガンビアの総面積は11,300 km2であり、そのうち

10,120 km2は土地である。 だからこれはかなり小さい国です。



国の地形はどうやって説明できますか？このように：いくつかの
低い丘に面したガンビア川の氾濫原。 ガンビアの最下点は大
西洋0 m、最も高い点無名標高53 mです。気候はtropical;
暑い雨季（6月〜11月）。（11月〜5月）です。

ガンビアの住人
ガンビアで住んでいる人の数を見てみましょう。番号は

2,051,363 (7/2017 推定)です。 だから、これはあまり大きな人
口ではありません。ここに住んでいる人は？ マンダゴ2.1％、バ
ンバラ1％、クレオール/アクアマラブウ ト0.7％、その他0.9％、マ
ラケシュ34％、フルラニ/トゥクル/ロロボ22.4％、ウォロフ12.6％、
ジョラ/カロニンカ10.7％、セラフレ6.6％、セレナー3.2％ 、非ガ
ンビア5.2％、無回答0.6％（2013年推定）。 ガンビアの言語は
何ですか？ 英語（公式）、マンディンカ、ウォロフ、フルラ、他の
先住民の母国語。そして宗教：イスラム教徒95.7％、キリスト
教4.2％、なし0.1％、無回答0.1％（2013年est。 ）。人々は
平均して何歳ですか？ 21 年。この数字は中央値であると付
け加えなければなりません。つまり、半分の人がこれより年上
で、半分が若いです。そして、彼らの平均余命（出生時）は何
ですか？これは：65.1 年。人々はガンビアで住んでいるとこ
ろ？ここ：決済がガンビア川に沿って散在している。Banjulの首
都を含む最大のコミュニティ、および。 ガンビアの大都市圏は、
Serekunda は、大西洋沿岸のガンビア河口にあります。
Banjul（資本金）504,000（2015年）です。

政府と経済のガンビア
ガンビアの首都はBanjulであり、政府のタイプは大統領共

和国です。行政部門 - 5地域、1市、1自治体、バンジュー
ル、中央の川、Kanifing、下の川、北銀行、アッパー川、西海



岸を見てみましょう。 ガンビアの経済に関して、重要な工業製
品はピーナッツ、魚、皮、観光、飲料、農業機械組立、木
工、金属加工、衣類です。重要な農産物は米、キビ、ソルガ
ム、ピーナッツ、トウモロコシ、ゴマ、キャッサバ（manioc、タピオ
カ）、パーム核; 牛、羊、ヤギ、です。最も重要な輸出商品は
ピーナッツ製品、魚、コットンリント、パーム核であり、最も重要
な輸出相手はマリ36.3％、ギニア24.5％、セネガル12.3％、中
国11.7％、ギニア・ビサウ5.8％（2016年）です。最も重要な輸
入商品は食料品、製造業、燃料、機械および輸送機器であ
り、最も重要な輸入相手はコートジボワール13％、ブラジル
12.3％、中国11％、ベルギー8.6％、インド5.7％、スペイン
4.7％、セネガル4.6％（2016年）です。どのくらい金持ちで、こ
の国の人口はどれくらい豊富ですか？ここで最も重要な数字
は1人当たりGDP（PPP）です：$1,700 (2017 推定)。 これは非
常に低い数値です。これは、1人あたりの国内総生産（Gross
Domestic Product）を意味し、現地の財やサービスの相対コス
トに関して再計算されることを意味します。もう一つの重要な
数字 - 貧困線以下の人口：48.4% (2010 推定)。

ガンビアの地図
 



我々は強くお勧めします

トップアドベンチャーゲーム：アリスと魔女のための改革

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199


MapsGuides.com：あなたの旅行のための自由なガイド

グルジア

インデックス：大陸と国, 世界の地図
ここでは、グルジアの地理、住民、政府、経済および歴史

に関するオンラインで選択された情報を見つけることができま
す。選択された統計、全体図、グルジア - の詳細マップが含ま
れていますが、ここでグルジアの国旗から始めましょう：
 

グルジア - 概要：
グルジアについて知っておくべきことは何ですか？これから始

めましょう：現在のジョージアの地域には、古代の王国、コルキ
スとカルリ・イベリアが含まれています。この地域は西暦1世紀に
ローマ帝国の影響を受け、キリスト教は330年代に国家宗教と
なった。ペルシア人、アラブ人、トルコ人の支配に続いて、1236
年にモンゴルが侵攻したグルジアの黄金時代（11〜13世紀）が
続いた。その後、オスマン帝国とペルシャ帝国が地域の影響力
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を競う。ジョージアは19世紀にロシア帝国に吸収されました。ロ
シア革命後3年間（1918-1921）独立して、1921年に強制的
にソ連に組み込まれ、1991年にソビエトが解散されたときに独
立を回復した。過度の腐敗と政府の無効なサービスに対する
公的不満を表明し、2003年11月に議会選挙を操作しようと
する現職のジョージア政府の試みが続き、1995年以来、エドゥ
アール・シェバードナーゼ大統領の辞任に至った広範囲の抗
議行動に触れた。「ローズ・レボリューション2004年初めの新選
挙では、ミハイル・サカシュビリ氏が国連（UNM）党と一緒に政
権を握った。独立以来、市場改革と民主化の進展がありまし
たが、この進展は、ロシアの支援とアブハジアと南オセチアの分
離地域への支援によって複雑化しました。2008年8月にロシア
とジョージアの間で5日間の紛争で緊張と暴力の定期的な爆
発がピークを迎え、それにはジョージア領の領土の大部分が侵
入した。ロシア軍は最も占領されていたグルジア領からの引き
返しを約束したが、2008年8月下旬、ロシアはアブハジアと南
オセチアの独立を認め、ロシア軍はその地域に残った。2012年
10月の国会議員選挙の議席の過半数を獲得し、UNMを権
力から取り除いたジョージア夢の連合の下で、億万長者の慈
善家Bidzina Ivanishviliが2011年10月の政治への予期せぬ参
入により、敗戦に直面して、サカシビリはイワンシビリを首相に
任命し、ジョージアドリームに新しい政府を創設させた。ジョル
ジ・マルゲラシビリ氏は、2013年11月17日に大統領に就任し、
SaakashviliとIvanishviliの間の緊密なパワー共有の年を終えま
した。イワニシビリは、大統領選挙後、自発的に辞任し、
2013年11月20日のジョージア議会議長は、彼の代理人として
Irakli Garibashviliを確認した。Garibashviliは2015年12月に
Giorgi Kvirikashviliに取って代わられた。Kvirikashviliは2016年



10月の議会選挙でGeorgian Dreamが成功した後も首相を維
持した。こうしたリーダーシップの変化は、権力の民主的で平
和的な政権移行を目指す元ソ連国家のユニークな例であ
る。ジョージア州では、西洋との統合に対する人気と政府の支
援が高い。EUとNATO加盟は外交政策のトップの目標の一つ
です。Kvirikashviliは、2016年10月の議会選挙で、憲法上の
多数決を得たGeorgian Dreamの成功に続く首相にとどまった。
こうしたリーダーシップの変化は、権力の民主的で平和的な政
権移行を目指す元ソ連国家のユニークな例である。ジョージア
州では、西洋との統合に対する人気と政府の支援が高い。
EUとNATO加盟は外交政策のトップの目標の一つです。
Kvirikashviliは、2016年10月の議会選挙で、憲法上の多数
決を得たGeorgian Dreamの成功に続く首相にとどまった。こう
したリーダーシップの変化は、権力の民主的で平和的な政権
移行を目指す元ソ連国家のユニークな例である。ジョージア州
では、西洋との統合に対する人気と政府の支援が高い。EUと
NATO加盟は外交政策のトップの目標の一つです。

グルジアの地理

地球上のどこにグルジアがありますか？
この国の所在地は南西アジア、黒海に接し、トルコとロシアの
間、コーカサス北部の土地がヨーロッパに広がっている。注記 -
ジョージアはヨーロッパの一部として捉えています。地政学的に



は、ヨーロッパ、中東、またはその両方に該当すると分類できま

すです。 グルジアの総面積は69,700 km2であり、そのうち

69,700 km2は土地である。 だから、これは大きな国ではない。
国の地形はどうやって説明できますか？このように：山は主に
山岳地帯で、北部ではコーカサス山脈、南部ではコーカサス
山脈が少ない。Kolkhet'is Dablobi（Kolkhida Lowland）は西に
黒海を開く。東のムクバイ川流域; 川の谷の肥沃な土壌洪水
平野とコルキダ低地の丘陵。 グルジアの最下点は黒海0m、
最も高い点ムシャラ5,193mです。気候は暖かく快適です。黒
海沿岸のような地中海風のです。

グルジアの住人
グルジアで住んでいる人の数を見てみましょう。番号は

4,926,330 (7/2017 推定)です。 だから、これはあまり大きな人
口ではありません。ここに住んでいる人は？ グルジア人
86.8％、アゼリシャー6.3％、アルメニア人4.5％ギリシャ語
（2014年）。 グルジアの言語は何ですか？ ジョージアン（公用
語）87.6％、アゼリ6.2％、アルメニア語3.9％、ロシア1.2％、そ
の他。そして宗教：正教1％（公用語）83.4％、イスラム教徒
10.7％、アルメニア人2.9％、その他1.2％カトリック、エホバの
証人、ヤジディ、プロテスタント、ユダヤ人）、なし0.5％、不特
定/無回答1.2％（2014年末）。人々は平均して何歳です
か？ 38.1 年。この数字は中央値であると付け加えなければ
なりません。つまり、半分の人がこれより年上で、半分が若いで
す。そして、彼らの平均余命（出生時）は何ですか？これは：
76.4 年。人々はグルジアで住んでいるところ？ここ：決済は、
中央の谷と密接に一致し、東の首都トビリシを重視している。
小さな都市の凝集物はBat'umi最大のもので、黒海沿岸に点



在。 グルジアの大都市圏は、トビリシ（資本金）
1147000（2015）です。

政府と経済のグルジア
グルジアの首都はトビリシであり、政府のタイプは半大統領

共和国です。行政部門 - ）、E 9地域（mkharebi、単数 -
mkhare）、1都市（カラキ）、および2つの自治共和国
（avtomnoy respubliki、単数 - avtom respublikaを見てみましょ
う。 グルジアの経済に関して、重要な工業製品は鉄鋼、工作
機械、電気機器、鉱業（マンガン、銅、金）、化学品、木材
製品、ワインです。重要な農産物は柑橘類、ブドウ、茶、ヘー
ゼルナッツ、野菜; 家畜のです。最も重要な輸出商品は車
両、合金鉄、肥料、ナッツ、スクラップ金属、金、銅鉱石であ
り、最も重要な輸出相手はロシア9.8 、トルコ8.2％、中国
8.1％、ブルガリア7.3％、アゼルバイジャン7.3％、アルメニア
7.2％、ドイツ4.1％（2016）です。最も重要な輸入商品は燃
料、自動車、機械および部品、穀物およびその他の食品、医
薬品であり、最も重要な輸入相手はカナダ18.6％、トルコ
14％ロシア7％、アイルランド6.5％、中国5.7％、アゼルバイ
ジャン5.1％、ドイツ4.4％、ウクライナ4.3％（2016年）です。ど
のくらい金持ちで、この国の人口はどれくらい豊富ですか？ここ
で最も重要な数字は1人当たりGDP（PPP）です：$10,600
(2017 推定)。 これはかなり良いです。これは、1人あたりの国
内総生産（Gross Domestic Product）を意味し、現地の財や
サービスの相対コストに関して再計算されることを意味します。
もう一つの重要な数字 - 貧困線以下の人口：9.2% (2010 推
定)。

グルジアの地図
 



我々は強くお勧めします

トップアドベンチャーゲーム：アリスと魔女のための改革

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199


MapsGuides.com：あなたの旅行のための自由なガイド

ドイツ

インデックス：大陸と国, 世界の地図
ここでは、ドイツの地理、住民、政府、経済および歴史に

関するオンラインで選択された情報を見つけることができます。
選択された統計、全体図、ドイツ - の詳細マップが含まれてい
ますが、ここでドイツの国旗から始めましょう：
 

ドイツ  - 概要：
ドイツについて知っておくべきことは何ですか？これから始め

ましょう：ドイツは、欧州最大の経済大国であり、ロシアの次に
人口が多い国として、大陸の経済、政治、防衛組織の重要
なメンバーです。ヨーロッパの権力闘争は、20世紀前半に2度
の壊滅的な世界大戦にドイツを浸し、1945年に米国、英
国、フランス、ソ連の勝利した連合国が占領した国を去った。
冷戦の到来ドイツ連邦共和国（FRG）とドイツ東部ドイツ
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（GDR）の2つの州が1949年に結成された。民主党のFRGは、
主要な西側の経済・安全保障機関、EUとなったEC、
NATO、そして共産主義者のGDRがソビエト主導のワルシャワ
条約の最前線にあった。ソ連の衰退と冷戦の終結は1990年
のドイツ統一を可能にした。それ以来、ドイツは東部の生産
性と賃金を西側の基準に引き上げるためにかなりの資金を費
やしてきた。1999年1月には、ドイツと他の10カ国が共通の欧
州通貨であるユーロを導入した。

ドイツの地理

地球上のどこにドイツがありますか？
この国の所在地は中央ヨーロッパ、バルト海と北海に接する、
オランダとポーランドの間、デンマークの南です。 ドイツの総面

積は357,022 km2であり、そのうち348,672 km2は土地である。
これはかなり大きな国です。国の地形はどうやって説明できま
すか？このように：低地北部、中央部の高台、バイエルンアル
プス南。 ドイツの最下点はNeuendorf bei Wilster -3.5 m、最も
高い点Zugspitze 2,963 mです。気候は温暖海洋; 涼しい、曇
りのある、濡れた冬と夏。時折の暖かい山（foehn）風のです。

ドイツの住人
ドイツで住んでいる人の数を見てみましょう。番号は



80,594,017 (7/2017 推定)です。 だから、この国は世界で最も
人口の多い国の一つです。ここに住んでいる人は？ ドイツの
91.5％、トルコ2.4％、その他6.1％（ポーランド語、イタリア語、
ルーマニア語、シリア語、ギリシャ語）。 ドイツの言語は何です
か？ ドイツ語（公用語）。そして宗教：ローマカトリック29％、プ
ロテスタント27％、イスラム教徒4.4％、正教信徒1.9％、その
他1.7％、未記録宗教グループ36％（2015年時点）。人々は
平均して何歳ですか？ 47.1 年。この数字は中央値であると
付け加えなければなりません。つまり、半分の人がこれより年
上で、半分が若いです。そして、彼らの平均余命（出生時）は
何ですか？これは：80.8 年。人々はドイツで住んでいるとこ
ろ？ここ：ヨーロッパで最も人口の多い国。。 ドイツの大都市
圏は、ベルリン（首都）のベルリン（首都）工業地帯の遠い西部
では、都市部がより大きくて密度の高い人口を集めているた
め、ほとんどの国でかなり均等に分布しています。ハンブルグは
1831万人。ミュンヘン14380000; ケルン1.07百万（2015年）で
す。

政府と経済のドイツ
ドイツの首都はベルリンであり、政府のタイプは連邦議会

共和国です。行政部門 - 16州（Laender、singular - Land）; ベ
ルリン、ブランデンブルク、ブレーメン、ハンブルク、ヘッセン、メク
レンブルクフォアポンメルン、ニーダーザクセン（ニーダーザクセ
ン）、ノルトラインヴェストファーレン（ノルトライン・ヴェストファーレ
ン）、ラインランド・ヴェストファーレン（ドイツ）、バーデン・ヴュルテ
ンベルク、 Pfalz（ラインランド・プファルツ）、ザールランド、
Sachsen（ザクセン）、Sachsen-Anhalt（ザクセン・アンハルト）、
Schleswig-Holstein、Thueringen（チューリンゲン）。注：バイエル
ン、ザクセン、ツェリンゲンは自由州（Freistaaten、Singular-



Freistaat）と呼ばれ、ハンブルクはフリー・ハンザ都市（Freie und
Hansestadt）を見てみましょう。 ドイツの経済に関して、重要な
工業製品は鉄鋼、石炭、セメント、化学、機械、車両、工作
機械、エレクトロニクス、自動車、飲食品、造船、繊維の世
界最大かつ最も技術的に高度な生産者の間でです。重要な
農産物はジャガイモ、小麦、大麦、サトウダイコン、果実、キャ
ベツ; 乳製品;です。最も重要な輸出商品は自動車、機械、
化学、コンピュータおよび電子製品、電気機器、医薬品、金
属、輸送機器、食品、繊維、ゴム、プラスチック製品であり、
最も重要な輸出相手は米国は8.9％、フランス8.4％、英国
7.1％、オランダ6.5％、中国6.4％、イタリア5.1％、オーストリア
5％、ポーランド4.5％、スイス4.2％（2016年）です。最も重要
な輸入商品は機械、データ処理機器、自動車、化学、石
油・ガス、金属、電気機器、医薬品、食品、農産物であり、
最も重要な輸入相手はオランダ13.3％、中国7.3％、フランス
7.3％、ベルギー6.1％、イタリア5.5％、ポーランド5.2％、チェコ
共和国4.7％、米国4.6％、スイス4.4％、オーストリア4.4％、
英国4.1％（2016年）です。どのくらい金持ちで、この国の人口
はどれくらい豊富ですか？ここで最も重要な数字は1人当たり
GDP（PPP）です：$50,200 (2017 推定)。 これは、人々がここ
で平均的に富んでいることを意味します。これは、1人あたりの
国内総生産（Gross Domestic Product）を意味し、現地の財
やサービスの相対コストに関して再計算されることを意味しま
す。もう一つの重要な数字 - 貧困線以下の人口：16.7%
(2015 推定)。

ドイツの地図
 



我々は強くお勧めします



トップアドベンチャーゲーム：アリスと魔女のための改革

MapsGuides.com：あなたの旅行のための自由なガイド

ガーナ

インデックス：大陸と国, 世界の地図
ここでは、ガーナの地理、住民、政府、経済および歴史に

関するオンラインで選択された情報を見つけることができます。
選択された統計、全体図、ガーナ - の詳細マップが含まれてい
ますが、ここでガーナの国旗から始めましょう：
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
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ガーナ - 概要：
ガーナについて知っておくべきことは何ですか？これから始

めましょう：ゴールドコーストの英国植民地とトーゴランドの信頼
地帯の合併によって形成されたガーナは、1957年にアフリカの
植民地で最初のサハラ以南の独立国となりました。ガーナは、
1981年にジェリー・ローリングス（Jerry Rawlings）中尉が政権を
握り、政党を禁止する前に一連のクーデターに耐えた。新憲
法を承認し、1992年に多党政治を回復した後、ローリングス
は1992年と1996年に大統領選挙を勝ち取ったが、2000年に
は第3期の憲法上の執行を妨げられた。 2008年の大統領選
挙で優勝し、2012年7月に死去し、ジョン・ドラマニ・マハマ副
大統領が憲法上の功を奏し、その後、2012年12月の大統領
選挙で勝利した。しかし、2016年にNPPのナナ・アドオ・ダン
ワ・アコフォ・アドゥーがマハマを破り、ガーナの大統領が民主化
への復帰以来政党を変えたことを3度目に示した。

ガーナの地理

地球上のどこにガーナがありますか？
この国の所在地は西アフリカ、ギニア湾に接する、コートジボ

ワールとトーゴの間です。 ガーナの総面積は238,533 km2であ



り、そのうち227,533 km2は土地である。 これはかなり大きな国
です。国の地形はどうやって説明できますか？このように：南部
中央部で解剖された台地を持つ低地です。 ガーナの最下点
は大西洋0 m、最も高い点アファジャット山885 mです。気候は
tropical; 東南海岸に沿って暖かく比較的乾燥している。南西
部では高温多湿。北部では暑く乾燥しています。です。

ガーナの住人
ガーナで住んでいる人の数を見てみましょう。番号は

27,499,924です。 とてもたくさんの人がここに住んでいます。こ
こに住んでいる人は？ 阿寒47.5％、モルダゴン16.6％、エウェ
13.9％、ガーダンメ7.4％、グルーマ5.7％、グアン3.7％、グルー
2.5％、マンデー1.1％、その他1.4％（2010年推定）。 ガーナの
言語は何ですか？ アサンテ16％、エウェ14 ％、ファンテ
11.6％、ホウ素（Brong）4.9％、Dagomba 4.4％、Dangme
4.2％、Dagarte（Dagaba）3.9％、Kokomba 3.5％、Akyem
3.2％、Gaを3.1％、その他31.2％。そして宗教：クリスチャン
71.2パーセント（ペンテコステ/カリスマ28.3％、プロテスタント
18.4％、カトリック13.1％、他11.4％）、イスラム教徒17.6％、
伝統的な5.2％、他の0.8％、なし5.2％（2010年の推定）。
人々は平均して何歳ですか？ 21.1 年。この数字は中央値
であると付け加えなければなりません。つまり、半分の人がこれ
より年上で、半分が若いです。そして、彼らの平均余命（出生
時）は何ですか？これは：67 年。人々はガーナで住んでいると
ころ？ここ：人口はその国の南半分であり、最も高い濃度は、
大西洋沿岸または。 ガーナの大都市圏は、クマシ付近にあ
る。アクラ（資本）2277万人（2015年）です。

政府と経済のガーナ



ガーナの首都はアクラであり、政府のタイプは大統領共和
国です。行政部門 - 10地域;を見てみましょう。 ガーナの経済
に関して、重要な工業製品は石油、石油、天然ガス、鉱物
です。重要な農産物はココア、米、キャッサバ（キャッサバ、タピ
オカ）、ピーナッツ、トウモロコシ、シアナッツ、バナナ。石油、
金、ココア、木材、マグロ、ボーキサイト、アルミニウム、マンガン
鉱石、ダイヤモンド、園芸用品（です。最も重要な輸出商品
はであり、最も重要な輸出相手はです。最も重要な輸入商
品は資本設備、洗練された石油、食料品であり、最も重要
な輸入相手は、中国17.3％、英国9.7％、米国7.7％、ベル
ギー5.1％、インド4.6％（2016年）です。どのくらい金持ちで、こ
の国の人口はどれくらい豊富ですか？ここで最も重要な数字
は1人当たりGDP（PPP）です：$4,600 (2017 推定)。 これは非
常に低い数値です。これは、1人あたりの国内総生産（Gross
Domestic Product）を意味し、現地の財やサービスの相対コス
トに関して再計算されることを意味します。もう一つの重要な
数字 - 貧困線以下の人口：24.2% (2013 推定)。

ガーナの地図
 



我々は強くお勧めします



トップアドベンチャーゲーム：アリスと魔女のための改革

MapsGuides.com：あなたの旅行のための自由なガイド

ジブラルタル

インデックス：大陸と国, 世界の地図
ここでは、ジブラルタルの地理、住民、政府、経済および

歴史に関するオンラインで選択された情報を見つけることがで
きます。選択された統計、全体図、ジブラルタル - の詳細マッ
プが含まれていますが、ここでジブラルタルの国旗から始めましょ
う：
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


ジブラルタル - 概要：
ジブラルタルについて知っておくべきことは何ですか？これか

ら始めましょう：戦略的に重要なジブラルタルは、1713年のユト
レヒト条約で、スペインによって英国へと引き続き譲られまし
た。英国の守備隊は正式に1830年に植民地と宣言されまし
た。1967年に開催された国民投票では、ジブラルタル人は英
国の依存に圧倒されて投票しました。その後1969年に英国が
自治権を付与したことで、スペインは国境を閉鎖し、すべての
通信リンクを切断した。1997年から2002年の間に、英国とスペ
インは、ジブラルタルに対する一時的な共同主権の確立に関
する一連の会談を行った。これらの協議に応えて、ジブラルタ
ル政府は2002年後半に国民の大多数がスペインとの主権の
共有に対して圧倒的に投票した国民投票を行った。2004年
後半以降、スペイン、英国、ジブラルタルは、地域住民に影
響を及ぼす問題を協調的に解決する目的で、三者協議を開
催し、税金や金融サービスなどの分野での協力協定に引き続
き取り組んでいます。通信および海上保安; 政策、法律、税
関のサービス。環境を守ること; 教育とビザのサービス。新しい
非植民地憲法が2007年に発効し、欧州第一審裁判所はジ
ブラルタルの2008年12月に自らの税制を規制する権利を認め
た。英国は防衛、外交、内部安全保障、財政安定の責任を
負っている。スペインと英国は引き続き領土を覆う。2009年中
に、ジブラルタルの領海への3マイル延長の主張に関する紛争
は、スペインとイギリスの海軍パトロールと2013年との間で定期
的な非暴力的な海上対立を引き起こし、英国人はジブラルタ
ルがその海域で人工サンゴ礁を作っていることを巡って紛争を



起こし、ジブラルタルが主張した水域へのスペイン船の参入件
数は過去最高を記録した。スペインは、2016年6月の英国議
会選挙後、ジブラルタルのスペイン制への復帰要求を更新し
たが、ロンドンとジブラルタルへの今後のコミットメントとの関連は
否定した。欧州委員会は、ジブラルタルが英国のより広いEU
出口協定の対象となるためには、英国はスペインとの別々の
二国間協定に達する必要があると述べた。ロンドンは投票と
今後のジブラルタルへのコミットメントとの間に何らかの関連を否
定している。欧州委員会は、ジブラルタルが英国のより広いEU
出口協定の対象となるためには、英国はスペインとの別々の
二国間協定に達する必要があると述べた。ロンドンは投票と
今後のジブラルタルへのコミットメントとの間に何らかの関連を否
定している。欧州委員会は、ジブラルタルが英国のより広いEU
出口協定の対象となるためには、英国はスペインとの別々の
二国間協定に達する必要があると述べた。

ジブラルタルの地理

地球上のどこにジブラルタルがありま
すか？この国の所在地は南西ヨーロッパ、スペインの南岸にあ
る地中海と北大西洋を結ぶジブラルタル海峡に接するです。

ジブラルタルの総面積は6.5 km2であり、そのうち6.5 km2は土
地である。 だからこれはかなり小さい国です。国の地形はどう



やって説明できますか？このように：沿岸狭い沿岸低地ジブラ
ルタルの岩に接する。 ジブラルタルの最下点は地中海0m ジブ
ラルタルの岩石、最も高い点426mです。気候は穏やかな冬と
暖かい夏と地中海です。

ジブラルタルの住人
ジブラルタルで住んでいる人の数を見てみましょう。番号は

29,396 (7/2017 推定)です。 そう多くの人がここに住んでいるわ
けではありません。ここに住んでいる人は？ ジブラルタル79％、
その他13.2％、スペイン2.1％、モロッコ1.6％、その他2.4％、そ
の他1.6％ 。）。 ジブラルタルの言語は何ですか？ 英語（学校
や公的な目的で使用される）、スペイン語、イタリア語、ポルト
ガル語。そして宗教：ローマカトリック教徒72.1％、イングランド
教会7.7％、その他キリスト教徒3.8％、イスラム教徒3.6％、ユ
ダヤ人2.4％、ヒンズー教徒2％、その他1.1％、なし7.1％、不
特定0.1％（2012年推定）。人々は平均して何歳ですか？
34.7 年。この数字は中央値であると付け加えなければなりま
せん。つまり、半分の人がこれより年上で、半分が若いです。
そして、彼らの平均余命（出生時）は何ですか？これは：79.6
年。人々はジブラルタルで住んでいるところ？ここ：これは不明
です。 ジブラルタルの大都市圏は、ジブラルタル（資本）
29,000（2014）です。

政府と経済のジブラルタル
ジブラルタルの首都はGibraltaであり、政府のタイプは議会

制民主主義（議会）。自治英国の海外領土です。行政部門
- なし（英国の海外領土）を見てみましょう。 ジブラルタルの経
済に関して、重要な工業製品は観光、銀行と金融、船舶修
理、タバコです。重要な農産物はなしです。最も重要な輸出



商品は（2010年基準）であり、最も重要な輸出相手はスペイ
ン22.5％、ポーランド16.7％、オランダ15.1％、英国9.9％、ベ
ルギー8.5％、コートジボワール5％、レバノン4.2％（2016）ので
す。最も重要な輸入商品は燃料、工業製品（主に再輸出）
石油51％、食料品であり、最も重要な輸入相手は22.3％、
インド15.2％、イタリア11.2％、スペイン8.6％、オランダ7.2％、
英国6.1％、ギリシャ5.3％、フランス4.3％（2016年）です。どの
くらい金持ちで、この国の人口はどれくらい豊富ですか？ここで
最も重要な数字は1人当たりGDP（PPP）です：$61,700
(2014 推定)。 これは、人々がここで平均的に富んでいることを
意味します。これは、1人あたりの国内総生産（Gross
Domestic Product）を意味し、現地の財やサービスの相対コス
トに関して再計算されることを意味します。もう一つの重要な
数字 - 貧困線以下の人口：未知の%。

ジブラルタルの地図
 



我々は強くお勧めします



トップアドベンチャーゲーム：アリスと魔女のための改革

MapsGuides.com：あなたの旅行のための自由なガイド

ギリシャ

インデックス：大陸と国, 世界の地図
ここでは、ギリシャの地理、住民、政府、経済および歴史

に関するオンラインで選択された情報を見つけることができま
す。選択された統計、全体図、ギリシャ - の詳細マップが含ま
れていますが、ここでギリシャの国旗から始めましょう：
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


ギリシャ  - 概要：
ギリシャについて知っておくべきことは何ですか？これから始

めましょう：ギリシャは1830年にオスマン帝国から独立しました。
19世紀後半と20世紀前半にかけて、ギリシャ語を話す人口の
ほとんどが近隣の島々や領土を徐々に追加しました。第二次
世界大戦では、ギリシャはイタリア（1940）に最初に侵略され、
続いてドイツ（1941-44）が占領された。王の支持者と他の反
共産主義者と共産主義者の反政府勢力との間の長期的な
内戦に耐えられた。1949年の後半に続いて、ギリシャは1952
年にNATOに加わりました。1967年、軍の将校群が権力を握
り、軍事独裁政権を樹立し、政治的自由を奪い、国を逃げさ
せました。1974年、独裁政権の崩壊後、民主的選挙と国民
投票が国会議事堂を作り、君主制を廃止した。1981年、ギリ
シャはEC（現EU）に加わりました。2001年には欧州経済通貨
同盟（EMU）の12番目の加盟国になった。ギリシャは、过去10
年間の慢性的な過剰支出と構造的硬直のために、2009年
後半から深刻な経済危機に陥った。2010年以降、ギリシャは
欧州委員会、欧州中央銀行（ECB）、IMF、そして第3の欧
州安定機構（ESM）との3つの救済措置に入っている。ギリシャ
政府は2015年8月に現在の960億ドルの救済措置に同意し
た.2018年8月に終了する。ギリシャは、欧州委員会、欧州中
央銀行（ECB）、IMF、そして第3の欧州安定機構（ESM）と
の3つの救済措置に入っている。ギリシャ政府は2015年8月に
現在の960億ドルの救済措置に同意した.2018年8月に終了
する。ギリシャは、欧州委員会、欧州中央銀行（ECB）、



IMF、そして第3の欧州安定機構（ESM）との3つの救済措置
に入っている。ギリシャ政府は2015年8月に現在の960億ドル
の救済措置に同意した.2018年8月に終了する。

ギリシャの地理

地球上のどこにギリシャがあります
か？この国の所在地はアルバニアとトルコの間のエーゲ海、イオ
ニア海、地中海に接する南ヨーロッパです。 ギリシャの総面積

は131,957 km2であり、そのうち130,647 km2は土地である。 だ
から、これは大きな国ではない。国の地形はどうやって説明で
きますか？このように：半島や島の鎖として海に延びる範囲を
有する山。 ギリシャの最下点は地中海0メートル、最も高い点
マウントオリンパス2917メートルです。気候は温帯。軽度で濡
れた冬。熱い、乾燥した夏のです。

ギリシャの住人
ギリシャで住んでいる人の数を見てみましょう。番号は

10,768,477 (7/2017 推定)です。 だから、これはあまり大きな
人口ではありません。ここに住んでいる人は？ 人口：ギリシャ
93％、その他（外国人）の7％（2001年国勢調査）。 ギリシャ
の言語は何ですか？ 他のギリシャの（公式）99％、（英語とフ
ランス語を含んで）1％。そして宗教：ギリシャ正教（公式）



98％、イスラム教1.3％、その他0.7％。人々は平均して何歳
ですか？ 44.5 年。この数字は中央値であると付け加えなけれ
ばなりません。つまり、半分の人がこれより年上で、半分が若
いです。そして、彼らの平均余命（出生時）は何ですか？これ
は：80.7 年。人々はギリシャで住んでいるところ？ここ：人口の
三分の一はに住んでいると、メトロポリタンアテネ周辺 国の残り
の部分は、適度な人口密度がかなりの都市クラスターと混ざり
合っている。。 ギリシャの大都市圏は、アテネ（首都）3.052百
万人（2015年）です。

政府と経済のギリシャ
ギリシャの首都はアテネであり、政府のタイプは議会共和

国です。行政部門 - 13の領域（周縁部、単数 - 周縁部）お
よび1つの自律的な修道院状態（aftonomi monastiki politeia）;
アギオス・オロス（アトモス山）、アナトリーキ・マケドニア・カイ・トラ
キ（東マケドニアとトラキア）、アティキ（アッティカ）、Dytiki
Ellada（西ギリシャ）、Dytiki Makedonia（西マケドニア）、Ionia
Nisia（イオニア諸島）、Ipeiros（エピルス）、Kentrikiを見てみま
しょう。 ギリシャの経済に関して、重要な工業製品は観光、
食品およびタバコの加工、繊維、化学品、金属製品; 鉱業、
石油です。重要な農産物は小麦、トウモロコシ、大麦、サトウ
ダイコン、オリーブ、トマト、ワイン、たばこ、ジャガイモなど、
27,800ドル（2017年）。牛肉、乳製品のです。最も重要な輸
出商品は食品・飲料、工業製品、石油製品、化学、繊維で
あり、最も重要な輸出相手は、イタリア11.2％、ドイツ7.7％、
キプロス6.4％、トルコ5.3％、ブルガリア5.2％、米国4.3％、英
国4.2％ドイツ11.1％、イタリア8.8％、中国6.6％、ロシア
6.4％、オランダ5.5％、イラク5.4％、フランス4.4％、韓国
4.1％（2016年）、レバノン4.1％（2016年）です。最も重要な



輸入商品は機械、輸送機器、であり、最も重要な輸入相手
はです。どのくらい金持ちで、この国の人口はどれくらい豊富で
すか？ここで最も重要な数字は1人当たりGDP（PPP）です：
$27,800 (2017 推定)。 これは、生活水準がここで良いことを
意味します。これは、1人あたりの国内総生産（Gross
Domestic Product）を意味し、現地の財やサービスの相対コス
トに関して再計算されることを意味します。もう一つの重要な
数字 - 貧困線以下の人口：36% (2014 推定)。

ギリシャの地図
 



我々は強くお勧めします

トップアドベンチャーゲーム：アリスと魔女のための改革

MapsGuides.com：あなたの旅行のための自由なガイド

グリーンランド

インデックス：大陸と国, 世界の地図
ここでは、グリーンランドの地理、住民、政府、経済および

歴史に関するオンラインで選択された情報を見つけることがで
きます。選択された統計、全体図、グリーンランド - の詳細マッ
プが含まれていますが、ここでグリーンランドの国旗から始めま

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


しょう：
 

グリーンランド  - 概要：
グリーンランドについて知っておくべきことは何ですか？これ

から始めましょう：世界最大の島であるグリーンランドは、約
81％が氷で覆われています。バイキングはアイスランドから10
世紀に島に達しました。デンマークの植民地化は18世紀に始
まり、グリーンランドは1953年にデンマーク王国の不可欠な一
部となった。それは1973年にデンマークと欧州共同体（現在
EU）に加盟したが、1985年に厳格な漁獲枠を中心に紛争を
撤回した。グリーンランドは、EUの海外諸国および準州協会
のメンバーです。グリーンランドは1979年にデンマークの議会に
よって自治権を与えられた。法律は翌年施行された。グリーン
ランドは、2008年11月に自主規制が強化されたことに賛成
し、2009年6月にグリーンランド自治法が法律に署名されたと
きに、内政に対するより大きな責任を獲得した。

グリーンランドの地理

地球上のどこにグリーンランドがあります
か？この国の所在地は北北米、カナダの北東、北極海と北



大西洋の間の島です。 グリーンランドの総面積は2,166,086
km2であり、そのうち2,166,086 km2 (410,449 km2 ice-free,
1,755,637 km2 ice-covered)は土地である。 だからこれは非常
に大きな国です。国の地形はどうやって説明できますか？この
ように：平坦で徐々に傾斜している氷冠は狭くて山が多く、不
毛な岩場の海岸をカバーする。 グリーンランドの最下点は大
西洋0 m、最も高い点Gunnbjorn Fjeld 3,694 mです。気候は
北極から亜寒帯まで。寒い夏、寒い冬はです。

グリーンランドの住人
グリーンランドで住んでいる人の数を見てみましょう。番号

は57,713 (7/2017 推定)です。 そう多くの人がここに住んでいる
わけではありません。ここに住んでいる人は？ イヌイットは
88％、デンマーク語、その他12％（2010 EST。）。 グリーンラン
ドの言語は何ですか？ グリーンランド（東イヌイット）（公式）、
デンマーク（公式）、英国。そして宗教：福音ルーテル、伝統的
なイヌイットの精神的な信念。人々は平均して何歳ですか？
33.9 年。この数字は中央値であると付け加えなければなりま
せん。つまり、半分の人がこれより年上で、半分が若いです。
そして、彼らの平均余命（出生時）は何ですか？これは：72.6
年。人々はグリーンランドで住んでいるところ？ここ：に集中決
済残りの海岸沿いに散在する限られた居留地を持つ南西部
の海岸線。インテリアは無人です。 グリーンランドの大都市圏
は、NUUK（首都）17,000（2014）です。

政府と経済のグリーンランド
グリーンランドの首都はNuuk（Godthaab）であり、政府のタ

イプは議会民主主義（グリーンランドまたはイナシザートゥット議
会）。デンマーク王国の一部です。行政部門 - 4市町村



（kommuner、単数kommune）; クヤルスク、Qaasuitsup、
Qeqqata、Sermersooqを見てみましょう。 グリーンランドの経済
に関して、重要な工業製品は魚の処理（主にエビやグリーンラ
ンドオヒョウ）。金、亜鉛、アノーサイトおよびルビー鉱業; 手工
芸品、皮革や皮、小さな造船所です。重要な農産物は、ヒツ
ジ、ウシ、トナカイ、魚のです。最も重要な輸出商品は魚や魚
製品の91％（2015 EST。）であり、最も重要な輸出相手はデ
ンマーク81.2パーセント、ポルトガル8.3％（2016年）、です。最
も重要な輸入商品は機械・輸送機器、工業製品、食品、
石油製品であり、最も重要な輸入相手はデンマーク72.2 ％、
スウェーデン9.8％（2016）です。どのくらい金持ちで、この国の
人口はどれくらい豊富ですか？ここで最も重要な数字は1人
当たりGDP（PPP）です：$37,600 (2015 推定)。 これは、生活
水準がここで良いことを意味します。これは、1人あたりの国内
総生産（Gross Domestic Product）を意味し、現地の財やサー
ビスの相対コストに関して再計算されることを意味します。もう
一つの重要な数字 - 貧困線以下の人口：16.2% (2015 推
定)。

グリーンランドの地図
 





我々は強くお勧めします

トップアドベンチャーゲーム：アリスと魔女のための改革

MapsGuides.com：あなたの旅行のための自由なガイド

グレナダ

インデックス：大陸と国, 世界の地図
ここでは、グレナダの地理、住民、政府、経済および歴史

に関するオンラインで選択された情報を見つけることができま
す。選択された統計、全体図、グレナダ - の詳細マップが含ま
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れていますが、ここでグレナダの国旗から始めましょう：
 

グレナダ  - 概要：
グレナダについて知っておくべきことは何ですか？これから始

めましょう：カリブ・インディアンは、1498年にクリストファー・コロン
ブスがこの島を発見したとき、グレナダに住んでいましたが、1世
紀以上にわたって植民地化されていませんでした。フランス人
は17世紀にグレナダを定着させ、砂糖の土地を確立し、多数
のアフリカの奴隷を輸入した。イギリスは1762年にこの島をと
り、砂糖生産を積極的に拡大した。19世紀になると、カカオは
最終的に主要な輸出作物として砂糖を上回った。20世紀に
は、ナツメグが一流の輸出国となった。1967年に、英国はグレ
ナダの内政に自治を与えました。1974年に完全独立が達成
され、グレナダは西半球で最も小さな独立国の一つとなった。
グレナダは1983年10月19日にマルクス主義軍事評議会によっ
て押収された。6日後、島は米軍とカリブ諸国の他の6カ国に
侵略され、首謀者とその何百人ものキューバの顧問を素早く
捕獲した。自由選挙は翌年に再開され、その後も継続してい
る。

グレナダの地理

地球上のどこにグレナダがあります
か？この国の所在地はカリブ海、カリブ海と大西洋の間の島、



トリニダード・トバゴの北です。 グレナダの総面積は344 km2で

あり、そのうち344 km2は土地である。 だからこれはかなり小さ
い国です。国の地形はどうやって説明できますか？このように：
中央の山脈に由来する火山性の東北貿易風に焼き払われ
る。 グレナダの最下点はカリブ海0m、最も高い点サンキャサリ
ン山840mのです。気候はtropical;です。

グレナダの住人
グレナダで住んでいる人の数を見てみましょう。番号は

111,724 (7/2017 推定)です。 そう多くの人がここに住んでいる
わけではありません。ここに住んでいる人は？ アフリカ系
82.4％、13.3％、東インド2.2％、その他1.3％、不特定
0.9％（2011年末）。 グレナダの言語は何ですか？ 英語（公
用語）、フランス語patois。そして宗教：プロテスタント49.2％（ペ
ンテコステス17.2％、第七日の礼拝堂13.2％、聖公会
8.5％、バプテスト3.2％、教会2.4％、福音1.9％、メソジスト
1.6％、その他1.2％）、ローマカトリック36％、エホバの証人1.2
セントジョージの首都では、人口の約3分の1が、％、
Rastafarian 1.2％、その他5.5％、5.7％、不特定1.3％（2011
年推定）。人々は平均して何歳ですか？ 31.5 年。この数字
は中央値であると付け加えなければなりません。つまり、半分
の人がこれより年上で、半分が若いです。そして、彼らの平均
余命（出生時）は何ですか？これは：74.5 年。人々はグレナダ
で住んでいるところ？ここ：島の人口は海岸沿いに集中してい
る。。 グレナダの大都市圏は、セントジョージ（首都）
38,000（2014年）です。

政府と経済のグレナダ
グレナダの首都はSaint George'sであり、政府のタイプは議



会民主主義（議会）。コモンウェルスの世界です。行政部門 -
6つの教区と1つの依存関係。カリアクプチマルティニーク、セント
アンドリュー、聖デビッド、セントジョージ、セントジョン、聖マル
コ、聖パトリックを見てみましょう。 グレナダの経済に関して、重
要な工業製品は食品・飲料、繊維、光組立作業、観光、建
設です。重要な農産物はバナナ、ココア、ナツメグ、メース、柑
橘類、アボカド、根菜類、サトウキビ、トウモロコシ、野菜ので
す。最も重要な輸出商品はナツメグ、バナナ、ココア、果物や
野菜、衣類、メイスであり、最も重要な輸出相手は28.4％、
日本11％、ドミニカ7.9％、セントルシア7.6％、オランダ5.2％、
バルバドス4.9％、セントキッツネヴィス4.8％（2016年）です。最
も重要な輸入商品は食品、工業製品、機械、化学薬品、
燃料であり、最も重要な輸入相手は日本です。どのくらい金
持ちで、この国の人口はどれくらい豊富ですか？ここで最も重
要な数字は1人当たりGDP（PPP）です：$14,700 (2017 推
定)。 これはかなり良いです。これは、1人あたりの国内総生産
（Gross Domestic Product）を意味し、現地の財やサービスの
相対コストに関して再計算されることを意味します。もう一つの
重要な数字 - 貧困線以下の人口：38% (2008 推定)。

グレナダの地図
 



我々は強くお勧めします



トップアドベンチャーゲーム：アリスと魔女のための改革

MapsGuides.com：あなたの旅行のための自由なガイド

グアム

インデックス：大陸と国, 世界の地図
ここでは、グアムの地理、住民、政府、経済および歴史に

関するオンラインで選択された情報を見つけることができます。
選択された統計、全体図、グアム - の詳細マップが含まれてい
ますが、ここでグアムの国旗から始めましょう：
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グアム - 概要：
グアムについて知っておくべきことは何ですか？これから始め

ましょう：は1898年にグアムを米国に譲渡した。1941年に日本
人によって捕獲され、3年後に米国によって取り戻された。島
にある軍事施設は、太平洋で最も戦略的に重要な米国拠
点の一部です。

グアムの地理

地球上のどこにグアムがあります
か？この国の所在地はオセアニア、北太平洋の島、ハワイから

フィリピンへの道の約4分の3です。 グアムの総面積は544 km2

であり、そのうち544 km2は土地である。 だからこれはかなり小
さい国です。国の地形はどうやって説明できますか？このよう
に：サンゴ礁に囲まれた火山起源。比較的平らな石灰岩の台
地（ほとんどの新鮮な水の源）、険しい沿岸の崖と狭い海岸の
平野、北部の低い丘、。 グアムの最下点は南太平洋の
山々、0m、最も高い点山のラムラム406mです。気候は熱帯
海洋; 概して暖かく湿気があり、北東の貿易風によって穏やか
になる。乾季（1月〜6月）、雨季（7月〜12月）。季節的な温
度変化はほとんどありませんです。

グアムの住人
グアムで住んでいる人の数を見てみましょう。番号は



167,358 (7/2017 推定)です。 そう多くの人がここに住んでいる
わけではありません。ここに住んでいる人は？ Chamorro
37.3％、フィリピン26.3％、白7.1％、Chuukese 7％、韓国
2.2％、その他の太平洋諸島2％、その他アジア2％、中国
1.6％、Palauan 1.6 、日本1.5％、ポンペイアン1.4％、混合
9.4％、その他0.6％（2010年）。 グアムの言語は何ですか？
英語43.6％、フィリピン21.2％、チャモロ17.8％、その他の太平
洋島嶼国言語10％、アジア言語6.3％、その他1.1％（2010
年推定）。そして宗教：ローマカトリック教徒85％、その他
15％（1999年推定）。人々は平均して何歳ですか？ 29 年。
この数字は中央値であると付け加えなければなりません。つま
り、半分の人がこれより年上で、半分が若いです。そして、彼
らの平均余命（出生時）は何ですか？これは：76 年。人々は
グアムで住んでいるところ？ここ：島には大きな都市は存在し
ないが、大きな村（市町村）は人口の大部分を引き付ける。こ
れらのうち最大のものは、Dededo。 グアムの大都市圏は、
Hagatna（資本）143,000（2014年）です。

政府と経済のグアム
グアムの首都はハガニア（アガニア）であり、政府のタイプは

大統領民主主義。米国の自治取り込まれていない領土で
す。行政部門 - なし（米国の領土）を見てみましょう。 グアム
の経済に関して、重要な工業製品はの国防、観光、建設、
積み替えサービス、コンクリート製品、印刷および出版、食品
加工、繊維製品精製石油製品、建築材料、魚、食料品お
よび飲料のパラシュートです。重要な農産物は果物、コプラ、
野菜; 卵、豚肉、家禽、牛肉です。最も重要な輸出商品は
であり、最も重要な輸出相手はです。最も重要な輸入商品
はであり、最も重要な輸入相手はです。どのくらい金持ちで、



この国の人口はどれくらい豊富ですか？ここで最も重要な数
字は1人当たりGDP（PPP）です：$30,500 (2013 推定)。 これ
は、生活水準がここで良いことを意味します。これは、1人あた
りの国内総生産（Gross Domestic Product）を意味し、現地の
財やサービスの相対コストに関して再計算されることを意味し
ます。もう一つの重要な数字 - 貧困線以下の人口：23%
(2001 推定)。

グアムの地図
 



我々は強くお勧めします



トップアドベンチャーゲーム：アリスと魔女のための改革

MapsGuides.com：あなたの旅行のための自由なガイド

グアテマラ

インデックス：大陸と国, 世界の地図
ここでは、グアテマラの地理、住民、政府、経済および歴

史に関するオンラインで選択された情報を見つけることができま
す。選択された統計、全体図、グアテマラ - の詳細マップが含
まれていますが、ここでグアテマラの国旗から始めましょう：
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グアテマラ - 概要：
グアテマラについて知っておくべきことは何ですか？これから

始めましょう：グアテマラ文明は、最初の千年紀ADの間、グア
テマラと周辺地域で栄えた。スペイン植民地としての約3世紀
後、グアテマラは1821年に独立を得た。 36年のゲリラ戦争と
同じくらい。1996年、政府は内戦を正式に終結させる平和協
定に署名した。これは200,000人以上が死亡し、約100万人
の難民が推定された。

グアテマラの地理

地球上のどこにグアテマラがあります
か？この国の所在地は北太平洋に接する中米、エルサルバド
ルとメキシコの間、ホンジュラスとベリーズの間のホンジュラス（カリ

ブ海）に接するです。 グアテマラの総面積は108,889 km2であ

り、そのうち107,159 km2は土地である。 だから、これは大きな
国ではない。国の地形はどうやって説明できますか？このよう
に：2つの東西トレンドの山脈は国を3つの地域に分けます：山
岳高原、山の南の太平洋岸、広大な北のペテン低地。 グア
テマラの最下点は太平洋0 m、最も高い点Volcan Tajumulco
4,220 m（中米最高ポイント）です。気候はトロピカル; 低地で
暑く湿っている。高地ではより涼しいです。



グアテマラの住人
グアテマラで住んでいる人の数を見てみましょう。番号は

15,460,732 (7/2017 推定)です。 だから、これはあまり大きな
人口ではありません。ここに住んでいる人は？ メイジーゼー（ス
ペイン語 - ラディーノ語の混合スペイン語）とヨーロッパ60.1％、
マヤ39.3％（キシェ11.3％、キケ7.6％、カクチク7.4％、マム
5.5％、その他7.5％）、マヤ以外、他の0.5％（2001年の推
定）。 グアテマラの言語は何ですか？ スペイン語（公用語）
68.9％、マヤ言語30.9（スペイン語、スペイン語、スペイン語）、
非メスティーゾ0.15％（シンカ、マヤ以外、マリコ、ガリフナ、西カ
リブ海、。そして宗教：ローマカトリック、プロテスタント、先住民
のマヤ信仰。人々は平均して何歳ですか？ 22.1 年。この数
字は中央値であると付け加えなければなりません。つまり、半
分の人がこれより年上で、半分が若いです。そして、彼らの平
均余命（出生時）は何ですか？これは：72.6 年。人々はグア
テマラで住んでいるところ？ここ：大半の人口は、国の南部、特
に山岳地域に住んでいる。人口の半分以上が農村部に住ん
でいます。。 グアテマラの大都市圏は、グアテマラシティ（資本
金）2.918百万（2015年）です。

政府と経済のグアテマラ
グアテマラの首都はグアテマラシティであり、政府のタイプは

大統領共和国です。行政部門 - 22部門（departamentos、
singular - departamento）; アルタベラパス、バハ・ベラパス、チマ
ルテナンゴ、チキムラ、エル・プログレソ、エスクイントラ、グアテマ
ラ、ウエウエテナンゴ、イサバル、ハラパ、Jutiapa、ペテン、ケツァ
ルテナンゴ、キッシュ、Retalhuleu、サカテペケス、サンマルコス、
サンタローザ、ソロラ、Suchitepequez、Totonicapan、サカパを見
てみましょう。 グアテマラの経済に関して、重要な工業製品は



砂糖、繊維および衣料品、家具、化学品、石油、金属、ゴ
ム、観光です。重要な農産物はサトウキビ、トウモロコシ、バナ
ナ、コーヒー、豆、カルダモン。牛、羊、豚、鶏のです。最も重
要な輸出商品は、砂糖、コーヒー、石油、アパレル、バナナ、
果物や野菜、カルダモン、製造品、宝石、金属、電気であり、
最も重要な輸出相手は、米国34％、エルサルバドル11.5％、
ホンジュラス7.1％、ニカラグア6％、コスタリカ4.5％、メキシコ
4.3％（2016）です。最も重要な輸入商品は燃料、機械およ
び輸送機器、建設資材、穀物、肥料、電気、鉱物製品、化
学製品、プラスチック材料および製品であり、最も重要な輸入
相手は米国38.1％、メキシコ11％、中国9.9％、エルサルバド
ル5％、パナマ4.2％（2016年）です。どのくらい金持ちで、この
国の人口はどれくらい豊富ですか？ここで最も重要な数字は1
人当たりGDP（PPP）です：$8,200 (2017 推定)。 これはかなり
低い数字です。これは、1人あたりの国内総生産（Gross
Domestic Product）を意味し、現地の財やサービスの相対コス
トに関して再計算されることを意味します。もう一つの重要な
数字 - 貧困線以下の人口：59.3% (2014 推定)。

グアテマラの地図
 



我々は強くお勧めします



トップアドベンチャーゲーム：アリスと魔女のための改革

MapsGuides.com：あなたの旅行のための自由なガイド

ギニア

インデックス：大陸と国, 世界の地図
ここでは、ギニアの地理、住民、政府、経済および歴史に

関するオンラインで選択された情報を見つけることができます。
選択された統計、全体図、ギニア - の詳細マップが含まれてい
ますが、ここでギニアの国旗から始めましょう：
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


ギニア - 概要：
ギニアについて知っておくべきことは何ですか？これから始め

ましょう：ギニアは1958年にフランスから独立して以来、何十年
もの権威主義的支配の転換点にある。セコウトゥーレは、
1984年に独立から大統領として死去するまで国を支配し
た.Lansana Conteは1984年にトゥーレ死。コンテ総裁は1993
年、1998年、2003年に大統領選挙を行い、すべての世論調
査を実施した。2008年12月にコンテが死去したとき、ムサ・ダ
ディス・カマラ艦隊は軍事クーデターを率いて権力を掌握し、憲
法を執行停止した。国内外の圧力に屈したくないという彼の
不本意が、2009年9月にピークを迎えた政治的緊張の高まり
をもたらし、大統領の警備員が野党のラリーで150人以上を殺
害した。2009年12月初め、カマラは暗殺の試みで負傷し、ブ
ルキナファソに追放された。コナン・セコウバ将軍が率いる移行
政権は、ギニアの繁栄の民主化への道を開いた。同国は、
2010年と2013年の第1回自由で競争の激しい民主的大統
領選挙と立法選挙をそれぞれ開催し、2015年10月に第2次
大統領選挙を実施した。アルファ・コンデは2015年に第2次5カ
年の任期に再選され、国会は2014年1月に設置されました。
コンデの最初の内閣はギニアの民間初の全政府です。国は長
年の緊張に対処するために政府と野党を結集した2016年8
月と9月に首尾よく政治対話を開催した。コニカセコウバは、ギ
ニアが繁栄した民主主義に移行する道を開いた。同国は、
2010年と2013年の第1回自由で競争の激しい民主的大統
領選挙と立法選挙をそれぞれ開催し、2015年10月に第2次



大統領選挙を実施した。アルファ・コンデは2015年に第2次5カ
年の任期に再選され、国会は2014年1月に設置されました。
コンデの最初の内閣はギニアの民間初の全政府です。国は長
年の緊張に対処するために政府と野党を結集した2016年8
月と9月に首尾よく政治対話を開催した。コニカセコウバは、ギ
ニアが繁栄した民主主義に移行する道を開いた。同国は、
2010年と2013年の第1回自由で競争の激しい民主的大統
領選挙と立法選挙をそれぞれ開催し、2015年10月に第2次
大統領選挙を実施した。アルファ・コンデは2015年に第2次5カ
年の任期に再選され、国会は2014年1月に設置されました。
コンデの最初の内閣はギニアの民間初の全政府です。国は長
年の緊張に対処するために政府と野党を結集した2016年8
月と9月に首尾よく政治対話を開催した。2015年10月に第2
次大統領選挙が行われました。アルファ・コンデは2015年に第
2次5カ年の任期に再選され、国会は2014年1月に設置され
ました。コンデの最初の内閣はギニアの民間初の全政府で
す。国は長年の緊張に対処するために政府と野党を結集し
た2016年8月と9月に首尾よく政治対話を開催した。2015年
10月に第2次大統領選挙が行われました。アルファ・コンデは
2015年に第2次5カ年の任期に再選され、国会は2014年1月
に設置されました。コンデの最初の内閣はギニアの民間初の
全政府です。国は長年の緊張に対処するために政府と野党
を結集した2016年8月と9月に首尾よく政治対話を開催した。

ギニアの地理



地球上のどこにギニアがありますか？
この国の所在地はギニアビサウとシエラレオネの間、北大西洋
と国境を接する西アフリカ、です。 ギニアの総面積は245,857
km2であり、そのうち245,717 km2は土地である。 これはかなり
大きな国です。国の地形はどうやって説明できますか？このよ
うに：丘陵山岳interioにほぼ平坦な海岸平野、。 ギニアの最
下点は大西洋0メートル、最も高い点モンニンバ1752メートル
です。気候は、一般的に高温多湿。南西風のモンスーン型
雨季（6月〜11月）北東ハルマッタン風と乾季（5月-12月）で
す。

ギニアの住人
ギニアで住んでいる人の数を見てみましょう。番号は

12,413,867 (7/2017 推定)です。 だから、これはあまり大きな
人口ではありません。ここに住んでいる人は？ フルラニ（Peul）
32.1％、Malinke 29.8％、Susu 19.8％、Guerze 6.2％、Kissi
4.7％、Toma 2.8％、その他/無回答4.6％（2012年現在）
12,413,867（2017年7月）。 ギニアの言語は何ですか？ フラン
ス人（公式）。そして宗教：イスラム教徒86.2％、キリスト教徒
9.7％、アニミスト/その他/なし4.1％（2012年推定）。人々は平
均して何歳ですか？ 18.9 年。この数字は中央値であると付
け加えなければなりません。つまり、半分の人がこれより年上



で、半分が若いです。そして、彼らの平均余命（出生時）は何
ですか？これは：61 年。人々はギニアで住んでいるところ？こ
こ：の最も密度の高い地域は西と南にあり、内部はまばらに住
んでいる。 ギニアの大都市圏は、Conakry（資本）1.936百万
人（2015年）です。

政府と経済のギニア
ギニアの首都はConakryであり、政府のタイプは大統領共

和国です。行政部門 - 7行政区と1人のGouvenorat。ボケ、コ
ナクリ、ファラナ、カンカン、キンディア、ラベ、マムー、N'Zerekore
を見てみましょう。 ギニアの経済に関して、重要な工業製品
はボーキサイト、金、ダイヤモンド、鉄鉱石; 軽工業、農業処
理です。重要な農産物はココア、キャッサバ（manioc、タピオ
カ）、バナナ、ジャガイモ、サツマイモなどの穀類、ウシ、ヒツジ、
ヤギ; timbeです。最も重要な輸出商品はボーキサイト、金、ダ
イヤモンド、コーヒー、魚、農産物であり、最も重要な輸出相
手は中国24.6％、ガーナ17.9％、スイス10.1パーセント、UAE
7.7％、フランス5.2％、スペイン4.3％、インド4.1 ％（2016年）
です。最も重要な輸入商品は石油製品、金属、機械、輸送
機器、繊維製品、穀物やその他の食品であり、最も重要な
輸入相手はオランダ14.6％、中国13.5％、インド12.4％、ベル
ギー8.6％、フランス6.9％、UAE 5.4％、シンガポール
4.9％（2016年）です。どのくらい金持ちで、この国の人口はど
れくらい豊富ですか？ここで最も重要な数字は1人当たり
GDP（PPP）です：$2,000 (2017 推定)。 これは非常に低い数
値です。これは、1人あたりの国内総生産（Gross Domestic
Product）を意味し、現地の財やサービスの相対コストに関して
再計算されることを意味します。もう一つの重要な数字 - 貧
困線以下の人口：47% (2006 推定)。



ギニアの地図
 

我々は強くお勧めします



トップアドベンチャーゲーム：アリスと魔女のための改革

MapsGuides.com：あなたの旅行のための自由なガイド

ギニアビサウ

インデックス：大陸と国, 世界の地図
ここでは、ギニアビサウの地理、住民、政府、経済および

歴史に関するオンラインで選択された情報を見つけることがで
きます。選択された統計、全体図、ギニアビサウ - の詳細マッ
プが含まれていますが、ここでギニアビサウの国旗から始めましょ
う：
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


ギニアビサウ - 概要：
ギニアビサウについて知っておくべきことは何ですか？これか

ら始めましょう：ギニア・ビサウは、1974年にポルトガルから独立
して以来、相当な政治的、軍事的混乱を経験してきた。
1980年、軍事クーデターは大統領として権威主義者Joao
Bernardo 'Nino' Vieiraを設立した。最終的には市場経済と多
党制への道を切り開いたにもかかわらず、ビエラ政権は政治的
反対と政治的ライバルの追放によって特徴付けられた。1980
年代から1990年代初めまでにクーデターをいくつか試みても、
彼を離脱させることはできなかった。1994年、ビエイラは、同国
初の自由で多党の選挙で大統領に選出された。2000年2
月、過渡期政府は、透明な世論調査で大統領に選出され
た後、野党のクンバ・ヤラに権力を委譲した。2003年9月、就
任後3年しか経っていないにもかかわらず、無尽蔵の軍事クー
デターでヤーラが崩壊し、経営者のアンリケ・ロサが暫定大統
領として就任した。2005年に、ビエイラ大統領が再選され、経
済発展と国家和解を追求することを約束した。彼は2009年3
月に暗殺されました。Malam Bacai Sanhaは2009年6月に開
催された緊急選挙で選出されましたが、長期の病気から2012
年1月に亡くなりました。2012年4月の軍事クーデターは、サン
ナの後継者を決定するために、ギニア・ビサウの第2ラウンドの
大統領選挙を妨げた。西アフリカ諸国経済共同体による調
停の後、2012年に民間移行政府が権力を引き継ぎ、2014
年にホセ・マリオ・バージニア州が自由で公平な選挙に勝利す
るまで残った。与党Paigc党の派閥間の長期にわたる紛争は、
政府を政治的な難局に導いた。2015年8月以来5人の首相



が就任している。
ギニアビサウの地理

地球上のどこにギニアビサウがありま
すか？この国の所在地は西アフリカ、ギニアとセネガルの間の

北大西洋に接するです。 ギニアビサウの総面積は36,125 km2

であり、そのうち28,120 km2は土地である。 だから、これは大き
な国ではない。国の地形はどうやって説明できますか？このよ
うに：サバンナに向かって深く窪んだ河口沿岸の平坦な海岸
地帯を中心とした北東部の河口風のほとんどが乾季（12月〜
5月）Arquipelago Dos Bijagosを含む多くのオフショア島は、18
の主要島と多くの小さな島で構成されています。東南アジア。
ギニアビサウの最下点は大西洋70、最も高い点mです。気候
はtropical; 一般に暑くて湿っている。南西風のモンスーン型雨
季（6月〜11月）東北部のです。

ギニアビサウの住人
ギニアビサウで住んでいる人の数を見てみましょう。番号は

1,792,338 (7/2017 推定)です。 そう多くの人がここに住んでい
るわけではありません。ここに住んでいる人は？ フルラニ
28.5％、Balanta 22.5％、Mandinga 14.7％、Papel 9.1％、
Manjaco 8.3％、Beafada 3.5％、Mancanha 3.1％、Bijago 2.1
％、Felupe 1.7％、1.4％Mansoanca、Balantaたてがみ1％、そ



の他1.8％で、いずれも2.2％（2008年EST）。 ギニアビサウの
言語は何ですか？ Crioulo（共通語）、ポルトガル語（公式、
主として第二または第三言語として使用）、Pular（Aフライング
言語）、マンディンゴ。そして宗教：イスラム教徒45.1％、キリス
ト教22.1％、アニミスト14.9％、なし2％、不特定
15.9％（2008年推定）。人々は平均して何歳ですか？ 20.1
年。この数字は中央値であると付け加えなければなりません。
つまり、半分の人がこれより年上で、半分が若いです。そして、
彼らの平均余命（出生時）は何ですか？これは：51 年。人々
はギニアビサウで住んでいるところ？ここ：人口の約5分の1が大
西洋沿岸にある首都ビサウに住んでいます。残りの部分は、
主に田舎の8つの地域に。 ギニアビサウの大都市圏は、分か
れています。ビサウ（首都）492,000（2015年）です。

政府と経済のギニアビサウ
ギニアビサウの首都はビサウであり、政府のタイプは半大統

領共和国です。行政部門 - 9地域レジオ、単数regiao）;
Bafata、Biombo、Bissau、Bolama / Bijagos、Cacheu、Gabu、
Oio、Quinara、Tombaliを見てみましょう。 ギニアビサウの経済
に関して、重要な工業製品は農産物加工、ビール、ソフトドリ
ンクです。重要な農産物は、米、トウモロコシ、豆類、キャッサ
バ（キャッサバ、タピオカ）、カシューナッツ、ピーナッツ、パーム
核、綿; 木材; 魚です。最も重要な輸出商品は魚、エビ、カザ
フスタン、ピーナッツ、パームカーネル、生と切られた内生であ
り、最も重要な輸出相手はインド64.6％、ベトナム9.4％、ベ
ラルーシ9.4％、ナイジェリア4.7％（2016年）です。最も重要な
輸入商品は食料品、機械輸送用機器、石油製品であり、
最も重要な輸入相手はポルトガル44.2％、セネガル19.2％、
中国7.2％パキスタン6.7％、オランダ4.4％（2016年）です。ど



のくらい金持ちで、この国の人口はどれくらい豊富ですか？ここ
で最も重要な数字は1人当たりGDP（PPP）です：$1,800
(2017 推定)。 これは非常に低い数値です。これは、1人あた
りの国内総生産（Gross Domestic Product）を意味し、現地の
財やサービスの相対コストに関して再計算されることを意味し
ます。もう一つの重要な数字 - 貧困線以下の人口：67%
(2015 推定)。

ギニアビサウの地図
 



我々は強くお勧めします

トップアドベンチャーゲーム：アリスと魔女のための改革

MapsGuides.com：あなたの旅行のための自由なガイド

ガイアナ

インデックス：大陸と国, 世界の地図
ここでは、ガイアナの地理、住民、政府、経済および歴史

に関するオンラインで選択された情報を見つけることができま
す。選択された統計、全体図、ガイアナ - の詳細マップが含ま
れていますが、ここでガイアナの国旗から始めましょう：

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


 

ガイアナ - 概要：
ガイアナについて知っておくべきことは何ですか？これから始

めましょう：もともと17世紀のオランダ植民地で、1815年までに
ガイアナは英国の所有となった。奴隷制の廃止は、旧奴隷に
よる都市部の解決と、インドから砂糖農場を働かせるための義
務付けられた召使の輸入につながった。その結果、民族文化
的分裂は持続し、乱暴な政治につながった。ガイアナは1966
年に英国から独立して以来、主に社会主義指向の政府に
よって支配されてきた。1992年、チェディ・ジェイガンは独立以
来、同国初の自由で公正な選挙であると考えられている大統
領に選出されました。5年後、妻のジャネット・ジェーガン（Janet
Jagan）が死去した後、大統領に就任したのは1999年。彼女
の後継者であるBharrat Jagdeoは2001年に、2006年に再び選
出された。

ガイアナの地理

地球上のどこにガイアナがありますか？
この国の所在地は南米北部、スリナムとベネズエラ間の北大



西洋に接するです。 ガイアナの総面積は214,969 km2であり、

そのうち196,849 km2は土地である。 だから、これは大きな国
ではない。国の地形はどうやって説明できますか？このよう
に：、主に高地を転がします。低い沿岸平野; サバンナ南。 ガ
イアナの最下点は大西洋0 m、最も高い点Laberintos del
Norte、Mount Roraima 2,775 mです。気候はtropical; 熱い、
湿気の多い、北東の貿易風によって穏やかになる; 2つの雨の
季節（1月-8月、11月-5月）はです。

ガイアナの住人
ガイアナで住んでいる人の数を見てみましょう。番号は

737,718です。 そう多くの人がここに住んでいるわけではありま
せん。ここに住んでいる人は？ 東アジア39.8％、黒人
29.3％、混合19.9％、アメリイン10.5％、その他0.5％（ポルト
ガル語、中国語、白を含む）（2012年版）。 ガイアナの言語は
何ですか？ 英語（Guayanese Creole）、アメリインド語
（Caribbean and中国語（2014年）。そして宗教：プロテスタント
34.8％（ペンテコステ22.8％、セブンスデーアドベンティスト
5.4％、アングリカン5.2％、メソジスト1.4％）、ヒンズー教徒
24.8％、ヒンズー教徒24.8％ローマカトリック教徒7.1％、イスラ
ム教徒6.8％、エホバの証人1.3％、ラスタパリア人0.5％、その
他キリスト教徒20.8％、その他0.9％、なし3.1％（2012年）。
人々は平均して何歳ですか？ 26.2 年。この数字は中央値
であると付け加えなければなりません。つまり、半分の人がこれ
より年上で、半分が若いです。そして、彼らの平均余命（出生
時）は何ですか？これは：68.6 年。人々はガイアナで住んでい
るところ？ここ：人口はジョージタウン周辺の北東に集中してお
り、東にはBerbice川に沿って目立つ濃度があります。国の残り



の部分はまばらに移入され。 ガイアナの大都市圏は、ジョージ
タウン（資本）124,000（2014）です。

政府と経済のガイアナ
ガイアナの首都はジョージであり、政府のタイプは議会制

共和国です。行政部門 - 10地域。を見てみましょう。 ガイア
ナの経済に関して、重要な工業製品はボーキサイト、砂糖、
精米、木材、繊維製品、金鉱山です。重要な農産物はサト
ウキビ、米、食用油; 牛肉、豚肉、家禽; エビ、魚のです。最
も重要な輸出商品は、砂糖、金、ボーキサイト、アルミナ、
米、エビ、糖蜜、ラム酒、timbeであり、最も重要な輸出相手
はカナダ30.6パーセント、米国20.7％、トリニダードトバゴ
11.4％（2016年）です。最も重要な輸入商品は、機械、石
油、食品であり、最も重要な輸入相手はトリニダードトバゴ
29％、米国27.5％、中国7.3％、スリナム5.5％（2016年）で
す。どのくらい金持ちで、この国の人口はどれくらい豊富です
か？ここで最も重要な数字は1人当たりGDP（PPP）です：
$8,300 (2017 推定)。 これはかなり低い数字です。これは、1
人あたりの国内総生産（Gross Domestic Product）を意味し、
現地の財やサービスの相対コストに関して再計算されることを
意味します。もう一つの重要な数字 - 貧困線以下の人口：
35% (2006 推定)。

ガイアナの地図
 



我々は強くお勧めします



トップアドベンチャーゲーム：アリスと魔女のための改革

MapsGuides.com：あなたの旅行のための自由なガイド

ハイチ

インデックス：大陸と国, 世界の地図
ここでは、ハイチの地理、住民、政府、経済および歴史に

関するオンラインで選択された情報を見つけることができます。
選択された統計、全体図、ハイチ - の詳細マップが含まれてい
ますが、ここでハイチの国旗から始めましょう：
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


ハイチ  - 概要：
ハイチについて知っておくべきことは何ですか？これから始

めましょう：1492年にクリストファーコロンブスによって発見された
ときにHispaniolaの島に住んでいたネイティブのTainoは、25年
以内にスペインの入植者によって事実上全滅されました。17
世紀初め、フランス人はヒスパニョーラに存在を確立しました。
1697年、スペインは後にハイチになった島の西3分の1にフラン
スに渡した。フランス植民地は、林業と砂糖関連の産業を基
盤に、カリブ海で最も裕福だったが、アフリカの奴隷の重い輸入
とかなりの環境悪化によってのみ生じた。18世紀後半には、ハ
イチの約50万人の奴隷がトゥーサン・ルヴァージュの下で反発し
ました。長期的な闘いの後、ハイチは1804年に独立宣言した
世界で最初の植民地支配下の黒人主導の国となった。現
在、西半球で最も貧しい国であるハイチは、ハイチは歴史の
大部分を政治的に不安定にしています。2010年1月、首都
ポルトープランスから西へ約25kmの震央で、巨大地震7.0の地
震がハイチを襲った。推定では、30万人以上が殺され、150
万人がホームレスを離れると推定されています。この地震は、
過去200年間にこの地域で最悪と評価された。ミシェル・マーテ
ルリー大統領は2016年2月に辞任し、暫定大統領Jocelerme
Privertに代わった。Jovenel Moise大統領は2016年11月の選
挙で勝利し、2017年2月に就任した。500万人がホームレスを
離れました。この地震は、過去200年間にこの地域で最悪と
評価された。ミシェル・マーテルリー大統領は2016年2月に辞
任し、暫定大統領Jocelerme Privertに代わった。Jovenel



Moise大統領は2016年11月の選挙で勝利し、2017年2月に
就任した。500万人がホームレスを離れました。この地震は、
過去200年間にこの地域で最悪と評価された。ミシェル・マーテ
ルリー大統領は2016年2月に辞任し、暫定大統領Jocelerme
Privertに代わった。Jovenel Moise大統領は2016年11月の選
挙で勝利し、2017年2月に就任した。

ハイチの地理

地球上のどこにハイチがあります
か？この国の所在地はカリブ海、ヒスパニオラ島の西3分の1、
カリブ海と北大西洋の間、ドミニカ共和国の西です。 ハイチの

総面積は27,750 km2であり、そのうち27,560 km2は土地であ
る。 だから、これは大きな国ではない。国の地形はどうやって
説明できますか？このように：主にラフと山。 ハイチの最下点
はカリブ海0メートル、最も高い点CHAINEデララセル2680メー
トルです。気候はtropical; 半乾燥東の山は、トレードオフの風
カットここでです。

ハイチの住人
ハイチで住んでいる人の数を見てみましょう。番号は

10,646,714です。 だから、これはあまり大きな人口ではありま
せん。ここに住んでいる人は？ 黒95％、白と白5％。 ハイチの
言語は何ですか？ フランス（公式）、クレオール（公式）。そして
宗教：ローマカトリック（公式）54.7％、プロテスタント28.5％（バ
プテスト15.4％、ペンテコステ7.9％、アドベンティスト3％、メソ
ジスト1.5％、その他0.7％）、ブードゥー（公式）2.1％、その他



4.6％、なし10.2％。人々は平均して何歳ですか？ 23 年。こ
の数字は中央値であると付け加えなければなりません。つま
り、半分の人がこれより年上で、半分が若いです。そして、彼
らの平均余命（出生時）は何ですか？これは：64.2 年。人々
はハイチで住んでいるところ？ここ：かなり均等な分布; 最大の
沿岸地域の近くに位置濃度。 ハイチの大都市圏は、ポルトー
プランス（資本金）244万（2015）です。

政府と経済のハイチ
ハイチの首都はポルトープランスであり、政府のタイプは半

大統領共和国です。行政部門 - 10部署（departements、
singular - departement）; アルティボニット、センター、
Grand'Anse、Nippes、ノール、ノールエスト、ノールウエスト、ウ
エスト、シュッド、シュド・エストを見てみましょう。 ハイチの経済
に関して、重要な工業製品は輸入部品使用して繊維製
品、砂糖精製、製粉、セメント、光アセンブリです。重要な農
産物はコーヒー、マンゴー、ココア、サトウキビ、米、トウモロコ
シ、ソルガム。木材、vetiveです。最も重要な輸出商品はアパ
レル、製造、油、ココア、マンゴー、コーヒーであり、最も重要な
輸出相手は米国80.8パーセント、ドミニカ共和国5.1％（2016
年）です。最も重要な輸入商品は食品、製造財、機械、輸
送用機器、燃料、原料であり、最も重要な輸入相手は米は
19.3％、中国が18.9％、オランダ領アンティル諸島18.1％、イ
ンドネシア6.5％、コロンビア4.8％（2016年）です。どのくらい金
持ちで、この国の人口はどれくらい豊富ですか？ここで最も重
要な数字は1人当たりGDP（PPP）です：$1,800 (2017 推
定)。 これは非常に低い数値です。これは、1人あたりの国内
総生産（Gross Domestic Product）を意味し、現地の財やサー
ビスの相対コストに関して再計算されることを意味します。もう



一つの重要な数字 - 貧困線以下の人口：58.5% (2012 推
定)。

ハイチの地図
 

我々は強くお勧めします



トップアドベンチャーゲーム：アリスと魔女のための改革

MapsGuides.com：あなたの旅行のための自由なガイド

ホンジュラス

インデックス：大陸と国, 世界の地図
ここでは、ホンジュラスの地理、住民、政府、経済および歴

史に関するオンラインで選択された情報を見つけることができま
す。選択された統計、全体図、ホンジュラス - の詳細マップが
含まれていますが、ここでホンジュラスの国旗から始めましょう：
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


ホンジュラス - 概要：
ホンジュラスについて知っておくべきことは何ですか？これか

ら始めましょう：ホンジュラスは新世界でスペインの広大な帝国
の一員になった後、1821年に独立国家になった。軍事政権
の25年後に自由に選出された民間政府が1982年に発足し
た。1980年代、ホンジュラスはマルクス主義者ニカラグア政府と
戦う反サンディニスタ戦線と、左派ゲリラと戦っているサルバドー
ル政府軍との同盟国。その国は1998年にハリケーン・ミッチに
よって荒廃し、約5,600人が死亡し、およそ20億ドルの損害を
もたらした。それ以来、経済は徐々に回復してきた。

ホンジュラスの地理

地球上のどこにホンジュラスがありま
すか？この国の所在地はカリブ海に接する中央アメリカ、グアテ
マラとニカラグアの間、フォンセカ湾（北太平洋）に接する、エル
サルバドルとニカラグアの間です。 ホンジュラスの総面積は

112,090 km2であり、そのうち111,890 km2は土地である。 だか
ら、これは大きな国ではない。国の地形はどうやって説明でき
ますか？このように：インテリア、狭い海岸平野で、主に山。 ホ
ンジュラスの最下点はカリブ海0メートル、最も高い点ミナス山
2870メートルです。気候は山の低地では亜熱帯、温帯です。

ホンジュラスの住人



ホンジュラスで住んでいる人の数を見てみましょう。番号は
9,038,741です。 だから、これはあまり大きな人口ではありませ
ん。ここに住んでいる人は？ メスティーゾ（混合アメリジンとヨー
ロッパ）90％、アメリイン7％、黒2％、白1％。 ホンジュラスの言
語は何ですか？ スペイン語（公用語）、アメリジアの方言。そし
て宗教：ローマカトリック教徒46％、プロテスタント41％、無神
論者1％、その他2％、なし9％（2014年）。人々は平均して
何歳ですか？ 23 年。この数字は中央値であると付け加えな
ければなりません。つまり、半分の人がこれより年上で、半分が
若いです。そして、彼らの平均余命（出生時）は何ですか？こ
れは：71.2 年。人々はホンジュラスで住んでいるところ？ここ：
大半の住民は山岳西部の半分に住んでいる。他の中米諸国
とは異なり、ホンジュラスはテグシガルパの首都とサンペドロスー
ラの都市の2つの大きなセンターの間に分布する都市人口を
持つ唯一の都市です。北部のリオ・ウルア渓谷は、唯一の人
口密度の低い低地。 ホンジュラスの大都市圏は、テグシガル
パ（首都）である1123万人です。サンペドロ・スーラ
852,000（2015年）です。

政府と経済のホンジュラス
ホンジュラスの首都はであり、政府のタイプはです。行政部

門 - 18の部門（departamentos、単一のdepartamento）; アトラ
ンティス、チョルテカ、コロン、コマヤグア、コパン、コルテス、エル
パラシオ、フランシスコモザン、グラシアアオディオス、インディアブ
カ、イスラスデラバイア、ラパス、レムピラ、オコテペク、オラン
チョ、サンタバーバラ、ヴァッレ、ヨロを見てみましょう。 ホンジュラ
スの経済に関して、重要な工業製品は砂糖加工、コーヒー、
織物、ニットアパレル、木製品、葉巻です。重要な農産物は
バナナ、コーヒー、柑橘類、トウモロコシ、アフリカヤシ。牛肉;



木材; エビ、チラピア、ロブスター、砂糖、東洋野菜です。最も
重要な輸出商品はコーヒー、アパレル、コーヒー、エビ、自動車
ワイヤーハーネス、シガー、バナナ、フルーツ、ロブスター、ルビー
であり、最も重要な輸出相手は米国36.7％、ドイツ10.7％、
エルサルバドル8.6％、グアテマラ6.5％、オランダ5.4％、ニカラグ
ア5.3％（2016）です。最も重要な輸入商品は通信機器、機
械輸送、工業原料、化学製品、燃料、食料品であり、最も
重要な輸入相手は米国32.8％、中国14.1 、グアテマラ
8.9％、メキシコ7.3％、エルサルバドル5.7％（2016年）です。ど
のくらい金持ちで、この国の人口はどれくらい豊富ですか？ここ
で最も重要な数字は1人当たりGDP（PPP）です：$5,500
(2017 推定)。 これはかなり低い数字です。これは、1人あたり
の国内総生産（Gross Domestic Product）を意味し、現地の
財やサービスの相対コストに関して再計算されることを意味し
ます。もう一つの重要な数字 - 貧困線以下の人口：29.6%
(2014)。

ホンジュラスの地図
 



我々は強くお勧めします



トップアドベンチャーゲーム：アリスと魔女のための改革

MapsGuides.com：あなたの旅行のための自由なガイド

香港

インデックス：大陸と国, 世界の地図
ここでは、香港の地理、住民、政府、経済および歴史に

関するオンラインで選択された情報を見つけることができます。
選択された統計、全体図、香港 - の詳細マップが含まれてい
ますが、ここで香港の国旗から始めましょう：
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


香港 - 概要：
香港について知っておくべきことは何ですか？これから始め

ましょう：1841年に英国が占領した香港は、翌年に中国から
正式に譲渡された。19世紀後半には様々な隣接する土地が
追加されました。中国は1984年12月19日に中国と英国が締
結した合意に従い、1997年7月1日に香港特別行政区になっ
た。この合意では、中国は「一つの国、二つの国中国の社会
主義経済体制は香港に課されることはなく、香港はその後の
50年間の外交・防衛を除く全ての分野において「高度の自
治」を享受することになるだろう。

香港の地理

地球上のどこに香港がありますか？
この国の所在地は東南アジア、南シナ海と中国に接するで

す。 香港の総面積は1,108 km2であり、そのうち1,073 km2は
土地である。 だからこれはかなり小さい国です。国の地形はど
うやって説明できますか？このように：ます。。 香港の最下点
は中国南北部の低地0m、最も高い点太Mo Shan 958mで
す。気候は亜熱帯モンスーン; 冬は涼しく湿っていて、春から
夏にかけては暑いと雨が降りです。



香港の住人
香港で住んでいる人の数を見てみましょう。番号は

7,191,503 (7/2017 推定)です。 だから、これはあまり大きな人
口ではありません。ここに住んでいる人は？ 中国92％、フィリピ
ン2.5％、インドネシア2.1％、その他3.4％（2016年est。）。 香
港の言語は何ですか？ 広東（公式）88.9％、英語（公式）
4.3％、北京1.9％、その他の中華方言3.1％、その他
1.9％（2016年末）。そして宗教：地方宗教の折衷的混合
90％、キリスト教10％。人々は平均して何歳ですか？ 44.4
年。この数字は中央値であると付け加えなければなりません。
つまり、半分の人がこれより年上で、半分が若いです。そして、
彼らの平均余命（出生時）は何ですか？これは：83 年。人々
は香港で住んでいるところ？ここ：人口はかなり均等に分布。
香港の大都市圏は、香港726万人（2014年）です。

政府と経済の香港
香港の首都はこれは不明ですであり、政府のタイプは大

統領限定の民主主義。中国の人民共和国の特別行政で
す。行政部門 - なし（中国の人民共和国の特別行政区）を
見てみましょう。 香港の経済に関して、重要な工業製品は織
物、衣料品、観光、金融、海運、エレクトロニクス、プラスチッ
ク、おもちゃ、時計、クロックです。重要な農産物は新鮮な野
菜や果物; 家禽、豚肉; 魚のです。最も重要な輸出商品は
電気機械器具、テキスタイル、アパレル、靴、時計、時計、玩
具、プラスチック、貴重な石、印刷材料であり、最も重要な輸
出相手は中国54.2％、米国9％（2016年）です。最も重要な
輸入商品は原材料や半製造し、消費財、資本財、食料
品、燃料（最も再輸出されている）であり、最も重要な輸入相



手は中国47.8パーセント、シンガポール6.5％、日本6.2％、米
国5.2％、韓国4.9％（2016年）です。どのくらい金持ちで、この
国の人口はどれくらい豊富ですか？ここで最も重要な数字は1
人当たりGDP（PPP）です：$61,000 (2017 推定)。 これは、
人々がここで平均的に富んでいることを意味します。これは、1
人あたりの国内総生産（Gross Domestic Product）を意味し、
現地の財やサービスの相対コストに関して再計算されることを
意味します。もう一つの重要な数字 - 貧困線以下の人口：
19.6% (2012 推定)。

香港の地図
 



我々は強くお勧めします



トップアドベンチャーゲーム：アリスと魔女のための改革

MapsGuides.com：あなたの旅行のための自由なガイド

ハンガリー

インデックス：大陸と国, 世界の地図
ここでは、ハンガリーの地理、住民、政府、経済および歴

史に関するオンラインで選択された情報を見つけることができま
す。選択された統計、全体図、ハンガリー - の詳細マップが含
まれていますが、ここでハンガリーの国旗から始めましょう：
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


ハンガリー - 概要：
ハンガリーについて知っておくべきことは何ですか？これから

始めましょう：ハンガリーはAD 1000年にキリスト教徒の王国に
なり、何世紀もの間、ヨーロッパのオスマントルコの拡大に対す
る防壁として役立った。王国は結局、第一次世界大戦中に
崩壊した多国籍軍Austro-Hungarian Empireの一部となった。
国は第二次世界大戦後に共産主義の下に落ちた。1956
年、ワルシャワ条約の反乱と発表された撤退は、モスクワによ
る大規模な軍事介入を受けた。ハンガリーは1968年のヤノス・
カダル（Janos Kadar）指導のもと、いわゆる「グーラッシュ共産
主義」を導入して経済を自由化し始めた。ハンガリーは1990
年に初の多党選挙を行い、自由市場経済を開始した。1999
年にはNATOに、5年後にはEUに加わりました。

ハンガリーの地理

地球上のどこにハンガリーがあります
か？この国の所在地は中央ヨーロッパ、ルーマニア北西です。

ハンガリーの総面積は93,028 km2であり、そのうち89,608 km2

は土地である。 だから、これは大きな国ではない。国の地形は



どうやって説明できますか？このように：ほとんど平坦な平野に
平らです。スロバキアの丘陵地帯の丘陵と低山。 ハンガリーの
最下点は川78m、最も高い点ケケス1,014mです。気候は温
帯; 寒い、曇り、湿気の多い冬。暖かい夏はです。

ハンガリーの住人
ハンガリーで住んでいる人の数を見てみましょう。番号は

9,850,845 (7/2017 推定)です。 だから、これはあまり大きな人
口ではありません。ここに住んでいる人は？ 85.6パーセント、ロ
マーニ3.2％、ドイツ1.9％、その他2.6％、未指定の14.1パーセ
ント（2011 EST。）ハンガリー語。 ハンガリーの言語は何です
か？ ハンガリー語（公式）99.6％、イギリス16％、ドイツ
11.2％、ロシア1.6％、ルーマニア語1.3％ 、フランス1.2％、そ
の他4.2％。そして宗教：ローマカトリック37.2％、カルビン
11.6％、ルター派2.2％、ギリシャカトリック1.8％、その他
1.9％、なし18.2％、不特定27.2％（2011年推定）。人々は
平均して何歳ですか？ 42.3 年。この数字は中央値であると
付け加えなければなりません。つまり、半分の人がこれより年
上で、半分が若いです。そして、彼らの平均余命（出生時）は
何ですか？これは：76.1 年。人々はハンガリーで住んでいると
ころ？ここ：国のほとんど全体にかなり均一に分布、より大き
く、より密度の高い集団を誘致都市部と。 ハンガリーの大都
市圏は、ブダペスト（資本）1714000（2015）です。

政府と経済のハンガリー
ハンガリーの首都はのブダペストであり、政府のタイプはの

議会共和国です。行政部門 - 19件の郡（megyek、単数-
megye）、郡権を持つ23都市（megyei jogu varosok、単数-
megyei joguバロス）、および1首都（fovaros）を見てみましょう。



ハンガリーの経済に関して、重要な工業製品は業、畜産業、
畜産業、ドイツ28.2％、ルーマニア5.2％、スロバキア5％、オー
ストリア4.9％、フランス4.8％、イタリア4.8％、チェコ共和国
4.2％、ポーランド4.2％（2016年）、原燃料3.4％、燃料
3.9％）機械・設備45.4％、その他34.3％、燃料・電気
12.6％、食品5.3％、原材料2.5％（2012年）です。重要な農
産物は、小麦、トウモロコシ、ヒマワリ種子、ジャガイモ、テンサ
イ、（2015年まで）機械・設備53.4％、その他の製造業
31.2％、食品8.4％、畜産です。最も重要な輸出商品はであ
り、最も重要な輸出相手はです。最も重要な輸入商品はで
あり、最も重要な輸入相手はドイツ26.3％、オーストリア
6.4％、中国6.3％、ポーランド5.5％、スロバキア5.3％、オラン
ダ4.9％、チェコ共和国4.9％、フランス4.8％、イタリア
4.8％（2016年）です。どのくらい金持ちで、この国の人口はど
れくらい豊富ですか？ここで最も重要な数字は1人当たり
GDP（PPP）です：$28,900 (2017 推定)。 これは、生活水準
がここで良いことを意味します。これは、1人あたりの国内総生
産（Gross Domestic Product）を意味し、現地の財やサービス
の相対コストに関して再計算されることを意味します。もう一つ
の重要な数字 - 貧困線以下の人口：14.9% (2015 推定)。

ハンガリーの地図
 



我々は強くお勧めします
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アイスランド

インデックス：大陸と国, 世界の地図
ここでは、アイスランドの地理、住民、政府、経済および歴

史に関するオンラインで選択された情報を見つけることができま
す。選択された統計、全体図、アイスランド - の詳細マップが
含まれていますが、ここでアイスランドの国旗から始めましょう：
 

アイスランド  - 概要：
アイスランドについて知っておくべきことは何ですか？これか

ら始めましょう：アイスランドは、9世紀後半と10世紀末にノル
ウェーとケルト人（スコットランド人とアイルランド人）の移住者に
よって設立され、世界で最も古く機能する立法議会である
Althingiを930年に設立しました。 。1875年のアスクハ火山から
の脱出はアイスランドの経済を荒廃させ、飢饉が広がった。次
の四半世紀にかけて、島の人口の20％が、主にカナダと米国

http://mapsguides.com/


に移住しました。デンマークは1874年に限られた家庭支配を
与え、1944年に完全独立した.20世紀の後半には、主として
漁業によって支えられた実質的な経済成長が見られた。1994
年に欧州経済圏に加盟した後、経済は大きく分散し、しか
し、アイスランドは、2008年以降の世界金融危機で特に大き
な打撃を受けました。経済は今や上方の軌道にあり、主に観
光ブームと建設ブームに牽引されています。識字、長寿、社
会的結束は世界の基準では第一位です。

アイスランドの地理

地球上のどこにアイスランドがありま
すか？この国の所在地は北ヨーロッパ、グリーンランド海と北大
西洋の間の島、英国北西です。 アイスランドの総面積は

103,000 km2であり、そのうち100,250 km2は土地である。 だか
ら、これは大きな国ではない。国の地形はどうやって説明でき
ますか？このように：山頂、氷山が散在している大部分の高
原。湾とフィヨルドで深く刻まれた海岸。 アイスランドの最下点
は大西洋0 m、最も高い点Hvannadalshnukur 2,110
m（Vatnajokull 氷河で）です。気候は温帯。北大西洋の流れ
によって調整された; 軽い、風の強い冬。湿った、涼しい夏は、
です。



アイスランドの住人
アイスランドで住んでいる人の数を見てみましょう。番号は

339,747 (7/2017 推定)です。 そう多くの人がここに住んでいる
わけではありません。ここに住んでいる人は？ 北欧やケルト人
94％、外来人口の子孫の均一な混合物6％。 アイスランドの
言語は何ですか？ 、アイスランド、イギリス、北欧の言語、ドイ
ツ広く話さ。そして宗教：アイスランドの福音ルーテル教会（公
式）69.9パーセント、ローマカトリック3.8％、レイキャビク自由教
会2.9％、Hafnarfjorour自由教会2％、Asatru協会1.1％、独
立教会1％、他の宗教4％（主教とペンテコステルを含む）、
6.1％、その他または不特定9.2％（2017年）。人々は平均し
て何歳ですか？ 36.5 年。この数字は中央値であると付け加
えなければなりません。つまり、半分の人がこれより年上で、半
分が若いです。そして、彼らの平均余命（出生時）は何です
か？これは：83.1 年。人々はアイスランドで住んでいるところ？
ここ：アイスランドはほぼ完全に都市部であり、人口の半分は
レイキャビクの首都周辺に位置しています。小規模なクラス
ターは、北と西の海岸沿いに主に見られる。。 アイスランドの
大都市圏は、レイキャビク（首都）184,000（2014年）です。

政府と経済のアイスランド
アイスランドの首都はReykjavikであり、政府のタイプは議

会共和国です。行政部門 - 8地域; オーストラント、ホフード
ボール・バエディー、ノルドールランド・エストラ、ノールハーラン
ド・ヴェストラ、スーダン、スドフルネス、ヴェストフィールダール、
ヴェストゥーランドを見てみましょう。 アイスランドの経済に関し
て、重要な工業製品は観光、魚の処理; アルミニウム製錬;
地熱発電、水力発電; 医療/医薬品です。重要な農産物は
ジャガイモ、ニンジン、緑色野菜、トマト、キュウリ; 羊肉、鶏



肉、豚肉、牛肉、乳製品; 魚のです。最も重要な輸出商品
は、アルミニウム（38％）、農産物、医薬品、フェロシリコン
（2015）であり、最も重要な輸出相手はオランダ25.4％、英国
11.3％、スペイン10.5％、米国7.8％、ドイツ7％、フランスドイ
ツ10.1％、米国10％、ノルウェー9.1％、オランダ7.5％、中国
7.4％、デンマーク6.1％、英国5.8％（2016年）4.2％（2016
年）です。最も重要な輸入商品は機械設備、石油製品、食
料品、であり、最も重要な輸入相手はです。どのくらい金持ち
で、この国の人口はどれくらい豊富ですか？ここで最も重要な
数字は1人当たりGDP（PPP）です：$52,100 (2017 推定)。 こ
れは、人々がここで平均的に富んでいることを意味します。こ
れは、1人あたりの国内総生産（Gross Domestic Product）を
意味し、現地の財やサービスの相対コストに関して再計算さ
れることを意味します。もう一つの重要な数字 - 貧困線以下
の人口：未知の%。

アイスランドの地図
 



我々は強くお勧めします



トップアドベンチャーゲーム：アリスと魔女のための改革

MapsGuides.com：あなたの旅行のための自由なガイド

インド

インデックス：大陸と国, 世界の地図
ここでは、インドの地理、住民、政府、経済および歴史に

関するオンラインで選択された情報を見つけることができます。
選択された統計、全体図、インド - の詳細マップが含まれてい
ますが、ここでインドの国旗から始めましょう：
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インド  - 概要：
インドについて知っておくべきことは何ですか？これから始め

ましょう：世界で最も古いインドの谷文明は、紀元前3、2千年
の間に繁栄し、インド北西部にまで広がった。北西部のアリア
族は約1500年ぐらいインド亜大陸に侵入した。それ以前のド
ラヴィダ人の住民との合併により、古典的なインドの文化が生
まれました。アショカの下で天頂に達した紀元前4世紀と3世紀
のマウリヤ帝国は南アジアの多くを結んでいました。Gupta王朝
（4世紀〜6世紀のAD）によって導入された黄金時代は、イン
ドの科学、芸術、および文化の開花を見た。700年間に渡っ
て亜大陸に広がったイスラム教。10世紀と11世紀には、トルコ
人とアフガニスタン人がインドを侵略し、デリー・スルタンを設立
しました。16世紀初頭、バブル皇帝はムガール王朝を設立
し、3世紀以上にわたりインドを支配した。ヨーロッパの探検家
たちは16世紀にインドに足場を確立し始めました。19世紀ま
でに、英国は亜大陸に支配的な政治権力となっていた。英
国の軍隊は、両方の世界大戦において重要な役割を果たし
ました。Mohandas GandhiとJawaharlal Nehruが率いる英国の
ルールに対する非暴力的な抵抗の年は、結局1947年に付与
されたインドの独立をもたらした。大規模な共同暴力は、亜
大陸横断の前後にインドとパキスタンの2つの州に分かれた。
近隣諸国は独立以来3回の戦争を経験しており、最後は
1971年であり、東パキスタンはバングラデシュの独立国家となっ
た。インド' 1998年の核兵器テストでは、パキスタンは同年に
独自のテストを実施した。2008年11月、パキスタン発のテロリ



ストは、インドの金融資本であるムンバイで一連の協調攻撃を
行った。過剰な人口の過密、環境の悪化、貧困の蔓延、腐
敗の蔓延などの重大な問題にもかかわらず、1991年の経済
改革の発端に伴う経済成長と若年層の大規模な人口の増
加が、

インドの地理

地球上のどこにインドがありますか？
この国の所在地は南アフリカはビルマとパキスタンの間のアラブ
海とベンガル湾に接するです。 インドの総面積は3,287,263
km2であり、そのうち2,973,193 km2は土地である。 だからこれ
は非常に大きな国です。国の地形はどうやって説明できます
か？このように：平地（デカン高原）西には砂漠、北にはヒマラ
ヤ山脈。 インドの最下点はインド洋0 m、最も高い点カンチェ
ンガ8,586 mです。気候はは、南部の熱帯モンスーンから南部
のです。

インドの住人
インドで住んでいる人の数を見てみましょう。番号は

1,281,935,911 (7/2017 推定)です。 だから、これは本当に大
きな人口です。ここに住んでいる人は？ インドアリアン72％、ド
ラビダン25％、モンゴロイド3 （2000年）。 インドの言語は何で
すか？ ヒンディー語41％、ベンガル語8.1％、テルグ語7.2％、
マラティ7％、タミル5.9％、ウルドゥー語5％、グジャラト語



4.5％、カンナダ3.7％、マラヤラム3.2％、オリヤ3.2％、パンジャ
ブ2.8％、アッサム語1.3 （％）、マイティリ1.2％、その他5.9％。
そして宗教：ヒンズー教徒79.8％、イスラム教徒14.2％、クリス
チャン2.3％、シーク1.7％、その他2％（2011年）。人々は平均
して何歳ですか？ 27.9 年。この数字は中央値であると付け
加えなければなりません。つまり、半分の人がこれより年上で、
半分が若いです。そして、彼らの平均余命（出生時）は何で
すか？これは：68.8 年。人々はインドで住んでいるところ？こ
こ：タール砂漠を含む北西部の砂漠と北部の山岳地帯を除い
て、大部分の人口密度が非常に高い。人口の核心は、ガン
ジス川沿いの北部にあり、他の川渓谷や南部の沿岸地域で
も、人口密度が高い。。 インドの大都市圏は、ニューデリー
（首都）は25703万人。ムンバイ21.043百万; カルカッタ
11,766,000; Bangalore 10.087 million; チェンナイ962万人 ハイ
デラバード8.944百万人（2015年）です。

政府と経済のインド
インドの首都はニューデリーであり、政府のタイプは連邦議

会共和国です。行政部門 - 29州と7組合地域。アンダマンと
ニコバル諸島、アーンドラ・プラデシュ、アルナチャル・プラデ
シュ、アッサム、ビハール、チャンディガール、チャッティスガル、ダ
ドラとナーガー・ハベリ、ダマンとディウ、デリー、ゴア、グジャラー
ト、ハリヤナ、ヒマチャル・プラデーシュ、ジャムとカシミール、
ジャールカンド、カルナタカ、ケララ、マディヤ・プラデーシュ州、マ
ハラシュトラ州、マニプール、メガラヤ州、ミゾラム、ナガランド、
オリッサ州、ポンディシェリ、パンジャブ州、ラジャスタン州、シッキ
ム、タミル・ナードゥ、テランガーナ州、トリプラ州、ウッタル・プラ
デーシュ州、ウッタラーカンド州、西ベンガルを見てみましょう。
インドの経済に関して、重要な工業製品はセメント、鉱業、



石油、機械、ソフトウェア、医薬品です。重要な農産物は
米、小麦、油糧種子、綿、ジュート、茶、サトウキビ、レンズ
豆、タマネギ、ジャガイモ、乳製品、ヒツジ、ヤギ、家禽; 魚で
す。最も重要な輸出商品は石油製品、宝石、自動車、機
械、鉄鋼、化学品、医薬品、穀物、衣料品であり、最も重
要な輸出相手は16％、アラブ首長国連邦11.7％、香港
5.1％（2016）です。最も重要な輸入商品は原油、宝石、機
械、化学、肥料、プラスチック、鉄鋼であり、最も重要な輸入
相手は中国17％、米国5.8％、アラブ首長国連邦5.4％、サ
ウジアラビア5.2％ 、スイス4.2％（2016年）です。どのくらい金
持ちで、この国の人口はどれくらい豊富ですか？ここで最も重
要な数字は1人当たりGDP（PPP）です：$7,200 (2017 推
定)。 これはかなり低い数字です。これは、1人あたりの国内総
生産（Gross Domestic Product）を意味し、現地の財やサービ
スの相対コストに関して再計算されることを意味します。もう一
つの重要な数字 - 貧困線以下の人口：21.9% (2011 推定)。

インドの地図
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インドネシア

インデックス：大陸と国, 世界の地図
ここでは、インドネシアの地理、住民、政府、経済および

歴史に関するオンラインで選択された情報を見つけることがで
きます。選択された統計、全体図、インドネシア - の詳細マッ
プが含まれていますが、ここでインドネシアの国旗から始めましょ
う：
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インドネシア - 概要：
インドネシアについて知っておくべきことは何ですか？これか

ら始めましょう：オランダは17世紀初頭にインドネシアに植民地
化を始めました。日本は1942年から1945年にかけて島を占領
した。インドネシアは日本の降伏の直前に独立を宣言したが、
1949年にオランダが主権を移譲する前に、時には残酷な戦
い、断続的な交渉、国連調停が4年必要だった。スカルノ大
統領が戒厳令を宣言し、「ガイド付き民主主義」を制定した
1957年に民主化が終わった。1965年に共産主義共産主義
者と主張された不合理なクーデターの後、スカルノは徐々に権
力から落ち着いた。スハルト大統領は、1967年から1998年ま
で、インドネシアを「新秩序」政府と統治した。1998年に街頭
抗議がスハルトを打倒した後、1999年に自由で公平な立法
選挙が行われた。インドネシアは現在、3番目に人口の多い
民主主義、世界最大の連合国、世界最大のムスリム大多数
の国家である。現在の問題には、貧困の緩和、教育の改
善、テロの防止、40年間の権威主義後の民主主義の統合、
経済・金融改革の実施、腐敗の撲滅、刑事司法制度の改
革、気候変動への対応、地域の重要性。2005年、インドネ
シアはアチェで武装分離主義者との歴史的平和協定に達
し、2006年12月のアチェでの民主的選挙につながった。インド
ネシアは独立したフリー・パプア・ムーブメントによるパプアの低
強度武装抵抗に直面し続けている。最大のイスラム教徒多
数国家である。現在の問題には、貧困の緩和、教育の改
善、テロの防止、40年間の権威主義後の民主主義の統合、



経済・金融改革の実施、腐敗の撲滅、刑事司法制度の改
革、気候変動への対応、地域の重要性。2005年、インドネ
シアはアチェで武装分離主義者との歴史的平和協定に達
し、2006年12月のアチェでの民主的選挙につながった。インド
ネシアは独立したフリー・パプア・ムーブメントによるパプアの低
強度武装抵抗に直面し続けている。最大のイスラム教徒多
数国家である。現在の問題には、貧困の緩和、教育の改
善、テロの防止、40年間の権威主義後の民主主義の統合、
経済・金融改革の実施、腐敗の撲滅、刑事司法制度の改
革、気候変動への対応、地域の重要性。2005年、インドネ
シアはアチェで武装分離主義者との歴史的平和協定に達
し、2006年12月のアチェでの民主的選挙につながった。インド
ネシアは独立したフリー・パプア・ムーブメントによるパプアの低
強度武装抵抗に直面し続けている。刑事司法制度の改革、
気候変動への対応、感染症、特に世界的にも地域的にも重
要な感染症の防御など、さまざまな分野で重要な役割を果
たす。2005年、インドネシアはアチェで武装分離主義者との歴
史的平和協定に達し、2006年12月のアチェでの民主的選挙
につながった。インドネシアは独立したフリー・パプア・ムーブメン
トによるパプアの低強度武装抵抗に直面し続けている。刑事
司法制度の改革、気候変動への対応、感染症、特に世界
的にも地域的にも重要な感染症の防御など、さまざまな分野
で重要な役割を果たす。2005年、インドネシアはアチェで武装
分離主義者との歴史的平和協定に達し、2006年12月のア
チェでの民主的選挙につながった。インドネシアは独立したフ
リー・パプア・ムーブメントによるパプアの低強度武装抵抗に直
面し続けている。

インドネシアの地理



地球上のどこにインドネシアがありま
すか？この国の所在地は東南アジア、インド洋と太平洋間の

列島です。 インドネシアの総面積は1,904,569 km2であり、そ

のうち1,811,569 km2は土地である。 だからこれは非常に大き
な国です。国の地形はどうやって説明できますか？このように：
主に沿岸低地を含む高地ではより緩やかである。大島には内
山がある。 インドネシアの最下点はインド洋0 m、最も高い点
Puncak Jaya 4,884 mです。気候はtropical; 熱い、湿った;で
す。

インドネシアの住人
インドネシアで住んでいる人の数を見てみましょう。番号は

260,580,739 (7/2017 推定)です。 だから、この国は世界で最
も人口の多い国の一つです。ここに住んでいる人は？ 、バギ
ネ2.7％、バンテネ2％、バンジャレ1.7％、バリネシア1.7％、ア
チェネーゼ1.4％、ダヤク1.4％、ササック1.3％、中国1.2％、そ
の他15％（2010年の推定）。 インドネシアの言語は何です
か？ インドネシア語（公式のマレー語）、英語、オランダ語、地
方の方言（もっとも広く話されているのはジャワ語）。そして宗
教：イスラム教徒87.2パーセント、プロテスタント7％、ローマカト
リック2.9％、ヒンドゥー教1.7％、その他0.9％（仏教と儒教を含
みます）、未指定の0.4％（2010 EST。）。人々は平均して何



歳ですか？ 30.2 年。この数字は中央値であると付け加えな
ければなりません。つまり、半分の人がこれより年上で、半分が
若いです。そして、彼らの平均余命（出生時）は何ですか？こ
れは：73 年。人々はインドネシアで住んでいるところ？ここ：の
島の主要な濃度地球上で最も人口密度の高い場所の1つで
あるJava スマトラ島には、特にジャワ島とバリ島周辺の島々の
中で最も重要な群集があります（特にSelat Sunda近くの南
部、メダン近くの北東部沿岸部）。Makasar（Sulawesi）、
Banjarmasin（カリマンタン）の都市もまた、人口が多い。 インド
ネシアの大都市圏は、ジャカルタ（首都）1,0323万人です。スラ
バヤ285万。バンドン252.4億。メダン220万人。セマラン163万
人 マカッサル1.489百万（2015年）です。

政府と経済のインドネシア
インドネシアの首都はジャカルタであり、政府のタイプは大

統領共和国です。行政部門 - 31の州（provinsi-provinsi、
singular-provinsi）、1つの自治州、1つの特別地域（daerah-
daerah istimewa、singular-daerah istimewa）、および1つの国家
首都地区（daerah khusus ibukota）ジャワ・バラット（西ジャワ）、
ジャワ・テンガ（中央ジャワ）、ジャワ・ティムール（東ジャワ）、カリ
マンタン・バラット（西カリマンタン）、カリマンタン・セラタン（サウス
カリマンタン）カリマンタン・テンガ（カリマンタン中央部）、カリマンタ
ン・ティムール（カリマンタン・東カリマンタン）、カリマンタン・ウタラ
（北カリマンタン）、ケプラワン・バンカ・ベリトゥン（バンカ・ビリトン
諸島）、ケプラワン・リアウ（リアウ諸島）、ランプン、マルク、マル
クウタラ（北マルク）、ヌサ・テンガラバラット（西ヌサ・テンガラ）、
ヌサ・テンガラ・ティムール（東ヌサ・テンガラ）、パプア、パプア・バ
ラット（西パプア）、リアウ、スラウェシ・バラット（西スラウェシ）、ス
ラウェシ・セラタン（サウス・スラウェシ）を見てみましょう。 インドネ



シアの経済に関して、重要な工業製品は石油および天然ガ
ス、繊維、自動車、電気器具、アパレル、履物、鉱業、セメン
ト、医療器具および器具、工芸品、化学肥料、合板、食
品、ジュエリー、観光です。重要な農産物はゴム及び類似の
製品、パーム油、鶏肉、牛肉、林産物、エビ、ココア、コー
ヒー、薬草、エッセンシャルオイル、魚類およびその類似製品、
スパイスです。最も重要な輸出商品は鉱物燃料、動物性ま
たは植物性油脂（パーム油を含む）、電気機械、ゴム、機械
および機械部品であり、最も重要な輸出相手は中国
11.6％、日本11.1％、シンガポール7.8％、インド7％、マレー
シア4.9％、韓国4.8％（2016年）です。最も重要な輸入商品
は鉱油、ボイラー、機械、機械部品、電気機械、鉄鋼、食
料品であり、最も重要な輸入相手は中国22.9％、シンガポー
ル10.8％、日本9.6％、タイ6.4％、米国5.4％、マレーシア
5.4％、韓国5％（2016年）です。どのくらい金持ちで、この国の
人口はどれくらい豊富ですか？ここで最も重要な数字は1人
当たりGDP（PPP）です：$12,400 (2017 推定)。 これはかなり
良いです。これは、1人あたりの国内総生産（Gross Domestic
Product）を意味し、現地の財やサービスの相対コストに関して
再計算されることを意味します。もう一つの重要な数字 - 貧
困線以下の人口：10.9% (2016 推定)。

インドネシアの地図
 



我々は強くお勧めします

トップアドベンチャーゲーム：アリスと魔女のための改革

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199


MapsGuides.com：あなたの旅行のための自由なガイド

イラン

インデックス：大陸と国, 世界の地図
ここでは、イランの地理、住民、政府、経済および歴史に

関するオンラインで選択された情報を見つけることができます。
選択された統計、全体図、イラン - の詳細マップが含まれてい
ますが、ここでイランの国旗から始めましょう：
 

イラン - 概要：
イランについて知っておくべきことは何ですか？これから始め

ましょう：1935年までペルシャとして知られていたイランは、1979
年に与党君主制が崩壊し、シャモハマド・レザ・パウラヴィが追
放されてイスラム共和国になった。アヤトラ・ルホラ・ホメイニ率
いる保守的な事務部隊は、憲法によれば、専門家集会
（AOE）にのみ責任を負う最高指導者と一般に呼ばれる学問
的宗教学者に究極の政治的権限を与えられた、一般に選

http://mapsguides.com/


出された86人の聖職者団体である。米国とイランの関係は、
1979年11月にイランの学生がテヘランに駐留し、1981年1月
中旬に大使館人質を人質に拘束した際に緊張した。米国は
1980年4月にイランとの外交関係を切り離した。 、イランは血
まみれに戦った、最終的にペルシャ湾に拡大し、米海軍とイラ
ンの軍隊との間の衝突につながったイラクとの激しい戦争。イラ
ンは、レバノンや世界の他の地域での活動のためにテロ支援
国家に指定されており、テロリズムへの継続的な関与と核兵
器の軍事的可能性への懸念から、米国、国連、EUの経済
制裁と輸出規制の対象となっているプログラム。1997年に大
統領として改革派ホジャット・オール・エスラム・モハマド・ハタミ
が選出され、2000年に改革派マジレス（議会）が選挙された
後、民衆の不満に対応して政治改革を促進するキャンペーン
が開始された。この運動は、最高指導者の支援を受けた保
守的な政治家として、保護者評議会のような権限のない選
挙機関として、セキュリティサービスは、改革措置を取り消し、
セキュリティの抑制を強化した。2003年の全国市町村選挙と
2004年のマジェルス選挙を経て、保守派はイランの選出され
た政府機関の統制を再確立した。これは2005年8月の大統
領としてのマハムド・アフマディ・ネハドの就任式で終わった。
2009年6月の彼の議論の再開は、選挙詐欺の主張に対する
全国的な抗議を呼び起こしたが、抗議行動は急速に抑制さ
れた。主に政府の誤った管理と国際的な制裁による経済情
勢の悪化は、2012年7月と10月の少なくとも2つの主要な経
済的な抗議を促したが、イランの内部安全保障状況は依然
として安定していた。アフマディ・ネジャド大統領 最高指導者
をはじめとする政界独立陣営の怒りを抱いた政権樹立者の
数は、首相の昨年の議題に対する控えめな反対と、彼の政



治支持者の疎外につながった。2013年6月、イラン人は中位
の保守派聖職者ハサン・フェリダン・ルハニ博士を大統領に選
出した。彼は政権の長年の上級加盟国だが、改革社会とイ
ランの外交政策を約束した。国連安全保障理事会は、イラン
がウラン濃縮・再処理活動を中断し、IAEAの義務と責任を
遵守するよう求める多数の決議を可決し、2015年7月にはイ
ランと常任理事国5人が、（P5 + 1）は、イランが制裁措置と引
き換えに核計画を制限することに合意した共同行動計画
（Jcpoa）に署名した。イランは2016年にAOEとMajlesのために
選挙を行い、保守的なAOEとMajlesをもたらしました。多くの
イラン人がRuhani政権の支持を以前の保守主義的な主体よ
りも支持しています。イランは2017年5月に大統領選挙を行
う。ルハニは現時点で第2期に勝利している。

イランの地理

地球上のどこにイランがありますか？こ
の国の所在地は中東、イラクとパキスタン間のオマーン湾、ペル
シャ湾、カスピ海に接するです。 イランの総面積は1,648,195
km2であり、そのうち1,531,595 km2は土地である。 だからこれ
は非常に大きな国です。国の地形はどうやって説明できます
か？このように：険しい山岳縁。砂漠、山がある高い、中央流
域; 両方の海岸に沿って小さな、不連続な平野。 イランの最
下点はカスピ海-28 m、最も高い点Kuh-e Damavandです。気



候は大部分が乾燥または半乾燥、カスピ海沿岸の亜熱帯で
す。

イランの住人
イランで住んでいる人の数を見てみましょう。番号は

82,021,564 (7/2017 推定)です。 だから、この国は世界で最も
人口の多い国の一つです。ここに住んでいる人は？ 、ペルシャ
語、アゼルバイジャン、クルド人、LUR。 イランの言語は何です
か？ アラビア語、トルクメニスタン語、トルコ語族、ペルシア語、
アゼリ語、トルコ語、トルコ語、クルド語、ギラキ語、マザンダラニ
語、ルリ語、バロチ語、アラビア語、。そして宗教：イスラム教徒
（公用語）99.4％（シニア90-95％、スンニ語5-10％ ）、その他
（ゾロアスター人、ユダヤ人、キリスト教徒を含む）0.3％、不特
定0.4％（2011年推定）。人々は平均して何歳ですか？ 30.3
年。この数字は中央値であると付け加えなければなりません。
つまり、半分の人がこれより年上で、半分が若いです。そして、
彼らの平均余命（出生時）は何ですか？これは：74 年。人々
はイランで住んでいるところ？ここ：人口は北、北西、西に集
中しており、ZagrosとElburz山脈の位置を反映している。
Dasht-e KavirとDasht-e Lutの砂漠のまわりで、国の中心部と
東部の広大な乾燥地域は、。 イランの大都市圏は、テヘラン
（首都）の人口密度が8,432万人とはるかに低い。マシュハド
3.01億 エスファハン188万。Karaj。18070000; シラーズは1661
万人。タブブリズ152.7万人（2015年）です。

政府と経済のイラン
イランの首都はテヘランであり、政府のタイプは神権共和

国です。行政部門 - 31の州（ostanha、singular-ostan）; アルボ
ルス、アルダビル、アザルバジャン・エガルビ（西アゼルバイジャ



ン）、アザルベイヤン・シャルキ（ブザール）、シャハール・マハル・
ヴァー・バクティアリ、エスファハン、ファルス、ギラン、ゴレスタン、
ハマダン、ホルモズガン、イルラム、ケーマン、ケルマンシャ、コラ
サンエコスタリカ、ロシア、マレーシア、マザンダラ、カスバン、ク
ム、セムナン、シスタンバラクセスタン、テヘラン（テヘラン）、スロ
バキア、Yazd、Zanjanを見てみましょう。 イランの経済に関し
て、重要な工業製品は、石油、石油化学、ガス、肥料、苛
性ソーダ、繊維、セメントおよび他の建築材料、食品加工（特
に糖の精製植物油の生産）、鉄及び非鉄金属加工、軍備で
す。重要な農産物は、小麦、米、その他の穀物、テンサイ、サ
トウキビ、果物、ナッツ、綿; 乳製品、羊毛; テンジクネズミで
す。最も重要な輸出商品は石油80％、セメント、鉱石であ
り、最も重要な輸出相手は中国30.1％、インド16.7％、韓国
9.7％、トルコ9.5％、日本6.8％（2016年）です。最も重要な
輸入商品は工業用品、資本財、食料品およびその他の消費
財、技術サービスであり、最も重要な輸入相手はUAE
27.4％、中国13.2％、トルコ7.8％、韓国4.3％、ドイツ
4％（2016年）です。どのくらい金持ちで、この国の人口はどれく
らい豊富ですか？ここで最も重要な数字は1人当たり
GDP（PPP）です：$20,000 (2017 推定)。 これはかなり良いで
す。これは、1人あたりの国内総生産（Gross Domestic
Product）を意味し、現地の財やサービスの相対コストに関して
再計算されることを意味します。もう一つの重要な数字 - 貧
困線以下の人口：18.7% (2007 推定)。

イランの地図
 



我々は強くお勧めします



トップアドベンチャーゲーム：アリスと魔女のための改革

MapsGuides.com：あなたの旅行のための自由なガイド

イラク

インデックス：大陸と国, 世界の地図
ここでは、イラクの地理、住民、政府、経済および歴史に

関するオンラインで選択された情報を見つけることができます。
選択された統計、全体図、イラク - の詳細マップが含まれてい
ますが、ここでイラクの国旗から始めましょう：
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


イラク - 概要：
イラクについて知っておくべきことは何ですか？これから始め

ましょう：以前はオスマン帝国の一部であり、イラクは第一次世
界大戦中にイギリスに占領されていた。1920年には、英国政
府の下で国連の連盟としての任務が宣言された。イラクは
1932年に王国としての独立を達成した。1958年に「共和国」
が宣言されたが、実際には一連の強盗が2003年まで支配し
た。最後は1979年から2003年の間にサダムフセインであった。
イランとの領土紛争は、決定的で費用のかかる8年戦争
（1980-88年）につながった。1990年8月、イラクはクウェートを
拘束したが、1991年1月〜2月の湾岸戦争中、米国主導の
国連連合軍によって追放された。クウェートの解放後、国連
安全保障理事会（UNSC）は、イラクにすべての大量破壊兵
器、国連の検証検査を可能にするためのものである。イラクは
12年間にわたってUNSCの決議を遵守していないため、2003
年3月の米国主導のイラク侵攻と、サダム・フセイン政権の追
放につながった。米軍は、2009年までにUNSCの任務の下で
イラクに残り、二国間の安全保障協定に基づき、治安の確保
とイラク治安部隊の訓練と啓蒙に貢献した。2005年10月、イ
ラク人は国民投票で憲法を承認し、2005年12月に275名の
理事会（COR）を選出した。CORは2006年5月に大部分の
内閣閣僚を承認し、イラク初の移行約半世紀の憲法政府。
湾岸戦争が始まって9年近くが経過した現在、米国の軍事作
戦は2011年12月中旬に終了しました。2009年1月と2013年4
月に、イラクは、クルディスタン地方政府とキルクーク州を含む3



カ国を除いて、すべての行政府の地方議会の選挙を行った。
イラクは2010年3月に国会議員選挙を行い、CORを拡大して
325名の議員を選出し、9ヶ月間のデッドロックの後、CORは
2010年12月に新政府を承認した。イラクは2014年4月に国
家立法選挙を行い、 328人の議員に ヌリ・アル=マリキ首相
は、2014年9月、新内閣の立法承認を得るために、バグダッド
のシーア派ムスリムであるハイダール・アル・アバディ首相の新任
を可能にした。国の西部と北部で失われた領土を取り戻すた
めのISISに対する軍事行動で

イラクの地理

地球上のどこにイラクがありますか？こ
の国の所在地はイランとクウェートの間のペルシア湾との境界に

ある中東です。 イラクの総面積は438,317 km2であり、そのうち

437,367 km2は土地である。 これはかなり大きな国です。国の
地形はどうやって説明できますか？このように：ます。南にはイ
ランの国境に沿って洪水の多い地域があります。イランとトルコ
との国境に沿った山々。 イラクの最下点はペルシャ湾0 m、最
も高い点Cheekha Dar（クルド語： "Black Tent"）3,611 mです。
気候は大部分は砂漠。乾燥した、暑くて曇りのない夏には軽
度から涼しい冬、イランとトルコの国境沿いにある北部の山岳
地帯は、春先に激しい雪が降り、時にはイラク中部と南部で
大規模な洪水を引き起こすことがありです。



イラクの住人
イラクで住んでいる人の数を見てみましょう。番号は

39,192,111 (7/2017 推定)です。 とてもたくさんの人がここに住
んでいます。ここに住んでいる人は？ アラブ75-80％、クルド人
15-20％、その他5％（トルクメン、エジディ、シャバク、カカイ、ベ
ドゥイン、ロマーニ、。 イラクの言語は何ですか？ アラビア語
（公用語）、クルド語（公用語）、トルコ語（トルコ語方言）、シ
リア語（ネオアラム語）、アルメニア語は、これらの言語のネイティ
ブスピーカーが過半数を占める地域人口の）。そして宗教：イス
ラム教（公式）95-98％（シーマ64-69％、スンニ29-34％）、キリ
スト教1％（カトリック、正教会、プロテスタント、東アッシリア教
会を含む）、その他1-4。人々は平均して何歳ですか？ 20
年。この数字は中央値であると付け加えなければなりません。
つまり、半分の人がこれより年上で、半分が若いです。そして、
彼らの平均余命（出生時）は何ですか？これは：74.9 年。
人々はイラクで住んでいるところ？ここ：人口は、国の北部、中
央部、および東部に集中しており、Tigris川とEuphrates川の大
部分に沿って多くの大規模な都市集積地が見られます。西
部と南部地域の多くは、。 イラクの大都市圏は、わずかに人
口が多いか、または無人のバグダッド（資本金）が6643万人で
ある。モスルは16940000; エルビル11660000; バスラ10190000;
Sulaymaniyahとして104万人。ナジャフ889,000（2015年）で
す。

政府と経済のイラク
イラクの首都はバグダッドであり、政府のタイプは連邦議会

共和国です。行政部門 - 18の行政府（muhafazat、単数 - ム
ハファザ（アラビア語）、パレズガカン、独特のパレズガ（クルド



語））および1地域。アルアンバール; アル・バスラ。Al Muthanna;
アル・カディシヤ（Ad Diwaniyah）; ナジャフ; アルビル（アルビル）
（アラビア語）、ヒューラー（クルド語）; Sulaymaniyah（アラビア
語）、Slemani（クルド語）; バビル; バグダッド; Dahuk（アラビア
語）、Dihok（クルド語）; Dhi Qar; ディアラ; カルバラ '; キルクー
ク; クルド地方政府 Maysan; ニーナワ、サラ・ディン; ワシットを
見てみましょう。 イラクの経済に関して、重要な工業製品は
石油、化学製品、繊維、皮革、建材、食品加工、肥料、金
属加工/加工です。重要な農産物は、小麦、大麦、米、野
菜、日付、綿; ウシ、ヒツジ、家禽です。最も重要な輸出商品
は原油99％、燃料、食品、生き物を除く原材料であり、最も
重要な輸出相手は中国21.9％、インド20.6％韓国は
10.3％、イタリアは6.8％、ギリシャは5.4％（2016年）です。最
も重要な輸入商品は、医薬品はであり、最も重要な輸入相
手は26.9％、トルコは26.6％、韓国は5％、米国は
4.4％（2016年）です。どのくらい金持ちで、この国の人口はど
れくらい豊富ですか？ここで最も重要な数字は1人当たり
GDP（PPP）です：$17,000 (2017 推定)。 これはかなり良いで
す。これは、1人あたりの国内総生産（Gross Domestic
Product）を意味し、現地の財やサービスの相対コストに関して
再計算されることを意味します。もう一つの重要な数字 - 貧
困線以下の人口：23% (2014 推定)。

イラクの地図
 



我々は強くお勧めします



トップアドベンチャーゲーム：アリスと魔女のための改革

MapsGuides.com：あなたの旅行のための自由なガイド

アイルランド島

インデックス：大陸と国, 世界の地図
ここでは、アイルランド島の地理、住民、政府、経済および

歴史に関するオンラインで選択された情報を見つけることがで
きます。選択された統計、全体図、アイルランド島 - の詳細
マップが含まれていますが、ここでアイルランド島の国旗から始
めましょう：
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


アイルランド島 - 概要：
アイルランド島について知っておくべきことは何ですか？これ

から始めましょう：ケルティック種族が紀元前600年から150年に
かけて島に到着しました。8世紀後半に始まったノースマンの
侵略は、ブライアン・ボールが1014年にデーンズを倒したとき
に、ついに終わりました。ノルマンの侵略は12世紀に始まり、7
世紀以上の英国 - 激しい反乱と厳しい抑圧によって特徴付
けられたアイルランドの闘い。19世紀半ばのアイルランドの飢饉
は、島の人口が飢餓と移住の3分の1になったのを見た。それ
以来、島の人口は1960年代に再び増加し始めただけです。
過去50年間、アイルランドの高出生率は人口統計学的にEU
の最年少人口の1つになっています。現代のアイルランドの国
家は1916年のイースター・ウォン派の失敗に端を発する。ゲリラ
戦争に数年挑戦し、1921年に南部の26の郡で英国から独立
した。6つの北部（アルスター）郡が英国の一部として残ってい
た。カトリックとプロテスタントの人口の間に深い宗派間の分裂
と北アイルランドの組織的差別は、1960年代に始まった「悩
み」として知られる何年もの暴力にまで勃発した。アイルランド
政府は、1998年に北アイルランドでグッド・フライデー・アグリー
メントを仲介するのを手伝った英国政府および米国政府ととも
にプロセスの一環として参加しました。これにより、アイルランド
と英国政府の新しい協力フェーズが開始されました。アイルラ
ンドは第二次世界大戦で中立的であり、軍事的中立政策を
続けている。アイルランドは1973年に欧州共同体に加盟し、
1999年にはユーロ圏通貨統合に加わりました。ケルト・タイ
ガー（1995〜2007年）の経済ブーム時代は急速な経済成長



を見せました。これは、アイルランド・バンキングの崩壊により
2008年に突然終了しましたシステム。今日、経済は回復して
おり、特に米国の多国籍企業からの大規模で成長している外
国直接投資に支えられています。

アイルランド島の地理

地球上のどこにアイルランド島があり
ますか？この国の所在地は西ヨーロッパ、大西洋の北大西洋
のアイルランドの島の5/6を占め、イギリスの西です。 アイルラン

ド島の総面積は70,273 km2であり、そのうち68,883 km2は土
地である。 だから、これは大きな国ではない。国の地形はどう
やって説明できますか？このように：険しい丘や低い山に囲ま
れたローリングインテリア平野にほとんどフラット。西海岸の海
崖。 アイルランド島の最下点は大西洋0m、最も高い点カラウ
ントヒル1,041mです。気候は海洋; 北大西洋電流によって修
正された; 穏やかな冬、涼しい夏。一貫して湿った; 半分の時
間についての曇りです。

アイルランド島の住人
アイルランド島で住んでいる人の数を見てみましょう。番号

は5,011,102 (7/2017 推定)です。 だから、これはあまり大きな
人口ではありません。ここに住んでいる人は？ アイルランド人



82.2％、アイルランド人旅行者0.7％、その他の白人9.5％、ア
ジア人2.1％ 1.4％、その他1.5％、不特定2.6％（2016
EST）。 アイルランド島の言語は何ですか？ 英語（公式、一
般的に使用される言語）2016のような人口の約39.8％が話す
アイルランド、（ゲールまたはゲール）（公式は、主領域に話さア
イルランドの主要な言語である正式に認知されている地域で
あるアイルランドの西海岸、ガルトンタタイ（gaeltachtai）。そして
宗教：ローマカトリック78.3％、アイルランド教会2.7％、その他
キリスト教徒1.6％、正教会1.3％、イスラム教徒1.3％、その
他2.4％、なし9.8％、不特定2.6％（2016年末）。人々は平
均して何歳ですか？ 36.8 年。この数字は中央値であると付
け加えなければなりません。つまり、半分の人がこれより年上
で、半分が若いです。そして、彼らの平均余命（出生時）は何
ですか？これは：80.9 年。人々はアイルランド島で住んでいる
ところ？ここ：人口分布は島の東側に加重され、ダブリン周辺
で最も集中しています。西部の人口は山間地帯、土壌の不
足、輸送ルートの不足、雇用機会の少なさから小規模であ
る。 アイルランド島の大都市圏は、ダブリン（首都）1.169百万
人（2015年）です。

政府と経済のアイルランド島
アイルランド島の首都はダブリンであり、政府のタイプは議

会共和国です。行政部門 - 28の郡と3つの都市。カーロー、
キャバン、クレア、コルク、コルク、ドニゴール、ダブリン、ダン・ラオ
ガイア・ラウトダウン、フィンガル、ゴールウェイ、ゴールウェイ、ケ
リー、キルデア、キルケニー、ラオス、リートリム、リムリック、ロング
フォード、ラウス、メイヨー、ミース、モナハン、オパリ、ロスコモン、
スライゴ、南ダブリン、ティペラリー、ウォーターフォード、ミース、
ウェックスフォード、ウィックローを見てみましょう。 アイルランド島



の経済に関して、重要な工業製品は医薬品、化学薬品、コ
ンピュータハードウェアとソフトウェア、食品、飲料および醸造;
医療機器です。重要な農産物は大麦、ジャガイモ、小麦; 牛
肉、乳製品です。最も重要な輸出商品は機械・設備、コン
ピュータ、化学薬品、医療機器、医薬品; 食料品、動物製
品であり、最も重要な輸出相手は米国26％、英国12.7％、
ベルギー12.6％、ドイツ6.7％、スイス5.4％、オランダ5.1％、フ
ランス4.2％（2016年）です。最も重要な輸入商品はのデータ
処理機器、その他の機械設備、化学薬品、石油及び石油
製品、繊維製品、衣料品であり、最も重要な輸入相手は英
国28.8％、米国15.9％、フランス12.6％、ドイツ10.1％、オラ
ンダ4.7％（2016年）です。どのくらい金持ちで、この国の人口
はどれくらい豊富ですか？ここで最も重要な数字は1人当たり
GDP（PPP）です：$72,600 (2017 推定)。 これは、人々がここ
で平均的に富んでいることを意味します。これは、1人あたりの
国内総生産（Gross Domestic Product）を意味し、現地の財
やサービスの相対コストに関して再計算されることを意味しま
す。もう一つの重要な数字 - 貧困線以下の人口：8.2%
(2013 推定)。

アイルランド島の地図
 



我々は強くお勧めします



トップアドベンチャーゲーム：アリスと魔女のための改革

MapsGuides.com：あなたの旅行のための自由なガイド

マン島

インデックス：大陸と国, 世界の地図
ここでは、マン島の地理、住民、政府、経済および歴史に

関するオンラインで選択された情報を見つけることができます。
選択された統計、全体図、マン島 - の詳細マップが含まれて
いますが、ここでマン島の国旗から始めましょう：
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


マン島 - 概要：
マン島について知っておくべきことは何ですか？これから始

めましょう：ヘブリデスのノルウェー王国の一部で、スコットランド
に譲渡された13世紀まで、1765年にイギリス王室の下にあっ
た。現在の懸念は、ほとんど滅んだマンフレックスのゲール語を
復活させることです。マン島は英国の王冠従属ですが、英国
またはEUの一部ではありません。しかし、英国政府は、国防
および国際的代表の憲法上の責任を負っています。

マン島の地理

地球上のどこにマン島があります
か？この国の所在地は西ヨーロッパ、アイルランドの海の島、イ

ギリスとアイルランドの間です。 マン島の総面積は572 km2であ

り、そのうち572 km2は土地である。 だからこれはかなり小さい
国です。国の地形はどうやって説明できますか？このように：中
央谷によって二分北と南の丘。 マン島の最下点はアイリッシュ
海0メートル、最も高い点Snaefell 621メートルです。気候は温
帯; 涼しい夏と穏やかな冬。時間の約3分の曇りです。



マン島の住人
マン島で住んでいる人の数を見てみましょう。番号は

88,815 (7/2017 推定)です。 そう多くの人がここに住んでいるわ
けではありません。ここに住んでいる人は？ 白96.5％、アジア/
アジアの英国1.9％、その他1.5％（2011 EST。）。 マン島の言
語は何ですか？ 、英語、マンクスゲール語（人口の約2％があ
る程度の知識を持っている）。そして宗教：、プロテスタント（聖
公会、メソジスト、バプテスト、長老、友人の会）、ローマカト
リック。人々は平均して何歳ですか？ 44.2 年。この数字は中
央値であると付け加えなければなりません。つまり、半分の人
がこれより年上で、半分が若いです。そして、彼らの平均余命
（出生時）は何ですか？これは：81.3 年。人々はマン島で住ん
でいるところ？ここ：ほとんどの人々は、南東の。 マン島の大都
市圏は、ダグラスが最大のダグラス（首都）29,000（2014）で
す。

政府と経済のマン島
マン島の首都はダグラスのクラウン依存性であり、政府のタ

イプは議会民主主義（Tynwald）を抱える都市や大都市に集
中した。英国です。行政部門 - なし;を見てみましょう。 マン島
の経済に関して、重要な工業製品は金融サービス、軽工
業、観光です。重要な農産物はシリアル、野菜; 牛、羊、豚、
家禽のです。最も重要な輸出商品はツイード、ニシン、加工
貝、牛肉、薄板であり、最も重要な輸出相手はこれは不明
ですです。最も重要な輸入商品は材、肥料、魚であり、最も
重要な輸入相手はこれは不明ですです。どのくらい金持ち
で、この国の人口はどれくらい豊富ですか？ここで最も重要な
数字は1人当たりGDP（PPP）です：$84,600 (2014 推定)。 こ
れは、人々がここで平均的に富んでいることを意味します。こ



れは、1人あたりの国内総生産（Gross Domestic Product）を
意味し、現地の財やサービスの相対コストに関して再計算さ
れることを意味します。もう一つの重要な数字 - 貧困線以下
の人口：未知の%。

マン島の地図
 

我々は強くお勧めします



トップアドベンチャーゲーム：アリスと魔女のための改革

MapsGuides.com：あなたの旅行のための自由なガイド

イスラエル

インデックス：大陸と国, 世界の地図
ここでは、イスラエルの地理、住民、政府、経済および歴

史に関するオンラインで選択された情報を見つけることができま
す。選択された統計、全体図、イスラエル - の詳細マップが含
まれていますが、ここでイスラエルの国旗から始めましょう：
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


イスラエル - 概要：
イスラエルについて知っておくべきことは何ですか？これから

始めましょう：第二次世界大戦後、英国はパレスチナの義務
を撤回し、国連はアラブ諸国とユダヤ人国家に分割することを
提案した。それにもかかわらず、イスラエル国家は1948年に宣
言され、その後イスラエルは一連の戦争でアラブ軍を打ち負か
し、両国間の深い緊張を終わらせなかった。イスラエルは1982
年4月25日、1979年のイスラエル - エジプト平和条約に従って
シナイ半島から脱退した。（1967年の戦争以来、イスラエルが
占領していた領土はイスラエルの国別プロファイルには含まれ
ていない。イスラエルは、1991年10月のマドリッド会議で確立さ
れた枠組みに沿って、パレスチナ代表とシリアとの間で二国間
交渉を行って、それぞれと永続的な和解を達成した。1993年
9月13日のイスラエルとパレスチナの当局者は、紛争に対する
二国間解決の考え方とパレスチナ自治の暫定的な期間を指
針とする原則宣言（「オスロ合意」とも呼ばれる）に署名した。
締約国は、1994年から1999年の間に、2州の解決策の条件
を作成することを目指して6つの追加の重要な暫定合意を達
成したが、ほとんどは完全には実現されなかった。ヨルダンとの
間での卓越した領土問題やその他の紛争は、1994年10月26
日のイスラエル・ヨルダン平和条約で解決された。パレスチナ人
との最終的な地位協定への進展は、2001年から2005年2月
までのイスラエル・パレスチナの暴力によって損なわれた。2005
年にイスラエルはガザ地区から一方的に離脱し、入植地のほ
とんどがガザ地帯に侵入するのを防ぎながら、入植者とその軍



隊を避難させた。2006年にパレスチナ立法会議を率いるハマ
スの選挙は、イスラエルとパレスチナ自治政府（PA）との関係を
一時的に凍結させた。イスラエルは、2006年7 - 8月にレバノン
でヒズボラと34日間にわたり紛争し、2008年12月〜1月にガザ
地区でハマスと23日間にわたり紛争した。イスラエルは2012年
11月、ハマスと7日間の紛争ガザ地帯で 2013年7月に発足し
たパレスチナ人と直接話し合ったが、2014年4月に中断され
た。会談は、2000年にキャンプ・デービッドで最初に議論されて
以来、イスラエルに武装グループがロケットを打ち上げ、

イスラエルの地理

地球上のどこにイスラエルがあります
か？この国の所在地は中東、エジプトとレバノンの間の地中海

に接するです。 イスラエルの総面積は20,770 km2であり、その

うち20,330 km2は土地である。 だから、これは大きな国ではな
い。国の地形はどうやって説明できますか？このように：ネゲフ
砂漠。低い沿岸平野; 中央山脈; ヨルダン・リフト・バレー。 イ
スラエルの最下点は死海-431 m テルアビブ周辺に集中してい
る、最も高い点ハル・メロン1,208 mです。気候はtemperate;
南部と東部の砂漠地帯で熱く乾いている南部のです。

イスラエルの住人
イスラエルで住んでいる人の数を見てみましょう。番号は



8,299,706 (7/2017 推定) (includes populations of the Golan
Heights of Golan Sub-District and also East Jerusalem, which
was annexed by Israel after 1967)です。 だから、これはあまり
大きな人口ではありません。ここに住んでいる人は？ ユダヤ人
74.7％（うち76.3％はヨーロッパ・アメリカ・オセアニア -アフリカ出
生4.8％、アジア生まれ2.7％）、非ユダヤ人25.2％（主にアラ
ブ）（2016年頃）。 イスラエルの言語は何ですか？ ヘブライ語
（公用語）、アラビア語（アラブ少数民族用）、英語外国語）。
そして宗教：ユダヤ人の74.7パーセント、イスラム教徒17.7％、
クリスチャン・2％、ドルーズ1.6％、その他4％（2016 EST。）。
人々は平均して何歳ですか？ 29.9 年。この数字は中央値
であると付け加えなければなりません。つまり、半分の人がこれ
より年上で、半分が若いです。そして、彼らの平均余命（出生
時）は何ですか？これは：82.5 年。人々はイスラエルで住んで
いるところ？ここ：テルアビブにし、周辺に集中人口だけでなく、
周りのガリラヤの海; 南はアカバ湾の海岸を除いてまばらに住ん
でいます。 イスラエルの大都市圏は、テルアビブ・ヤフォ3.608百
万。ハイファ1,097,000,000; エルサレム（首都宣言）
839,000（2015年）です。

政府と経済のイスラエル
イスラエルの首都はエルサレム; 注：米国は、イスラエルの主

権の特定の境界に関する立場をとらずに、イスラエルの首都で
あるイスラエルの首都として2017年12月にエルサレムを認識し
たであり、政府のタイプは議会民主主義です。行政部門 - 6
地区（メゾゾット、単数 - メホス）。を見てみましょう。 イスラエル
の経済に関して、重要な工業製品はセメント、医薬品、建
設、金属などのハイテク製品（航空、通信、コンピュータ支援
設計および製造、医療用電子機器、光ファイバー）、木材お



よび紙製品、カリッシュおよびリン酸塩、食品、飲料およびたば
こ、苛性ソーダ製品、化学品、プラスチック、カットのダイヤモン
ド、繊維製品、footweaです。重要な農産物は柑橘類、野
菜、綿、テルアビブ北部、; 牛肉、鶏肉、乳製品です。最も重
要な輸出商品は機械装置、ソフトウェア、カットのダイヤモン
ド、農産物、化学、繊維・アパレルであり、最も重要な輸出相
手は、米国29.3％、香港7.4％、英国6.5％、中国5.5％、ベ
ルギー中国は8.9％、スイス6.4％、ドイツ6.1％、ベルギー
5.9％、英国5.5％、オランダ4.1％、その他の国々では
4.2％（2016）のです。最も重要な輸入商品は原材料、軍用
機材、投資商品、粗ダイヤモンド、であり、最も重要な輸入
相手は、イタリア4％（2016年）です。どのくらい金持ちで、この
国の人口はどれくらい豊富ですか？ここで最も重要な数字は1
人当たりGDP（PPP）です：$36,200 (2017 推定)。 これは、生
活水準がここで良いことを意味します。これは、1人あたりの国
内総生産（Gross Domestic Product）を意味し、現地の財や
サービスの相対コストに関して再計算されることを意味します。
もう一つの重要な数字 - 貧困線以下の人口：22%。

イスラエルの地図
 





我々は強くお勧めします

トップアドベンチャーゲーム：アリスと魔女のための改革

MapsGuides.com：あなたの旅行のための自由なガイド

イタリア

インデックス：大陸と国, 世界の地図
ここでは、イタリアの地理、住民、政府、経済および歴史

に関するオンラインで選択された情報を見つけることができま
す。選択された統計、全体図、イタリア - の詳細マップが含ま
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れていますが、ここでイタリアの国旗から始めましょう：
 

イタリア - 概要：
イタリアについて知っておくべきことは何ですか？これから始

めましょう：イタリアは1861年にサルデーニャ島とシチリア島と共
にヴィクトール・エマヌエル2世の下で統一された半島地域諸国
が国家になった。ベニト・ムッソリーニがファシスト独裁政権を樹
立した1920年代初めに、議会政権の時代が終わりました。彼
のナチス・ドイツとの同盟は、第二次世界大戦でのイタリアの
敗戦につながった。1946年に民主共和国が君主制を置き換
え、経済復活が続いた。イタリアは、NATOと欧州経済共同
体（EEC）とその後継者であるECとEUの憲章メンバーである。
1999年に経済通貨同盟に加盟した欧州の経済・政治統一
の最前線に位置しています。持続的な問題には、経済成長
の低迷、青少年の高失業、組織犯罪、腐敗、

イタリアの地理

地球上のどこにイタリアがあります
か？この国の所在地は南ヨーロッパ、チュニジアの北東中央の

地中海に伸びる半島です。 イタリアの総面積は301,340 km2



であり、そのうち294,140 km2は土地である。 これはかなり大き
な国です。国の地形はどうやって説明できますか？このように：
ほとんどが険しい山岳地帯である。いくつかの平原、沿岸低
地。 イタリアの最下点は地中海0 m、最も高い点モンブラン（モ
ンテ・ビアンコ）ドゥ・クールマイユールモンブランの二次ピーク
4,748 mです。気候は主に地中海。遠い北のアルプス。南部
では暑く乾燥しており、です。

イタリアの住人
イタリアで住んでいる人の数を見てみましょう。番号は

62,137,802 (7/2017 推定)です。 とてもたくさんの人がここに住
んでいます。ここに住んでいる人は？ （小北のGerman-、フラン
ス語- 、およびスロベニア・イタリアのクラスタとアルバニア、イタリ
アや南のギリシャ系イタリア人が含まれる）イタリア語。 イタリアの
言語は何ですか？ 、ドイツ語、イタリア語（公式）（トレンティー
ノの部品アルト・アディジェ地域はドイツ語圏が主である）、フラ
ンス語（ヴァッレ・ダオスタ地域の少数のフランス語圏の少数民
族）、スロベニア語（トリエステ・ゴリツィア地域のスロヴェニア語
圏の少数民族）。そして宗教：キリスト教の80％（圧倒的に
ローマエホバの証人の非常に小さなグループでのカトリックとプロ
テスタント）、イスラム教（約800,000百万〜1）、無神論と不可
知論者の20％。人々は平均して何歳ですか？ 45.5 年。この
数字は中央値であると付け加えなければなりません。つまり、
半分の人がこれより年上で、半分が若いです。そして、彼らの
平均余命（出生時）は何ですか？これは：82.3 年。人々はイ
タリアで住んでいるところ？ここ：産業北と独特の模様にもかか
わらずとポーリバーバレー、都市中心部（特にミラノ、ローマ、ナ
ポリ）があり、大規模で人口の多い。 イタリアの大都市圏は、



ROME（首都）が3718万人を集めています。ミラノは399万
人。ナポリ2,202,000; トリノ17650000; パレルモ853,000; ベル
ガモ840,000（2015年）です。

政府と経済のイタリア
イタリアの首都はローマであり、政府のタイプは議会共和

国です。行政部門 - 15地域（regioni、単数- regione）と5つの
自治区（regioniのautonome、単数- regioneの自治）を見てみ
ましょう。 イタリアの経済に関して、重要な工業製品は観光、
機械、鉄鋼、化学、食品加工、繊維、自動車、衣類、靴、
陶磁器です。重要な農産物は果物、野菜、ブドウ、ジャガイ
モ、テンサイ、大豆、穀物、オリーブ。牛肉、乳製品; 魚ので
す。最も重要な輸出商品はエンジニアリング製品、繊維、衣
料品、生産機械、自動車、輸送機器、化学物質; 食料品、
飲料、およびタバコ; 鉱物、非鉄金属であり、最も重要な輸
出相手はドイツは12.6％、フランスは10.5％、米国は8.9％、
英国は5.4％、スペインは5％、スイスは4.6％（2016）のです。
最も重要な輸入商品はエンジニアリング製品、化学製品、輸
送機器、エネルギー製品、鉱物および非鉄金属、食品、飲
料、タバコであり、最も重要な輸入相手はドイツ16.3％、フラ
ンス8.9％、中国7.5％、オランダ5.5％、スペイン5.3％、ベル
ギー4.9％（2016年）です。どのくらい金持ちで、この国の人口
はどれくらい豊富ですか？ここで最も重要な数字は1人当たり
GDP（PPP）です：$38,000 (2017 推定)。 これは、生活水準
がここで良いことを意味します。これは、1人あたりの国内総生
産（Gross Domestic Product）を意味し、現地の財やサービス
の相対コストに関して再計算されることを意味します。もう一つ
の重要な数字 - 貧困線以下の人口：29.9% (2012 推定)。

イタリアの地図
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トップアドベンチャーゲーム：アリスと魔女のための改革

MapsGuides.com：あなたの旅行のための自由なガイド

ジャマイカ

インデックス：大陸と国, 世界の地図
ここでは、ジャマイカの地理、住民、政府、経済および歴

史に関するオンラインで選択された情報を見つけることができま
す。選択された統計、全体図、ジャマイカ - の詳細マップが含
まれていますが、ここでジャマイカの国旗から始めましょう：
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ジャマイカ - 概要：
ジャマイカについて知っておくべきことは何ですか？これから

始めましょう：1494年にChristopher Columbusが発見したこの
島は、16世紀初めにスペイン人によって解決されました。ジャ
マイカに何世紀も住んでいたネイティブのTainoは、徐々に絶滅
し、アフリカの奴隷に取って代わられました。イングランドは1655
年にこの島を摘発し、砂糖、ココア、コーヒーをベースとしたプラ
ンテーション経済を確立しました。1834年に奴隷制が廃止さ
れたことで、奴隷は1億4千万人が解放され、その多くは小規
模農家となった。ジャマイカはイギリスから独立を徐々に高め
た。1958年には、西インド諸島連合を結成して、他の英国カ
リブ諸国の植民地に加わりました。ジャマイカは、1962年に連
邦から撤退したとき、完全な独立を得た。1970年代の経済
状況の悪化は、主要な政党と提携していたライバルギャングが
国際的な薬物密輸やマネーロンダリングに関わる強力な組織
犯罪ネットワークに発展したため、暴力犯罪、麻薬密輸、貧
困は、今日の政府にとって重大な課題となっています。それに
もかかわらず、多くの田園地帯とリゾート地域は比較的安全
なままであり、経済に大きく貢献している。

ジャマイカの地理

地球上のどこにジャマイカがあります
か？この国の所在地はカリブ海、カリブ海の島、キューバの南で



す。 ジャマイカの総面積は10,991 km2であり、そのうち10,831
km2は土地である。 だからこれはかなり小さい国です。国の地
形はどうやって説明できますか？このように：狭いと、不連続な
海岸平野、ほとんどが山の。 ジャマイカの最下点はカリブ海0
メートル、最も高い点ブルーマウンテンピーク2256メートルです。
気候はtropical; 熱い、湿った; interio温帯です。

ジャマイカの住人
ジャマイカで住んでいる人の数を見てみましょう。番号は

2,990,561 (7/2017 推定)です。 だから、これはあまり大きな人
口ではありません。ここに住んでいる人は？ ブラック92.1パーセ
ント、混合6.1％、東インド0.8％、その他0.4％、不特定
0.7％（2011 EST）。 ジャマイカの言語は何ですか？ 英語、英
語パトワ。そして宗教：プロテスタント64.8％（第七日の礼拝堂
12.0％、ペンテコステ11.0％、他の教会9.2％、新約聖書教
会7.2％、バプテスト6.7％、ジャマイカ神教会4.8％、予言神
教会4.5％ローマカトリック教徒2.2％、エホバの証人1.9％、ラ
スタファリアン1.1％、その他6.5％、なし21.3％、不特定多数
2.3％（2011 EST。）。人々は平均して何歳ですか？ 26 年。
この数字は中央値であると付け加えなければなりません。つま
り、半分の人がこれより年上で、半分が若いです。そして、彼
らの平均余命（出生時）は何ですか？これは：73.7 年。人々
はジャマイカで住んでいるところ？ここ：人口密度が全体に高い
ですが、キングストン、モンテゴベイ、およびポートエスキベルとそ
の周辺の増加。 ジャマイカの大都市圏は、キングストン（資
本）588000（2015）です。

政府と経済のジャマイカ
ジャマイカの首都はキングストンであり、政府のタイプは議



会制民主主義（議会）。コモンウェルスの領域です。行政部門
- 14小教区; クラレンドン、ハノーバー、キングストン、マンチェス
ター、ポートランド、聖アンドリュー、聖アン、聖カタリナ、聖エリ
ザベス、セントジェームス、セントメアリー、セントトーマス、トレ
ローニー、ウェストモーランドを見てみましょう。 ジャマイカの経済
に関して、重要な工業製品は観光、ボーキサイト/アルミナ、
農産物加工、光が製造し、ラム酒、セメント、金属、紙、化
学製品、電気通信です。重要な農産物はサトウキビ、バナ
ナ、コーヒー、柑橘類、ヤム、アーキー、野菜; 家禽、ヤギ、ミル
ク; 貝のです。最も重要な輸出商品はアルミナ、ボーキサイト、
砂糖、ラム酒、コーヒー、山芋、飲料、化学品、アパレル、鉱
物燃料であり、最も重要な輸出相手は米国40.8パーセント、
カナダ11.9％、オランダ10.2％、ロシア5.8％、英国4.1％（2016
年）、です。最も重要な輸入商品は食品や他の消費財、工
業用消耗品、燃料、部品や資本財のアクセサリー、機械、輸
送用機器、建設資材であり、最も重要な輸入相手は、米国
39％ 、トリニダード・トバゴ7.2％、中国6.4％、日本6.2％、メ
キシコ4.1％（2016年）です。どのくらい金持ちで、この国の人
口はどれくらい豊富ですか？ここで最も重要な数字は1人当た
りGDP（PPP）です：$9,200 (2017 推定)。 これはかなり低い数
字です。これは、1人あたりの国内総生産（Gross Domestic
Product）を意味し、現地の財やサービスの相対コストに関して
再計算されることを意味します。もう一つの重要な数字 - 貧
困線以下の人口：16.5% (2009 推定)。

ジャマイカの地図
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MapsGuides.com：あなたの旅行のための自由なガイド

日本

インデックス：大陸と国, 世界の地図
ここでは、日本の地理、住民、政府、経済および歴史に

関するオンラインで選択された情報を見つけることができます。
選択された統計、全体図、日本 - の詳細マップが含まれてい
ますが、ここで日本の国旗から始めましょう：
 

日本 - 概要：
日本について知っておくべきことは何ですか？これから始め

ましょう：数十年の内戦の後、1603年には、幕末の幕府（軍
事主導の王朝政府）は長期にわたり相対的な政治的安定と
外国からの孤立を招いた。この政策は、2世紀以上にわたり、
日本が先住民族の文化の開花を楽しむことを可能にしまし
た。日本は1854年に神奈川条約に署名して港を開港し、近
代化と産業化を集中的に開始した。19世紀後半から20世紀

http://mapsguides.com/


初頭にかけて、日本は中国とロシアの軍隊を撃退することがで
きた地域の権力となった。韓国、台湾（台湾）、サハリン南部
を占領した。1931〜32年には満州を占領し、1937年には中
国の本格的な侵略を開始した。日本は1941年に米軍を攻
撃し、すぐに第二次世界大戦へと進出し、すぐに東と東南ア
ジアの多くを占領した。日本は第二次世界大戦で敗北した
後、回復して米国の経済力と味方になった。天皇は国家統
一の象徴として彼の王座を保持しているが、選挙された政治
家は実際の意思決定権を保持している。これまでにない成長
の30年を経て、日本経済は1990年代から大きな減速を遂げ
ましたが、経済力は依然として残っています。2011年3月、日
本最大の震災とそれに伴う津波が、本州の北東部を荒廃さ
せ、数千人の死者を出し、原子力発電所のいくつかを壊しま
した。この大惨事は、同国の経済とエネルギーインフラを妨害
し、人道的災害に対処する能力をテストしました。

日本の地理

地球上のどこに日本がありますか？
この国の所在地は東アジア、北太平洋と日本海の間の島嶼

部、朝鮮半島の東です。 日本の総面積は377,915 km2であ

り、そのうち364,485 km2は土地である。 これはかなり大きな国
です。国の地形はどうやって説明できますか？このように：ほと
んどが険しい山岳地帯。 日本の最下点は八郎ヶ谷-4m、最



も高い点富士山3,776mのです。気候はは南部の熱帯から北
部の涼しい寒いまでです。

日本の住人
日本で住んでいる人の数を見てみましょう。番号は

126,451,398 (7/2017 推定)です。 だから、この国は世界で最
も人口の多い国の一つです。ここに住んでいる人は？ 日本人
98.5％、韓国人0.5％、中国人0.4％、その他0.6％。 日本の
言語は何ですか？ 日本。そして宗教：神道79.2％、仏教
66.8％キリスト教1.5％、その他7.1％。人々は平均して何歳
ですか？ 47.3 年。この数字は中央値であると付け加えなけれ
ばなりません。つまり、半分の人がこれより年上で、半分が若
いです。そして、彼らの平均余命（出生時）は何ですか？これ
は：85.3 年。人々は日本で住んでいるところ？ここ：、人口密
度の高いすべての第一次および第二次地域が沿岸に位置す
る。人口の3分の1が中央平野（関東平野）。 日本の大都市
圏は、東京（資本金）381.1万人で東京周辺にあります。大
阪神戸2020万3,800万人 名古屋94060000; 北九州 - 福岡
5.51万人 静岡 - 浜松33690000; 札幌2571万人（2015年）
です。

政府と経済の日本
日本の首都は東京であり、政府のタイプは議会憲法君主

制です。行政部門 - 47都道府県 福岡、福島、岐阜、群
馬、広島、北海道、兵庫、茨城、石川、岩手、香川、鹿児
島、神奈川、高知、熊本、京都、三重、宮城、宮崎、長
野、長崎、奈良、新潟、大分、岡山、沖縄、大阪、佐賀、
埼玉、滋賀、島根、静岡、栃木、徳島、東京、鳥取、富
山、和歌山、山形、山口、山梨を見てみましょう。 日本の経



済に関して、重要な工業製品は世界最大かつ最も技術的に
高度な自動車、電子機器、機械の生産者の間で、野菜、
米、魚、鶏肉、果物、乳製品、豚肉、牛肉、花、ジャガイモ/
タロ/ヤム、サトウキビ、茶、豆類、工具、鉄鋼・非鉄金属、船
舶、化学品、繊維、加工食品です。重要な農産物はです。
最も重要な輸出商品は自動車14.9％鉄鋼製品5.4％半導
体5％; 自動車部品4.8％; 発電機械3.5％プラスチック材料
3.3％（2014年基準）であり、最も重要な輸出相手は米国
20.2％、中国17.7％、韓国7.2％、香港5.2％、タイ
4.3％（2016）です。最も重要な輸入商品は石油16.1％液体
天然ガス9.1％; 衣類3.8％; 半導体3.3％石炭2.4％オーディ
オおよびビジュアル機器1.4％（2014年）であり、最も重要な輸
入相手は中国25.8％、米国11.4％、オーストラリア5％、韓国
4.1％（2016年）です。どのくらい金持ちで、この国の人口はど
れくらい豊富ですか？ここで最も重要な数字は1人当たり
GDP（PPP）です：$42,700 (2017 推定)。 これは、人々がここ
で平均的に富んでいることを意味します。これは、1人あたりの
国内総生産（Gross Domestic Product）を意味し、現地の財
やサービスの相対コストに関して再計算されることを意味しま
す。もう一つの重要な数字 - 貧困線以下の人口：16.1%
(2013 推定)。

日本の地図
 



我々は強くお勧めします



トップアドベンチャーゲーム：アリスと魔女のための改革

MapsGuides.com：あなたの旅行のための自由なガイド

ジャージー

インデックス：大陸と国, 世界の地図
ここでは、ジャージーの地理、住民、政府、経済および歴

史に関するオンラインで選択された情報を見つけることができま
す。選択された統計、全体図、ジャージー - の詳細マップが含
まれていますが、ここでジャージーの国旗から始めましょう：
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


ジャージー - 概要：
ジャージーについて知っておくべきことは何ですか？これから

始めましょう：ジャージーおよび他のチャネル諸島は、フランスと
イギリスの両方で揺れ動いた中世のデュクドゥモン・ノルマン
ディーの最後の残党を代表する。これらの島は第二次世界大
戦でドイツ軍が占領した唯一の英国の土壌であった。ジャー
ジー島のBailiwickは英国の王冠従属ですが、英国またはEU
の一部ではありません。しかし、英国政府は、その防衛および
国際的代表に憲法上責任を負う。

ジャージーの地理

地球上のどこにジャージーがあります
か？この国の所在地は西ヨーロッパ、英語チャンネルの島、フラ

ンス北西部です。 ジャージーの総面積は116 km2であり、その

うち116 km2は土地である。 だからこれはかなり小さい国です。
国の地形はどうやって説明できますか？このように：、北の海
岸沿いにある険しい丘の上を静かに転がります。。 ジャージー
の最下点は英語チャンネル0 m、最も高い点Les Platons 136
mです。気候は温暖な気候。穏やかな冬と涼しい夏はです。



ジャージーの住人
ジャージーで住んでいる人の数を見てみましょう。番号は

98,840 (7/2017 推定)です。 そう多くの人がここに住んでいるわ
けではありません。ここに住んでいる人は？ ジャージー46.4パー
セント、英国32.7％、ポルトガル/マデイラ8.2％、ポーランド
3.3％、アイルランド語、フランス語、および他の白7.1％、その
他2.4％（2011 EST。）。 ジャージーの言語は何ですか？ 英
語94.5パーセント（。そして宗教：ローマカトリック。人々は平均
して何歳ですか？ 38 年。この数字は中央値であると付け加
えなければなりません。つまり、半分の人がこれより年上で、半
分が若いです。そして、彼らの平均余命（出生時）は何です
か？これは：81.9 年。人々はジャージーで住んでいるところ？こ
こ：公平な分布; ポルトガル語、ポルトガル語4.6％、その他
0.9％（2001年国勢調査）プロテスタント（英国人、バプテス
ト、会衆新教会、メソジスト、長老）顕著な傾向はない。
ジャージーの大都市圏は、これは不明ですです。

政府と経済のジャージー
ジャージーの首都はセントヘリエの王冠依存性であり、政

府のタイプは議会民主主義（ジャージー州の総会）; 英国で
す。行政部門 - なし（英国の王冠の依存関係）; 米国政府に
よって定義された第一次行政区分は存在しないが、12の教
区がある。セント・ローレンス、セント・マーティン、セント・マーティ
ン、サン・トゥアン、サン・ピエール、聖救世主、トリニティを見て
みましょう。 ジャージーの経済に関して、重要な工業製品は
観光、銀行および金融、乳製品、エレクトロニクスです。重要
な農産物はジャガイモ、カリフラワー、トマト; 牛肉、乳製品で
す。最も重要な輸出商品は軽工業および電気製品、乳製



品牛、食料品、織物、花であり、最も重要な輸出相手はこ
れは不明ですです。最も重要な輸入商品は機械および輸送
機器、製造品、食品、鉱物燃料、化学品であり、最も重要
な輸入相手はこれは不明ですです。どのくらい金持ちで、この
国の人口はどれくらい豊富ですか？ここで最も重要な数字は1
人当たりGDP（PPP）です：$49,500 (2015 推定)。 これは、
人々がここで平均的に富んでいることを意味します。これは、1
人あたりの国内総生産（Gross Domestic Product）を意味し、
現地の財やサービスの相対コストに関して再計算されることを
意味します。もう一つの重要な数字 - 貧困線以下の人口：
未知の%。

ジャージーの地図
 



我々は強くお勧めします



トップアドベンチャーゲーム：アリスと魔女のための改革

MapsGuides.com：あなたの旅行のための自由なガイド

ヨルダン

インデックス：大陸と国, 世界の地図
ここでは、ヨルダンの地理、住民、政府、経済および歴史

に関するオンラインで選択された情報を見つけることができま
す。選択された統計、全体図、ヨルダン - の詳細マップが含ま
れていますが、ここでヨルダンの国旗から始めましょう：
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


ヨルダン - 概要：
ヨルダンについて知っておくべきことは何ですか？これから始

めましょう：第一次世界大戦とオスマン帝国の解散に続き、
リーグオブネーションズは英国に中東の多くを支配する義務を
与えました。1920年代初めに英国はパレスチナからトランス
ジョーダンの半自治地域を画定した。この地域は1946年に独
立を得て、その後ヨルダンのハシミテ王国となった。国家長官、
フセイン（1953-99年）は、大国（米国、ソ連、英国）、様々な
アラブ諸国、イスラエル、そしてパレスチナ人の大規模な内戦
からの競争圧力をうまく乗り越えた。ヨルダンは1967年の六日
間の戦争でヨルダン川西岸をイスラエルに奪われた。1988年の
フセイン大統領は、ヨルダンのヨルダンの要求をヨルダン川西岸
に永久に放棄した。1994年にイスラエルと平和条約を結ん
だ。フセイン元大統領の息子、アブダッラー2世は、1999年に
父親が死亡した後、王座を取った。彼は9月に開催された立
法選挙に先立ち、2016年初めに新しい選挙法が成立するな
ど、穏やかな政治経済改革を実施している。ヨルダンのムスリ
ム同胞団の政治勢力であるイスラム派閥は、2010年と2013
年の前回の2回の選挙をボイコットした後、15議席で議会に
戻った。

ヨルダンの地理



地球上のどこにヨルダンがありますか？
この国の所在地は中東、サウジアラビアの北西、イスラエル（西

に）とイラクの間です。 ヨルダンの総面積は89,342 km2であり、

そのうち88,802 km2は土地である。 だから、これは大きな国で
はない。国の地形はどうやって説明できますか？このように：主
に西の東、高地の砂漠の高原、グレートリフトバレーは、ヨルダ
ン川の東岸と西岸を分けている。 ヨルダンの最下点は死
海-431 m、最も高い点ジャバル・ウム・アド・ダミ1,854 mです。
気候は大部分が乾燥した砂漠。西（11月〜4月）の雨季は、
です。

ヨルダンの住人
ヨルダンで住んでいる人の数を見てみましょう。番号は

10,248,069です。 だから、これはあまり大きな人口ではありま
せん。ここに住んでいる人は？ アラブ首長国連邦（Arabic
98％、Circassian 1％、Armenian 1％。 ヨルダンの言語は何で
すか？ 。そして宗教：イスラム教徒97.2％（正式にはスンニ
派）、キリスト教徒2.2％（大半のギリシャ正教会、ギリシア・
ローマカトリック教会、シリア正教会、コプティック正教会、アルメ
ニア正教会、およびイスラム教徒）仏教徒0.4％、ヒンズー教徒
0.1％、ユダヤ人。人々は平均して何歳ですか？ 22.5 年。こ
の数字は中央値であると付け加えなければなりません。つま



り、半分の人がこれより年上で、半分が若いです。そして、彼
らの平均余命（出生時）は何ですか？これは：74.8 年。人々
はヨルダンで住んでいるところ？ここ：人口は西に集中してお
り、特に北西、アンマンの首都周辺。。 ヨルダンの大都市圏
は、アマン湾湾岸沿いの南西部には、アカバ湾の湾岸沿いに
位置する人口1155万人（2015年）です。

政府と経済のヨルダン
ヨルダンの首都はアンマンであり、政府のタイプは議会憲法

君主です。行政部門 - 12統治（ムハファザト、単数 - ムハファ
ザ）。「アジュルン、アル「Aqabah、アルバルカ、カラク、アルマフラ
ク、アル？Asimah（アンマン）、タフィラ、アリゾナザルカ」におい
て、イルビド、ジャラシュ、マアーン、マダバを見てみましょう。 ヨ
ルダンの経済に関して、重要な工業製品は観光、情報技
術、衣料品、肥料、カリ、リン酸鉱業、医薬品、石油精製、
セメント、無機化学品、光製造です。重要な農産物は柑橘
類、トマト、キュウリ、オリーブ、イチゴ、羊、家禽、酪農です。
最も重要な輸出商品は繊維製品、肥料、カリ、リン酸塩、野
菜、医薬品であり、最も重要な輸出相手は、サウジアラビア
14.2％、インド8.4％、イラク6.8％、アラブ首長国連邦5.6％、
クウェート5.1％（2016年）です。最も重要な輸入商品は原
油、精製石油製品、機械、輸送機器、鉄、穀物であり、最
も重要な輸入相手は中国14％、サウジアラビア11.8％ 、米
国7.4％、ドイツ4.8％、イタリア4.7％、アラブ首長国連邦
4.4％（2016）です。どのくらい金持ちで、この国の人口はどれく
らい豊富ですか？ここで最も重要な数字は1人当たり
GDP（PPP）です：$12,500 (2017 推定)。 これはかなり良いで
す。これは、1人あたりの国内総生産（Gross Domestic
Product）を意味し、現地の財やサービスの相対コストに関して



再計算されることを意味します。もう一つの重要な数字 - 貧
困線以下の人口：14.2% (2002 推定)。

ヨルダンの地図
 

我々は強くお勧めします



トップアドベンチャーゲーム：アリスと魔女のための改革

MapsGuides.com：あなたの旅行のための自由なガイド

カザフスタン

インデックス：大陸と国, 世界の地図
ここでは、カザフスタンの地理、住民、政府、経済および歴

史に関するオンラインで選択された情報を見つけることができま
す。選択された統計、全体図、カザフスタン - の詳細マップが
含まれていますが、ここでカザフスタンの国旗から始めましょう：
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


カザフスタン - 概要：
カザフスタンについて知っておくべきことは何ですか？これか

ら始めましょう：13世紀に移住したトルコ人とモンゴルの遊牧民
が混在している民族カザフは、めったに単一の国家として統一
されていませんでした。この地域は18世紀にロシアによって征
服され、カザフスタンは1936年にソビエト連邦となった。ソ連の
政策は1930年代のカザフ民族の数を減らし、非民族のカザフ
人を原住民の数よりも増やすことを可能にした。1950年代と
1960年代の農業「ヴァージン・ランド」プログラムでは、ソ連の市
民はカザフスタンの北部の牧草地を育成するのを助けるよう奨
励されました。この移民（主にロシア人、また他のいくつかの国
籍を含む）の流入は、民族的混合をさらに歪曲させた。非ムス
リムの少数民族は、カザフスタンを1990年代半ばから2000年
代半ばにかけて多数出国させ、カザフスタンに帰国した約100
万人の民族カザフスタンを本国へ送還した。これらの傾向によ
り、カザフ人は再び大多数になることができました。この劇的な
人口動態の変化は、これまでの宗教的多様性を損なう結果
となり、イスラム教徒の70％以上をイスラム教徒とした。カザフ
スタンの経済は、他の中央アジア諸国の経済の大部分が、そ
の国の広大な天然資源のせいで大きい。現在の問題には、
一貫性のある国家アイデンティティの開発、広大なエネルギー
資源の開発の拡大と世界市場への輸出、経済の多様化、カ
ザフスタンの経済競争力の強化、近隣諸国と外交関係の強
化が含まれる。アスタナは2017年に国際的に認知された展覧
会を成功裏に開催しました.2007年の3カ月間のExpo2011を



テーマにしたFuture Energyは、旧ソ連諸国で最初の展覧会で
した。

カザフスタンの地理

地球上のどこにカザフスタンがありま
すか？この国の所在地は中央アジア、中国北西部; 東ヨー
ロッパのウラル（Zhayyq）川の西小部分です。 カザフスタンの総

面積は2,724,900 km2であり、そのうち2,699,700 km2は土地
である。 だからこれは非常に大きな国です。国の地形はどう
やって説明できますか？このように：に西にヴォルガから延びる
広大な平坦な草原東のアルタイ山脈、北部のシベリア西部の
平野から南部の中央アジアのオアシスと砂漠まで。 カザフスタン
の最下点はVpadina Kaundy -132 m、最も高い点Khan
Tangiri Shyngy（Pik Khan-Tengri）6,995 mです。気候は大陸、
寒い冬と暑い夏、乾燥および半乾燥です。

カザフスタンの住人
カザフスタンで住んでいる人の数を見てみましょう。番号は

18,556,698 (7/2017 推定)です。 だから、これはあまり大きな
人口ではありません。ここに住んでいる人は？ カザフ（Qazaq）
63.1パーセント、ロシア23.7％、ウズベク2.9％、ウクライナの
2.1％、ウイグル1.4％、タタール1.3％、ドイツ語1.1％、その他
4.4％（2009年推定）。 カザフスタンの言語は何ですか？ カザ



フ語（公用語、カザック語）74％（話し言葉を理解する）、ロシ
ア語（公用語、日常業務に使用、「言語コミュニケーションの
言語」と指定）94.4％ ）（2009 EST。）。そして宗教：イスラム
教徒70.2パーセント、26.2パーセント、キリスト教（主にロシア
正教）、その他0.2％、無神論者2.8％、未指定の
0.5％（2009 EST。）。人々は平均して何歳ですか？ 30.6
年。この数字は中央値であると付け加えなければなりません。
つまり、半分の人がこれより年上で、半分が若いです。そして、
彼らの平均余命（出生時）は何ですか？これは：71.1 年。
人々はカザフスタンで住んでいるところ？ここ：国のほとんどは人
口密度が低く、特に内装が多い。人口クラスターは、国の遠く
の北部と南部の都市集落に現れてい。 カザフスタンの大都市
圏は、ます。アスタナ（首都）759,000（2015年）です。

政府と経済のカザフスタン
カザフスタンの首都はアスタナであり、政府のタイプは大統

領共和国です。行政部門 - 14の州（oblyslar、singular-oblys）
と2つの都市（qalalar、singular-qala）。アラブ首長国連邦、アル
マトイ、Aktola、Aktor、アスタナ、Atyrau、Batys Qazaqstan [西
カザフスタン]（口頭）、Mangghystau（Aqtau）、Ongtustik
Qazaqstan [南カザフスタン]（Shymkent）、Pavlodar、
Qaraghandy、Qostanay、Qyzylordaを見てみましょう。 カザフス
タンの経済に関して、重要な工業製品は石油、石炭、鉄鉱
石、マンガン、クロマイト、鉛、亜鉛、銅、チタン、ボーキサイ
ト、金、銀、リン酸塩、硫黄、トラクターや他の農業機械、電
気モーター、建設資材です。重要な農産物は穀物（ほとんど
が小麦と大麦の春）、ジャガイモ、野菜、メロン。家畜です。最
も重要な輸出商品は石油および石油製品、天然ガス、非鉄
金属、化学、機械、穀物、羊毛、肉、石炭であり、最も重要



な輸出相手はイタリア20.3％、中国11.5％、ロシア9.5 、中国
（14.5％）、ドイツ（5.7％）、米国（5.1％）（2016年）、スイス
7.3％、フランス4.9％（2016年）、です。最も重要な輸入商品
は機械製品、金属製品、食料品であり、最も重要な輸入相
手はロシア36.2％です。どのくらい金持ちで、この国の人口は
どれくらい豊富ですか？ここで最も重要な数字は1人当たり
GDP（PPP）です：$26,100 (2017 推定)。 これは、生活水準
がここで良いことを意味します。これは、1人あたりの国内総生
産（Gross Domestic Product）を意味し、現地の財やサービス
の相対コストに関して再計算されることを意味します。もう一つ
の重要な数字 - 貧困線以下の人口：2.7% (2015 推定)。

カザフスタンの地図
 

我々は強くお勧めします



トップアドベンチャーゲーム：アリスと魔女のための改革

MapsGuides.com：あなたの旅行のための自由なガイド

ケニア

インデックス：大陸と国, 世界の地図
ここでは、ケニアの地理、住民、政府、経済および歴史に

関するオンラインで選択された情報を見つけることができます。
選択された統計、全体図、ケニア - の詳細マップが含まれてい
ますが、ここでケニアの国旗から始めましょう：
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


ケニア - 概要：
ケニアについて知っておくべきことは何ですか？これから始め

ましょう：創設の大統領と解放闘争のアイコンジョモ・ケニヤッタ
は、1963年にケニアを独立させ、1978年にダニエル・モイ副大
統領が憲法上の連続で権力を握った時まで死亡した。その国
は、1969年から1982年まで事実上の一党の国家であり、その
後、与野党のアフリカ全国連合（KANU）は、ケニアの唯一の
法的党になるよう憲法を変更した。外務省は1991年後半に
政治的自由化の内外の圧力に同意した。民族的に分裂し
た野党は、暴力や詐欺によって傷ついたが、1992年と1997年
の選挙でKANUの権力を奪うことができなかった。ケニア人。
MOIの大統領は公正で平和な選挙に続いて2002年12月に
辞任した。多民族の候補として運営されているMwai Kibaki
は、ナショナルレインボー連合（NARC）の統一野党グループ
は、創設されたジョモケニヤッタ元大統領の息子、ウフルケニッ
タッタ（Uhuru Kenyatta）を敗北させ、汚職防止プラットフォーム
を中心にした大統領選挙を実施した。キバキの2007年12月
の再選は、オレンジ民主運動（ODM）の候補者であるライラ・
オディング党の投票摘発を訴え、およそ1,100人が死亡した2カ
月の暴力を解消した。2008年2月下旬にコフィ・アナン国連事
務総長が率いるアフリカ連合が後援した調停では、オッティンガ
を首相の元首に戻す権力分担協定が成立した。権力分担
協定には、改革アジェンダが含まれており、その中心的なもの
は憲法改正であった。2010年8月、ケニア人は国民投票で圧
倒的に新しい憲法を採択した。新憲法は、47の新しく創設さ



れた郡に、執行力と権力と資源の大幅な権限委譲と追加的
な点検とバランスを導入した。また、2013年3月の第1次大統
領選の後、首相の地位が解消された。ウフル・ケニッタッタ氏は
選挙で勝利し、2013年4月に就任を宣言した。彼は2017年
11月に第2期を始めた。Uhuru Kenyattaは選挙で勝利し、
2013年4月に就任を宣誓された。彼は2017年11月に第2期を
始めた。Uhuru Kenyattaは選挙に勝利し、2013年4月に就任
を宣誓された。彼は2017年11月に第2期を始めた。

ケニアの地理

地球上のどこにケニアがありますか？
この国の所在地は東アフリカ、インド洋に接するインド洋、ソマ

リアとタンザニアの間です。 ケニアの総面積は580,367 km2であ

り、そのうち569,140 km2は土地である。 これはかなり大きな国
です。国の地形はどうやって説明できますか？このように：低地
平野から中高地まで、西。 ケニアの最下点はインド洋での肥
沃な高原0m、最も高い点ケニア山5,199mです。気候はは海
岸沿いから海岸沿いにかけて、です。

ケニアの住人
ケニアで住んでいる人の数を見てみましょう。番号は

47,615,739です。 とてもたくさんの人がここに住んでいます。こ
こに住んでいる人は？ キクユ22％、Luhya 14％、羅13％、カ



レンジン12％、カンバ11％、Kisii 6％、メル6％、他のアフリカ
15％、非アフリカ人（アジア、ヨーロッパ、およびアラブ）1％。 ケ
ニアの言語は何ですか？ 英語（公式）。そして宗教：クリスチャ
ン83％（プロテスタント47.7％、カトリック23.4％、他のキリスト
教11.9％）、イスラム教徒11.2％、伝統派1.7％、その他
1.6％、無し2.4％、不特定0.2％（2009年の推定ではキスワヒ
リ（公式））。人々は平均して何歳ですか？ 19.7 年。この数
字は中央値であると付け加えなければなりません。つまり、半
分の人がこれより年上で、半分が若いです。そして、彼らの平
均余命（出生時）は何ですか？これは：64.3 年。人々はケニ
アで住んでいるところ？ここ：人口。高密度の他の地域にはナ
イロビの首都、インド洋沿岸の南東には。 ケニアの大都市圏
は、ナイロビ（首都）3.915百万ユーロ、モンバサ1104万人
（2015年）です。

政府と経済のケニア
ケニアの首都はナイロビであり、政府のタイプは大統領共

和国です。行政部門 - 47郡; ホエーベイ、イシオロ、カジアド、
カカメガ、ケリチョ、キアンブ、キリフィ、キリヤガ、キシイ、キス
ムゥ、キチイ、クウェイル、ライキピア、ラムー、マチャコス、マクセ
ニ、マンダラナルビ、ナンディ、ナロク、ニャミラ、ニャンダールア、
ニエリ、サンブル、シヤヤ、タイタ/タベタ、タナ川、タラカニティ、ト
ランス・ネゾイア、トルコ、ウサイン・ギシュク、マラウエ、ミロリ、モ
ンバサ、 、Vihiga、ワジール、西Pokotを見てみましょう。 ケニア
の経済に関して、重要な工業製品は小規模消費財（プラス
チック、家具、電池、繊維、衣類、石鹸、たばこ、小麦粉）、
農産物、園芸、石油精製; アルミニウム、スチール、鉛; ウガン
ダ10.1％、タンザニア8.6％、米国7.7％、オランダ7.4％、英国
7.3％、アラブ首長国連邦4.6％、セメント、商業船舶の修



理、観光です。重要な農産物は紅茶、コーヒー、トウモロコ
シ、小麦、サトウキビ、果物、野菜、乳製品、牛肉、魚、豚
肉、家禽、卵です。最も重要な輸出商品は茶、園芸製品、
コーヒー、石油製品、であり、最も重要な輸出相手は、中国
（24.1％）、インド（11.2％）、アラブ首長国連邦（UAE）
7.7％、日本（5.4％）、パキスタン（4.5％、2016年）です。最も
重要な輸入商品は、石油製品、自動車、鉄鋼、であり、最
も重要な輸入相手はです。どのくらい金持ちで、この国の人口
はどれくらい豊富ですか？ここで最も重要な数字は1人当たり
GDP（PPP）です：$3,500 (2017 推定)。 これは非常に低い数
値です。これは、1人あたりの国内総生産（Gross Domestic
Product）を意味し、現地の財やサービスの相対コストに関して
再計算されることを意味します。もう一つの重要な数字 - 貧
困線以下の人口：43.4% (2012 推定)。

ケニアの地図
 



我々は強くお勧めします



トップアドベンチャーゲーム：アリスと魔女のための改革

MapsGuides.com：あなたの旅行のための自由なガイド

キリバス

インデックス：大陸と国, 世界の地図
ここでは、キリバスの地理、住民、政府、経済および歴史

に関するオンラインで選択された情報を見つけることができま
す。選択された統計、全体図、キリバス - の詳細マップが含ま
れていますが、ここでキリバスの国旗から始めましょう：
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


キリバス - 概要：
キリバスについて知っておくべきことは何ですか？これから始

めましょう：ギルバート諸島は1892年に英国の保護領となり、
1915年には植民地となりました。彼らは1941年の太平洋戦
争で日本人によって捕らえられました。マキンとタラワの島々
は、1943年に日本の駐屯地を襲ったアメリカの水陸両岸戦線
の主要な場所でした。ギルバート諸島は1971年に英国によっ
て自己統治され、 1979年にキリバスという新しい名前のもとで
出版されました。米国は、1979年のキリバスとの友好条約で、
まばらに住んでいたフェニックスとライン島の団体に対するすべて
の主張を放棄した。

キリバスの地理

地球上のどこにキリバスがあります
か？この国の所在地はオセアニア、赤道にまたがる太平洋の
33のサンゴ環礁群。首都タラワはハワイとオーストラリアの中間

地点ですです。 キリバスの総面積は811 km2であり、そのうち

811 km2は土地である。 だからこれはかなり小さい国です。国
の地形はどうやって説明できますか？このように：主に広大な
サンゴ礁に囲まれた低地のサンゴ環礁。 キリバスの最下点は
太平洋海岸0 m、最も高い点バナバ81 mです。気候は
tropical; 海洋、高温多湿、貿易風で穏やかです。



キリバスの住人
キリバスで住んでいる人の数を見てみましょう。番号は

108,145 (7/2017 推定)です。 そう多くの人がここに住んでいる
わけではありません。ここに住んでいる人は？ I-キリバス96.2
パーセント、I-キリバス/混合1.8％、ツバル0.2％、その他
1.8％（2015 EST）。 キリバスの言語は何ですか？ I-キリバス、
英語（公式）。そして宗教：ローマカトリック57.3％、キリバス連
合教会31.3％、モルモン5.3％、バハイ2.1％、第七日の礼拝
堂1.9％、その他2.1％（2015年）。人々は平均して何歳です
か？ 24.6 年。この数字は中央値であると付け加えなければ
なりません。つまり、半分の人がこれより年上で、半分が若いで
す。そして、彼らの平均余命（出生時）は何ですか？これは：
66.5 年。人々はキリバスで住んでいるところ？ここ：は3つのア
キペラゴスインドとほぼ同じ大きさの面積にある。東のライン諸
島と中部フェニックス諸島はまばらに住んでいますが、西部のギ
ルバート諸島は、東京または香港。 キリバスの大都市圏は、
タラワ（首都）に似た人口密度を誇る南タラワ島を中心に、地
球上で最も密集した場所の一部です。（2014年）です。

政府と経済のキリバス
キリバスの首都はタラワであり、政府のタイプは大統領共

和国です。行政部門 - 3つの地理的ユニット：ギルバート諸
島、ライン諸島、フェニックス諸島; 注：1次行政区分はありま
せんが、6つの地区（バナバ、中央ギルバート、ライン諸島、
ノーザンギルバート、サザンギルバート、タラワ）と21の島議会
（各アバイア島の1つ）を見てみましょう。 キリバスの経済に関し
て、重要な工業製品は釣り、手工芸です。重要な農産物は
コプラ、パンノキ、魚のです。最も重要な輸出商品は魚を、コ



コナッツ製品であり、最も重要な輸出相手はモロッコ19.8％、
フィジー17.3％、フィリピン10.2％、米国10.1％、ベトナム
7.9％、オーストラリア4.2％（2016）です。最も重要な輸入商
品は食品、機械器具、雑貨品、燃料であり、最も重要な輸
入相手はオーストラリア22.9％、ニュージーランド20.9％、フィ
ジー14.1％ 10.5％、日本8.1％、中国6.9％（2016年）です。
どのくらい金持ちで、この国の人口はどれくらい豊富ですか？こ
こで最も重要な数字は1人当たりGDP（PPP）です：$1,900
(2017 推定)。 これは非常に低い数値です。これは、1人あた
りの国内総生産（Gross Domestic Product）を意味し、現地の
財やサービスの相対コストに関して再計算されることを意味し
ます。もう一つの重要な数字 - 貧困線以下の人口：未知
の%。

キリバスの地図
 

我々は強くお勧めします



トップアドベンチャーゲーム：アリスと魔女のための改革

MapsGuides.com：あなたの旅行のための自由なガイド

朝鮮民主主義人民共和国

インデックス：大陸と国, 世界の地図
ここでは、朝鮮民主主義人民共和国の地理、住民、政

府、経済および歴史に関するオンラインで選択された情報を
見つけることができます。選択された統計、全体図、朝鮮民
主主義人民共和国 - の詳細マップが含まれていますが、ここ
で朝鮮民主主義人民共和国の国旗から始めましょう：
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


朝鮮民主主義人民共和国 - 概要：
朝鮮民主主義人民共和国について知っておくべきことは

何ですか？これから始めましょう：その長い歴史の大部分の独
立国である韓国は、1905年に日露戦争に続いて日本が占領
した。5年後、日本は正式に半島全体を併合した。第二次
世界大戦後、韓国はソビエト主導の共産主義統制下にある
北半球と分裂した。北朝鮮（朝鮮民主主義人民共和国）
は、朝鮮戦争（1950〜53年）が敗北した後、北朝鮮が南部
を強制的に征服した後、創設者である金日成（キム・イルソ
ン）大統領の下で、外部からの影響に対するチェックとしての経
済的な「自立」である。朝鮮民主主義人民共和国（北朝鮮）
は、米国が国家資金による宣伝を通じた社会システムへの究
極の脅威であると批判し、政治的、経済的、北朝鮮の統制
下での韓国統一の理念的目的の核心をめぐる軍事政策など
が含まれる。金正日（キム・イルソン）の息子、金正日（キム・
ジョンイル）は、94年に金大統領が死去するまで、政治的、管
理的役割が拡大したことを前提として、1980年に父親の後任
として正式に選定された。 2011年のIlの死により、KIM Jong
Unはすぐに権力を引き継いで、今では父の元々のタイトルと職
務の大部分を占めている。1990年代半ば以降、何十年も
経っても経済的な管理や資源の配分が不十分であったため、
朝鮮民主主義人民共和国は慢性的な食糧不足に直面し
ていた。近年、国内の農業生産は増加しているが、人口全
体を供給するのに十分な食糧を生産するにはまだまだ足りな
い。北朝鮮は、2002年以降、半民間市場の規制を緩和し
始めたが、全体的な生活水準の向上という目標を達成する



ためのその他の努力はほとんど行っていない。北朝鮮の地域
軍事挑発の歴史 軍事関連の品物の拡散; 長距離ミサイル
開発。2006年、2009年、2013年、2016年、2017年の核兵
器試験を含む大量破壊兵器プログラム。大規模な従来の軍
隊は国際社会にとって大きな関心事であり、特に経済的に北
朝鮮の国際的関与を制限してきた。この制度は、核兵器計
画とその経済の同時開発を求める政策を遵守している。地域
軍事挑発の歴史 軍事関連の品物の拡散; 長距離ミサイル
開発。2006年、2009年、2013年、2016年、2017年の核兵
器試験を含む大量破壊兵器プログラム。大規模な従来の軍
隊は国際社会にとって大きな関心事であり、特に経済的に北
朝鮮の国際的関与を制限してきた。この制度は、核兵器計
画とその経済の同時開発を求める政策を遵守している。地域
軍事挑発の歴史 軍事関連の品物の拡散; 長距離ミサイル
開発。2006年、2009年、2013年、2016年、2017年の核兵
器試験を含む大量破壊兵器プログラム。大規模な従来の軍
隊は国際社会にとって大きな関心事であり、特に経済的に北
朝鮮の国際的関与を制限してきた。この制度は、核兵器計
画とその経済の同時開発を求める政策を遵守している。特に
経済的です。この体制は、核兵器計画とその経済の同時開
発を求める政策を遵守している。特に経済的です。この体制
は、核兵器計画とその経済の同時開発を求める政策を遵守
している。

朝鮮民主主義人民共和国の地理



地球上のどこに朝鮮民主主義人民
共和国がありますか？この国の所在地は東アジア、朝鮮半島
の北半球、朝鮮半島と日本海、中国と韓国の境界にあるで

す。 朝鮮民主主義人民共和国の総面積は120,538 km2で

あり、そのうち120,408 km2は土地である。 だから、これは大き
な国ではない。国の地形はどうやって説明できますか？このよ
うに：主に丘や山々が深く狭い谷で区切られています。西に広
がる海岸平野、東に不連続。 朝鮮民主主義人民共和国の
最下点は日本海0 m、最も高い点白頭山2,744 mです。気
候は、降水量は夏に集中している。長い、苦い冬はです。

朝鮮民主主義人民共和国の住人
朝鮮民主主義人民共和国で住んでいる人の数を見てみ

ましょう。番号は25,248,140 (7/2017 推定)です。 とてもたくさ
んの人がここに住んでいます。ここに住んでいる人は？ 。小さ
な中国のコミュニティと少数民族の日本人の。 朝鮮民主主義
人民共和国の言語は何ですか？ 韓国人の。そして宗教：伝
統的な仏教と儒教、いくつかのキリスト教と混沌とした
Chondogyo（天国の道の宗教）。人々は平均して何歳です
か？ 34 年。この数字は中央値であると付け加えなければなり
ません。つまり、半分の人がこれより年上で、半分が若いで
す。そして、彼らの平均余命（出生時）は何ですか？これは：



70.7 年。人々は朝鮮民主主義人民共和国で住んでいるとこ
ろ？ここ：人口は平原と低地に集中している。最も人口の少
ない地域は、中国の国境に隣接する山岳地帯です。最大濃
度は、西部の州で平壌の特に市区あり、そして東の興南区
域と元山周りの。 朝鮮民主主義人民共和国の大都市圏
は、平壌（資本金）2863000（2015）です。

政府と経済の朝鮮民主主義人民共和国
朝鮮民主主義人民共和国の首都は平壌であり、政府の

タイプは一党制; 「チュチェ」や「国家の自立の公式の状態のイ
デオロギーです。行政部門 - 9州（単数形と複数形、行う）と2
つの都市（SI、単数形と複数形）を見てみましょう。 朝鮮民主
主義人民共和国の経済に関して、重要な工業製品は軍事
用品; 機械建屋、電力、化学薬品; 鉱業（石炭、鉄鉱石、
石灰石、マグネサイト、グラファイト、銅、亜鉛、鉛、および貴
金属）、冶金; テキスタイル、食品加工; 観光業です。重要な
農産物は米、トウモロコシ、ジャガイモ、小麦、大豆、パルス、
牛肉、豚肉、卵のです。最も重要な輸出商品は鉱物、冶金
製品、武器を含む製造業、織物、農業および漁業製品であ
り、最も重要な輸出相手は中国85.6％（2016年）です。最も
重要な輸入商品は石油、原料炭、機械器具、繊維、穀物
であり、最も重要な輸入相手は中国90.3％（2016年）です。
どのくらい金持ちで、この国の人口はどれくらい豊富ですか？こ
こで最も重要な数字は1人当たりGDP（PPP）です：$1,700
(2015 推定)。 これは非常に低い数値です。これは、1人あた
りの国内総生産（Gross Domestic Product）を意味し、現地の
財やサービスの相対コストに関して再計算されることを意味し
ます。もう一つの重要な数字 - 貧困線以下の人口：未知
の%。



朝鮮民主主義人民共和国の地図
 

我々は強くお勧めします



トップアドベンチャーゲーム：アリスと魔女のための改革

MapsGuides.com：あなたの旅行のための自由なガイド

大韓民国

インデックス：大陸と国, 世界の地図
ここでは、大韓民国の地理、住民、政府、経済および歴

史に関するオンラインで選択された情報を見つけることができま
す。選択された統計、全体図、大韓民国 - の詳細マップが含
まれていますが、ここで大韓民国の国旗から始めましょう：
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


大韓民国 - 概要：
大韓民国について知っておくべきことは何ですか？これから

始めましょう：その長い歴史の大部分の独立国である韓国は、
1905年に日露戦争に続いて日本が占領した。1910年、東京
は正式に半島全体を併合しました。韓国は1945年に日本が
米国に降伏した後、独立を回復した。第二次世界大戦後、
朝鮮半島の南半分に民主主義に基づく政府（韓国、韓国）
が設置され、共産主義型政府が設置された北朝鮮（朝鮮民
主主義人民共和国、朝鮮民主主義人民共和国）。朝鮮戦
争（1950〜53年）中、米軍と国連軍は、中国とソ連の支援を
受けて朝鮮を守るために、韓国軍と一緒に戦った。1953年の
停戦勢力は、半島を非武装地帯に沿って約38度に分割し
た。パク・チョンヒは1961年のクーデターで国のリーダーシップを
引き継いだ。彼の体制では、1961年から1979年まで、韓国は
一人当たりの収入が北朝鮮の約17倍に上昇する急速な経
済成長を達成した。韓国は1987年に改正民主党憲法の下
で初の自由大統領選挙を行い、前韓国軍のロハ・テウ（ROH
Tae-woo）元大統領は近親争いで勝利した。1993年、韓国
の新しい民主主義時代の最初の民間大統領となったのは、
キム・ヨンサム（1993-98）。金大中（キム・デジュン）大統領
（1998〜2003年）は、韓国の民主主義への貢献と北朝鮮と
の「サンシャイン」政策のために、2000年にノーベル平和賞を受
賞した。パク・チョンヒ元韓国大統領の朴槿惠（パク・グンヘ）
大統領が韓国初の女性指導者として2013年2月に就任し
た。2016年12月、国会は、腐敗と影響力のあるスキャンダル



に関与したと主張し、すぐに大統領当局を執行した後、パク・
プレジストに対して弾劾動議を通過させた。弾劾は2017年3
月に支持され、2019年5月の金在仁（ウォン・ジェイン）前大統
領選挙を引き起こした。韓国は2018年2月に冬季オリンピック
を開催する。北朝鮮との不和は、北朝鮮の2010年の韓国船
と島への攻撃、砲撃の交代2015年のDMZ、2016年と2017年
の複数回の核・ミサイル試験が含まれる。ムン・ジェインが2017
年5月に大統領選挙を開始した。韓国は2018年2月に冬季
オリンピックを開催する。北朝鮮との不和は、北朝鮮の2010年
の韓国船と島への攻撃、砲撃の交代2015年のDMZ、2016
年と2017年の複数回の核・ミサイル試験が含まれる。ムン・
ジェインが2017年5月に大統領選挙を開始した。韓国は2018
年2月に冬季オリンピックを開催する。北朝鮮との不和は、北
朝鮮の2010年の韓国船と島への攻撃、砲撃の交代2015年
のDMZ、2016年と2017年の複数回の核・ミサイル試験であ
る。

大韓民国の地理

地球上のどこに大韓民国があります
か？この国の所在地は東アジア、日本海と黄海に接する朝

鮮半島の南半分です。 大韓民国の総面積は99,720 km2で

あり、そのうち96,920 km2は土地である。 だから、これは大きな
国ではない。国の地形はどうやって説明できますか？このよう



に：主に丘と山々。西と南の広い平野平野。 大韓民国の最
下点は日本海0m、最も高い点漢羅山1,950mです。気候
は、冬より夏には降雨量が多い。寒い冬はです。

大韓民国の住人
大韓民国で住んでいる人の数を見てみましょう。番号は

51,181,299 (7/2017 推定)です。 とてもたくさんの人がここに住
んでいます。ここに住んでいる人は？ 均等な。 大韓民国の言
語は何ですか？ 韓国語、英語の51,181,299 人EST（東部
基準時。）。そして宗教：。人々は平均して何歳ですか？
41.8 年。この数字は中央値であると付け加えなければなりま
せん。つまり、半分の人がこれより年上で、半分が若いです。
そして、彼らの平均余命（出生時）は何ですか？これは：82.5
年。人々は大韓民国で住んでいるところ？ここ：その国のおよ
そ70％が山岳地帯と考えられていますが、その国の人口は密
度がかなり高い低地に集中しています。仁川（インチョン）港を
含むソウルの首都を取り囲む北西部の京畿道は、最も人口
密度の高い州です。北東部の江原は、最も人口の少ない。
大韓民国の大都市圏は、ソウル（首都）である9774万人で
す。釜山（釜山）32160000; 仁川（インチン）268万5千人 大
邱（大邱）大田（太田）154万4千人 光州（光州）158.3万人
（2015年）です。

政府と経済の大韓民国
大韓民国の首都はソウル; 注 - ソウルから南に約120km

離れたセジョンは、新たな首都として開発されているであり、政
府のタイプは大統領です。行政部門 - を見てみましょう。 大
韓民国の経済に関して、重要な工業製品は、エレクトロニク
ス、通信、自動車生産、化学、造船、鉄鋼です。重要な農



産物は米、根菜類、大麦、野菜、果物、牛、豚、鶏、牛
乳、卵、魚です。最も重要な輸出商品は半導体、石油化学
品、自動車/自動車部品、船舶、無線通信機器、フラットディ
スプレイ、鉄鋼、であり、最も重要な輸出相手は％（2016）で
す。最も重要な輸入商品はであり、最も重要な輸入相手は
中国21.4％、日本11.7％、米国10.7％、ドイツ4.7％（2016
年）、中国、韓国、中国、です。どのくらい金持ちで、この国の
人口はどれくらい豊富ですか？ここで最も重要な数字は1人
当たりGDP（PPP）です：$39,400 (2017 推定)。 これは、生活
水準がここで良いことを意味します。これは、1人あたりの国内
総生産（Gross Domestic Product）を意味し、現地の財やサー
ビスの相対コストに関して再計算されることを意味します。もう
一つの重要な数字 - 貧困線以下の人口：12.5% (2015 推
定)。

大韓民国の地図
 



我々は強くお勧めします



トップアドベンチャーゲーム：アリスと魔女のための改革

MapsGuides.com：あなたの旅行のための自由なガイド

Kosovo

インデックス：大陸と国, 世界の地図
ここでは、Kosovoの地理、住民、政府、経済および歴史

に関するオンラインで選択された情報を見つけることができま
す。選択された統計、全体図、Kosovo - の詳細マップが含ま
れていますが、ここでKosovoの国旗から始めましょう：
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


Kosovo - 概要：
Kosovoについて知っておくべきことは何ですか？これから始

めましょう：バルカン半島は、7世紀にセルビア人が現代コソボの
領土に移住する前のローマ帝国とビザンチン帝国の一部で
あった。中世の間に、コソボはセルビア帝国の中心になり、構
造的に重要なセルビア正教会の修道院など、多くの重要なセ
ルビアの宗教施設が建設されました。1389年にコソボの戦いで
セルビア軍が敗北したのは、トルコ人とアルバニア人の多数がコ
ソボに移住した5世紀のオスマン帝国の統治につながった。19
世紀の終わりまでに、アルバニア人はセルビア人をコソボの支
配的な民族グループに置き換えました。セルビアは、1912年の
第1次バルカン戦争中、オスマン帝国からその地域を支配し
た。第2次世界大戦後、コソボがユーゴスラビア社会主義連邦
共和国（SFRY）のセルビア自治区になった現在の国境が樹立
された。立法上の譲歩にもかかわらず、アルバニアのナショナリ
ズムは1980年代に増加し、暴動を引き起こし、コソボの独立
を求めた。コソボを文化の中心地と見なした多くのセルビア人
は、1989年にコソボの自治権を廃止する新しい憲法を制定し
た。コソボのアルバニア人指導者たちは、1991年にコソボ独立
宣言の国民投票を組織した。セルビアは1990年代にコソバー
ルのアルバニア人に対して抑圧的な措置を講じ、コソバールの
アルバニアの反乱を呼び起こした。1998年から、セルビアは残
虐な反乱キャンペーンを実施し、その結果、虐殺とアルバニア
人民族の大量虐殺（約800人、000人のアルバニア人がコソボ
で彼らの家から強制された）。国際的な紛争の仲裁が失敗し



た後、1999年3月に始まったセルビアに対する3カ月間の
NATO軍事作戦により、軍と警察をコソボから撤退させること
に同意した。国連安全保障理事会決議1244（1999）は、コ
ソボの将来の地位を決定するまで、コソボ（Unmik）の国連暫
定管理ミッションである移行政権下にコソボを置いた。コソボの
最終的な地位を決定するために、2005年後半に国連主導の
プロセスが開始された。国連はコソボの独立性を支持する最
終的な地位に関する包括的な報告を出したが、ベオグラード
とプリシュティナの間の合意なしに2006-07年の交渉は終わっ
た。2008年2月17日、コソボ議会はコソボ独立宣言を行った。
それ以来、110カ国以上がコソボを認識し、多数の国際機関
に加わりました。2008年10月、セルビアは、コソボの独立宣言
の国際法に基づく合法性に関する国際司法裁判所（ICJ）か
らの勧告的意見を求めた。ICJは、2010年7月、コソボの独立
宣言が国際法、国連安全保障理事会決議1244、または構
成枠組みの一般原則に違反していないことを確認した勧告
的意見を発表した。この意見は、コソボの独特の歴史と状況
に密接に関連していた。コソボがソブリン、多民族、民主主義
国家に発展したことを示すために、国際社会は2012年に独
立監督下の期間を終えました。選挙は2013年と2014年にコ
ソボで開催され、それぞれ地方自治体および国レベルで実施
される。セルビアはコソボの独立を拒否し続けているが、両国
は2013年4月にEU交渉を通じた関係正常化の合意に達し、
現在は実施プロセスに従事している。コソボは、国際社会との
完全な統合を模索しており、国連、EU、NATOなどの国際機
関での二国間認定と最終的な加盟を目指している。

Kosovoの地理



地球上のどこにKosovoがあります
か？この国の所在地は東南ヨーロッパ、セルビアとマケドニアの

間にです。 Kosovoの総面積は10,887 km2であり、そのうち

10,887 km2は土地である。 だからこれはかなり小さい国です。
国の地形はどうやって説明できますか？このように：いくつかの
高い山に囲まれた海抜400〜700メートルの高さで平坦河川
流域は2500メートルに2,000の上昇と範囲。 Kosovoの最下
点はDrini I Bardhe /ベリDrim 297メートル（アルバニアとの国境
に位置します）、最も高い点Gjeravica / Deravica 2,656 mで
す。気候は豪雪と暑く乾燥した夏と秋比較的寒い冬に得大
陸気団によって影響を受けます。地中海とアルプスの影響が
地域の変化を引き起こします。10月からDecembe間の最大降
雨です。

Kosovoの住人
Kosovoで住んでいる人の数を見てみましょう。番号は

1,895,250 (7/2017 推定)です。 そう多くの人がここに住んでい
るわけではありません。ここに住んでいる人は？ アルバニア人
92.9％、ボスニアックス1.6％、セルビア人1.5％、トルコ人
1.1％、アシュカリ0.9％、エジプト人0.7％の首都とその周辺の
最大の人口クラスターが全国に存在する。。 Kosovoの言語



は何ですか？ トルコ1.1％、その他0.9％（ロマーニ含む）、不
特定0.1％。そして宗教：イスラム教徒95.6％、ゴラニ0.6％、
ロマニ0.5％、その他0.2％アルバニア（公式）94.5％、ボスニア
1.7％、セルビア1.6 ％ 、ローマカトリック2.2％、正教1.5％、そ
の他0.07％、なし0.07％、不特定0.6％（2011年推定）。
人々は平均して何歳ですか？ 29.1 年。この数字は中央値
であると付け加えなければなりません。つまり、半分の人がこれ
より年上で、半分が若いです。そして、彼らの平均余命（出生
時）は何ですか？これは：これは不明です。人々はKosovoで
住んでいるところ？ここ：人口クラスターが全国に存在し、
Pristina。 Kosovoの大都市圏は、Pristina首都）
207,062（2014年）です。

政府と経済のKosovo
Kosovoの首都はプリシュティナ（プリシュティナ、プリシュティ

ナ）であり、政府のタイプは議会共和国です。行政部門 - 38
の地方自治体（コーマット、単数 - コウナ（アルバニア語）、
opstine、singular - opstina（セルビア語））。デカン（Decani）、ド
ラッガシ（Dragas）、フェリザイ（Urosevac）、フセヘ・コソブ
（Kosovo Polje）、Gjakove（Dakovica）、Gjilan（Gnjilane）、
Gllogovc（Glogovac）、Gracanice（Gracanica）、Hani i
Elezit（Deneral Jankovic）イストグ、ジュニク、カカニーク、カメニ
ツェ、Kline（クリナ）、クレオコット、レポサビック、リプジャン、マリ
シェフ、マムシェ、Mitrovice e Jug（Juzna Mitrovica） [南マイトロ
ビカ]、Mitrovice e Veriut [セブンナ・ミトロビカ]、ノヴェーベルデ、
ノヴォ・ブルド、オビリク、オビリク、パルテシュ、ペジェ、
Podujeve、Prishtine、 、Rahovec（Orahovac）、
Ranillug（Ranilug）、Shterpce（Strpce）、Shtime（Stimlje）、
Skenderaj（Srbica）、Suhareke（Suva Reka）、Viti（Vitina）、



Vushtrri（Vucitrn）を見てみましょう。 Kosovoの経済に関して、
重要な工業製品は鉱業、建設資材、ベースメタル、革、機
械、家電製品、食料品や飲料、繊維です。重要な農産物
は乳製品、家畜; 魚です。最も重要な輸出商品は鉱業およ
び加工した金属製品、スクラップ金属、皮革製品、機械、器
具、準備された食料品、飲料、タバコ、であり、最も重要な輸
出相手はアルゼンチン24.2％、マケドニア17.3％、ドイツ
8.8％、スイス7.7％、ブルガリア7.5％、オランダ6.9％、トルコ
4.6％、オーストリア4.4％（2016年）です。最も重要な輸入商
品は食品、家畜、木材、石油、化学、機械、ミネラル、繊維
製品、石、セラミック、ガラス製品、電気機器であり、最も重
要な輸入相手はマケドニア、34.1パーセントの元ユーゴ議員、
トルコ12％、ドイツ9.4％、アルバニア7.4％、スロベニア6.9％ 、
イタリア4.6％（2016年）です。どのくらい金持ちで、この国の人
口はどれくらい豊富ですか？ここで最も重要な数字は1人当た
りGDP（PPP）です：$10,400 (2017 推定)。 これはかなり良い
です。これは、1人あたりの国内総生産（Gross Domestic
Product）を意味し、現地の財やサービスの相対コストに関して
再計算されることを意味します。もう一つの重要な数字 - 貧
困線以下の人口：30% (2013 推定)。

Kosovoの地図
 



我々は強くお勧めします



トップアドベンチャーゲーム：アリスと魔女のための改革

MapsGuides.com：あなたの旅行のための自由なガイド

クウェート

インデックス：大陸と国, 世界の地図
ここでは、クウェートの地理、住民、政府、経済および歴

史に関するオンラインで選択された情報を見つけることができま
す。選択された統計、全体図、クウェート - の詳細マップが含
まれていますが、ここでクウェートの国旗から始めましょう：
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


クウェート - 概要：
クウェートについて知っておくべきことは何ですか？これから

始めましょう：クウェートは18世紀以来AL-サバ王朝に支配さ
れています。1899年のオスマン帝国の侵略の脅威は、国家の
独立を達成した1961年まで、英国からの防衛的責任と英国
からの保護を求めて、アミール・ムバラク・AL- クウェートは1990
年8月2日にイラクに襲撃され、暴行を受けた。数週間にわた
る空爆により、1991年2月23日に米国が率いる国連連合が、
4日間でクウェートを解放した。クウェートは1990〜91年に石
油インフラを修復するために50億ドル以上を費やした。AL-サ
バ家族は1991年に権力を回復し、アラブ世界で最も独立し
た立法府の1つを確立した。国は、2009年の歴史的な選挙
で、国会議員4人を目撃した。アラブ世界全体の2010-11年
の暴動や抗議の中で、ビュドーンとして知られている無国籍の
アラブ人は、クウェート国民に市民権、雇用、その他の利益を
要求する2011年初めに小規模の抗議を繰り広げました。
2011年の青年活動家グループの反復集会は、腐敗していると
見られる首相の解任のために、最終的に2011年後半に辞任
に至った。デモは、選挙法を改正するアミリ令に応じて2012年
後半に更新された。スンニ派イスラム主義者、部族議員、自
由主義者、無数の青少年団体が率いる反対派は、2012年
と2013年の大統領選挙をボイコットし、政府の議題にもっと受
け入れられる立法府を導いた。しかし、政府の財政改革に強
い反対を表明した野党は、2016年11月の国会選挙に参加
し、ほぼ半分の地位を獲得した。

クウェートの地理



地球上のどこにクウェートがあります
か？この国の所在地はイラクとサウジアラビアの間のペルシア湾

に接する中東です。 クウェートの総面積は17,818 km2であり、

そのうち17,818 km2は土地である。 だからこれはかなり小さい
国です。国の地形はどうやって説明できますか？このように：平
らからわずかにうねりのある砂漠平野。 クウェートの最下点は
ペルシャ湾0m、最も高い点3.6km Al-Salmi Border Post 300m
のです。気候は乾燥砂漠; 激しく暑い夏。短く涼しい冬はで
す。

クウェートの住人
クウェートで住んでいる人の数を見てみましょう。番号は

2,875,422 (7/2017 推定)です。 だから、これはあまり大きな人
口ではありません。ここに住んでいる人は？ クウェート31.3％、
その他アラブ27.9％、アジア37.8％、アフリカ1.9％、その他
1.1％（欧州、北米、南米、オーストラリアを含む）（2013年推
定）。 クウェートの言語は何ですか？ アラブ語（公用語）、英
語で広く話されている。そして宗教：イスラム教徒76.7％、キリ
スト教17.3％、その他および不特定5.9％。人々は平均して
何歳ですか？ 29.3 年。この数字は中央値であると付け加え
なければなりません。つまり、半分の人がこれより年上で、半分
が若いです。そして、彼らの平均余命（出生時）は何ですか？



これは：78.2 年。人々はクウェートで住んでいるところ？ここ：最
も密接な解決はペルシャ湾に沿っており、特にクウェート市とブ
ビヤン島で行われている。大幅な人口のスレッドは、特に国の
南半分では、首都から放射状に高速道路に沿って南と西に
広がる。 クウェートの大都市圏は、クウェート（資本金）
2779000（2015）です。

政府と経済のクウェート
クウェートの首都はクウェートシティであり、政府のタイプは

立憲君主国です。行政部門 - 6つの行政府（ムハファザット、
単数 - ムハファザ）; アルアーマディ、アル'Asimah、アル
Farwaniyah、アルジャフラ'、Hawalliの、ムバラクアルカビを見て
みましょう。 クウェートの経済に関して、重要な工業製品は石
油、石油化学、セメント、造船、修理、水の淡水化、食品加
工、建設資材です。重要な農産物は魚のです。最も重要な
輸出商品は石油および石油製品、肥料であり、最も重要な
輸出相手は、韓国16.8％、中国14.4％、日本9.6％、インド
は9.2％、米国7.5％、シンガポールは5.6％（2016年）です。
最も重要な輸入商品は食品、建材、自動車および部品、衣
料品であり、最も重要な輸入相手は、中国14.1パーセント、
米国11.9％、UAE 8.3％、日本6.5％、ドイツ6.2％、インド
5.4％、イタリア5％、サウジアラビア4.4％、韓国4.4％（2016
年）です。どのくらい金持ちで、この国の人口はどれくらい豊富
ですか？ここで最も重要な数字は1人当たりGDP（PPP）です：
$69,700 (2017 推定)。 これは、人々がここで平均的に富んで
いることを意味します。これは、1人あたりの国内総生産
（Gross Domestic Product）を意味し、現地の財やサービスの
相対コストに関して再計算されることを意味します。もう一つの
重要な数字 - 貧困線以下の人口：未知の%。



クウェートの地図
 

我々は強くお勧めします



トップアドベンチャーゲーム：アリスと魔女のための改革

MapsGuides.com：あなたの旅行のための自由なガイド

キルギス

インデックス：大陸と国, 世界の地図
ここでは、キルギスの地理、住民、政府、経済および歴史

に関するオンラインで選択された情報を見つけることができま
す。選択された統計、全体図、キルギス - の詳細マップが含ま
れていますが、ここでキルギスの国旗から始めましょう：
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


キルギス - 概要：
キルギスについて知っておくべきことは何ですか？これから始

めましょう：現在のキルギスタンの領土の大部分は、1876年に
ロシア帝国に正式に附属されました。キルギスは1916年にツァ
リスト帝国に対して大きな反乱を起こし、1916年にはほぼ6分
の1のキルギス人口が殺された。キルギスは1936年にソビエト連
邦になり、ソ連が解散した1991年に独立を達成した。2005年
と2010年の全国的なデモンストレーションは、キルギスの最初
の2人の大統領、アスカー・アカエフとクルマンベック・バキエフの
追放をもたらしました。2017年、アルマズベク・アタンバエフはキ
ルギスタンの最初の大統領になって、同国の憲法で要求され
ているように任期満了後に辞任した。元大統領とキルギスタン
の社会民主党のスーロンベイ・ジェンベコフ大統領は、キルギス
タン共和国の歴史において最も競争力のある大統領選挙で
ある2017年の10月の大統領選挙で勝利した後、彼を置き換
えたが、ジンベコフに利益をもたらす政府の干渉が疑われた。
大統領は、首相がキルギスタンの政府を監督し、ほとんどの内
閣議員を選出したにもかかわらず、大統領としての権力を持っ
ている。大統領は国際的に国を代表し、法律に署名したり拒
否したり、新選挙を呼びかけることができ、上級裁判所の裁判
官を指名したり、防衛や防衛に関連する閣僚や他の多くの高
位職を指名することができます。キルギスの懸念は、民主化の
軌道、特有の汚職、民族間関係の悪化、

キルギスの地理



地球上のどこにキルギスがあります
か？この国の所在地は中央アジア、中国西部、カザフスタン

南部です。 キルギスの総面積は199,951 km2であり、そのうち

191,801 km2は土地である。 だから、これは大きな国ではな
い。国の地形はどうやって説明できますか？このように：Tien
Shan山脈のピークとそれに付随する谷と盆地は全国を含む。
キルギスの最下点はKara-Daryya（Karadar'ya）132 m、最も
高い点Jengish Chokusu（Pik Pobedy）7,439 mのです。気候は
高Tien Shan山地では乾燥大陸から極地まで; 南西の亜熱帯
（フェルガナ渓谷）。北部の丘陵地帯の温帯です。

キルギスの住人
キルギスで住んでいる人の数を見てみましょう。番号は

5,789,122 (7/2017 推定)です。 だから、これはあまり大きな人
口ではありません。ここに住んでいる人は？ キルギス73.2％、
ウズベキスタン14.6％、ロシア5.8％、ダンガン1.1％、その他
5.3％（ウイグル、タジク、トルコ、カザフスタンを含む）5,789,122
、タタール語、ウクライナ語、韓国語、ドイツ語）（2017年）。 キ
ルギスの言語は何ですか？ キルギス（公用語）71.4％、ウズベ
ク語14.4％、ロシア語（公用語）9％、その他5.2％（2009年推
定）。そして宗教：イスラム教徒75％、ロシア正教会20％
5％。人々は平均して何歳ですか？ 26.5 年。この数字は中



央値であると付け加えなければなりません。つまり、半分の人
がこれより年上で、半分が若いです。そして、彼らの平均余命
（出生時）は何ですか？これは：70.9 年。人々はキルギスで住
んでいるところ？ここ：キルギスタンの大多数は農村部に住んで
いる。最も人口密度の高い集落は首都ビシュケク周辺の北部
と西部のオシュに続いている。最も人口密度の低い地域はティ
エンシャン山脈の東、東に位置している。。 キルギスの大都市
圏は、ビシュケク（首都）865,000（2015年）です。

政府と経済のキルギス
キルギスの首都はビシュケクであり、政府のタイプは議会共

和国です。行政部門 - 7州oblustar、singular - oblus）と2つの
都市（shaarlar、singular - shaar）。オス・オブロス、オス・シャー
リー、タラス・オブロス、イシク・コール・オブロス（カラコル）を見て
みましょう。 キルギスの経済に関して、重要な工業製品は小
さな機械、繊維、食品加工、セメント、靴、木材、冷蔵庫、
家具、電気モーター、金、希土類金属です。重要な農産物
は綿、ジャガイモ、野菜、ぶどう、果実および果実; ヒツジ、ヤ
ギ、牛、ウールです。最も重要な輸出商品は金、綿、ウール、
衣類、肉。水銀、ウラン、電気; 機械; 靴であり、最も重要な
輸出相手はスイス44.9％、カザフスタン10.5％、ロシア
10.1％、ウズベキスタン8.7％、トルコ6.2％、中国5.5％（2016
年）です。最も重要な輸入商品は石油・ガス、機械器具、化
学品、食料品であり、最も重要な輸入相手は中国37.8％、
ロシア20.7％、カザフスタン16.4％トルコ4.9％（2016年）です。
どのくらい金持ちで、この国の人口はどれくらい豊富ですか？こ
こで最も重要な数字は1人当たりGDP（PPP）です：$3,700
(2017 推定)。 これは非常に低い数値です。これは、1人あた
りの国内総生産（Gross Domestic Product）を意味し、現地の



財やサービスの相対コストに関して再計算されることを意味し
ます。もう一つの重要な数字 - 貧困線以下の人口：32.1%
(2015 推定)。

キルギスの地図
 

我々は強くお勧めします

トップアドベンチャーゲーム：アリスと魔女のための改革

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199


MapsGuides.com：あなたの旅行のための自由なガイド

ラオス

インデックス：大陸と国, 世界の地図
ここでは、ラオスの地理、住民、政府、経済および歴史に

関するオンラインで選択された情報を見つけることができます。
選択された統計、全体図、ラオス - の詳細マップが含まれてい
ますが、ここでラオスの国旗から始めましょう：
 

ラオス - 概要：
ラオスについて知っておくべきことは何ですか？これから始め

ましょう：現代のラオスは、14世紀にFA NGUMのもとで設立さ
れたラオスの古代ラオス王国に根をおいています。300年の間、
Lan Xangは現在のカンボジアとタイに、そして現在はラオスのす
べてに及んでいます。徐々に衰退した数世紀後、ラオスは18
世紀後半から19世紀後半にかけてフランスのインドシナの一
部となったサイアム（タイ）の支配下に入った。1907年のフラン

http://mapsguides.com/


コ・サイアム条約はタイとの現在のラオス国境を定義した。
1975年、共産主義者のパット・ラオは6世紀の君主制を終結
させ、ベトナムと密接な厳密な社会主義体制を確立し、政府
を支配した。ラオスは1997年にアセアンと2013年にWTOに加
盟した。

ラオスの地理

地球上のどこにラオスがありますか？
この国の所在地は東南アジア、タイ北東、ベトナム西です。 ラ
オスの総面積は236,800 km2であり、そのうち230,800 km2は
土地である。 これはかなり大きな国です。国の地形はどうやっ
て説明できますか？このように：ほとんど険しい山です。いくつか
の平野と台地。 ラオスの最下点はメコン川70 m、最も高い点
Phu Bia 2,817 mです。気候は熱帯モンスーン; 雨季（5月から
11月）。乾季（12月から4月）はです。

ラオスの住人
ラオスで住んでいる人の数を見てみましょう。番号は

7,126,706 (7/2017 推定)です。 だから、これはあまり大きな人
口ではありません。ここに住んでいる人は？ ラオス53.2％、
Khmou 11％、Hmong 9.2％、Phouthay 3.4％、Tai 3.1％、
Makong 2.5％、Katong 2.2％、Lue 2％ Akha 1.8％、その他
11.6％。 ラオスの言語は何ですか？ ラオス（公式）、フランス
語、英語、様々な民族の言語。そして宗教：仏教の64.7パー



セント、クリスチャン1.7％、なし31.4％、その他/ないに述べた
2.1％（2015 EST。）。人々は平均して何歳ですか？ 23 年。
この数字は中央値であると付け加えなければなりません。つま
り、半分の人がこれより年上で、半分が若いです。そして、彼
らの平均余命（出生時）は何ですか？これは：64.6 年。人々
はラオスで住んでいるところ？ここ：で最も人口密度の高い地
域はです首都ビエンチャン周辺。大きなコミュニティは、主にメ
コン川沿いの南西部の国境に沿って発見されています。総密
度は東南アジアで最も低いと考えられている。 ラオスの大都市
圏は、ビエンチャン（首都）997,000（2015年）です。

政府と経済のラオス
ラオスの首都はビエンチャン（ヴィンチャン）であり、政府のタ

イプは共産主義国です。行政部門 - 17の州（khoueng、単数
形と複数形）と1つの首都（ナコンルアン、単数形と複数形）。
を見てみましょう。 ラオスの経済に関して、重要な工業製品は
鉱業（銅、錫、金、石膏）。木材、電力、農業加工、ゴム、
建設、衣料品、セメント、観光です。重要な農産物はサツマ
イモ、野菜、トウモロコシ、コーヒー、サトウキビ、タバコ、綿、
茶、ピーナッツ、米; キャッサバ（マニアック、タピオカ）、水牛、ブ
タ、ウシ、家禽です。最も重要な輸出商品はであり、最も重
要な輸出相手はベトナムでは、木材製品、コーヒー、電気、
錫、銅、金、キャッサバタイ40.1％、中国28.5％、ベトナム
13.7％（2016）です。最も重要な輸入商品は機械設備、自
動車、燃料、消費財、であり、最も重要な輸入相手はタイ
64.6％、中国16.5％、ベトナム9.4％ 2016）です。どのくらい金
持ちで、この国の人口はどれくらい豊富ですか？ここで最も重
要な数字は1人当たりGDP（PPP）です：$7,400 (2017 推
定)。 これはかなり低い数字です。これは、1人あたりの国内総



生産（Gross Domestic Product）を意味し、現地の財やサービ
スの相対コストに関して再計算されることを意味します。もう一
つの重要な数字 - 貧困線以下の人口：22% (2013 推定)。

ラオスの地図
 

我々は強くお勧めします



トップアドベンチャーゲーム：アリスと魔女のための改革

MapsGuides.com：あなたの旅行のための自由なガイド

ラトビア

インデックス：大陸と国, 世界の地図
ここでは、ラトビアの地理、住民、政府、経済および歴史

に関するオンラインで選択された情報を見つけることができま
す。選択された統計、全体図、ラトビア - の詳細マップが含ま
れていますが、ここでラトビアの国旗から始めましょう：
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


ラトビア - 概要：
ラトビアについて知っておくべきことは何ですか？これから始

めましょう：東部のいくつかのバルト族の部族が中世の時代に
合併し、ラトビア人民族の核心を形成しました（約8〜12世紀
のAD）。その後、この地域はドイツ人、ポーランド人、スウェー
デン人、ロシア人の支配下にあった。ラトビアの共和国は第一
次世界大戦に続いて登場しましたが、1940年にソ連が併合
しました。これは米国や他の多くの国々では決して認められな
い行動です。ラトヴィアは、ソビエト連邦の解体後、1991年に
独立を再建した。1994年に最後のロシア軍が去ったが、ロシア
少数（人口の約26％）の地位はモスクワにとって懸念されてい
る。ラトヴィアは2004年の春にNATOとEUに加盟した。2014年
にはユーロ圏に、2016年にはOECDに加盟しました。2013年
には二重国籍法が採択され、非市民の子供の帰化が緩和さ
れました。

ラトビアの地理

地球上のどこにラトビアがあります
か？この国の所在地はエストニアとリトアニアの間のバルト海に

接する東ヨーロッパです。 ラトビアの総面積は64,589 km2であ



り、そのうち62,249 km2は土地である。 だから、これは大きな
国ではない。国の地形はどうやって説明できますか？このよう
に：低平野。 ラトビアの最下点はバルト海0 m、最も高い点
Gaizina Kalns 312 mです。気候は; ウェット、穏やかな冬です。

ラトビアの住人
ラトビアで住んでいる人の数を見てみましょう。番号は

1,944,643 (7/2017 推定)です。 そう多くの人がここに住んでい
るわけではありません。ここに住んでいる人は？ 。 ラトビアの言
語は何ですか？ 。そして宗教：首都リガとその周辺でルター派
19.6％、正教15.3％、その他キリスト教徒1％、その他0.4％、
不特定63.7％（2006年）。人々は平均して何歳ですか？
43.6 年。この数字は中央値であると付け加えなければなりま
せん。つまり、半分の人がこれより年上で、半分が若いです。
そして、彼らの平均余命（出生時）は何ですか？これは：74.7
年。人々はラトビアで住んでいるところ？ここ：小さな凝集は全
国に散らばっている。 ラトビアの大都市圏は、RIGA（資本）
621000（2015）です。

政府と経済のラトビア
ラトビアの首都はリガであり、政府のタイプは、議会の共和

国です。行政部門 - 及び9から110自治体（novads単数、
novadi）都市を見てみましょう。 ラトビアの経済に関して、重要
な工業製品は加工食品、木材加工製品、繊維製品、処理
された金属、医薬品、鉄道車両、合成繊維、エレクトロニクス
です。重要な農産物は穀物、菜種、ジャガイモ、野菜; 豚
肉、家禽、牛乳、卵; 魚です。最も重要な輸出商品は、食
料品、木材・木材製品、金属、機械設備、繊維製品であ
り、最も重要な輸出相手はリトアニア17.3％、エストニア



11.5％、ロシア11.4％、ドイツ6.8％、スウェーデン5.7％、英国
5.3％、ポーランド5％、デンマーク4.4％（2016）です。最も重
要な輸入商品は機械・設備、消費財、化学、燃料、車両で
あり、最も重要な輸入相手はリトアニア16.9％、ドイツ
12.3％、ポーランド10.4％、エストニア7.9％、ロシア7.4％、フィ
ンランド4.3％、オランダ4.3％（2016年）です。どのくらい金持ち
で、この国の人口はどれくらい豊富ですか？ここで最も重要な
数字は1人当たりGDP（PPP）です：$27,300 (2017 推定)。 こ
れは、生活水準がここで良いことを意味します。これは、1人あ
たりの国内総生産（Gross Domestic Product）を意味し、現地
の財やサービスの相対コストに関して再計算されることを意味
します。もう一つの重要な数字 - 貧困線以下の人口：25.5%
(2015)。

ラトビアの地図
 



我々は強くお勧めします



トップアドベンチャーゲーム：アリスと魔女のための改革

MapsGuides.com：あなたの旅行のための自由なガイド

レバノン

インデックス：大陸と国, 世界の地図
ここでは、レバノンの地理、住民、政府、経済および歴史

に関するオンラインで選択された情報を見つけることができま
す。選択された統計、全体図、レバノン - の詳細マップが含ま
れていますが、ここでレバノンの国旗から始めましょう：
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


レバノン - 概要：
レバノンについて知っておくべきことは何ですか？これから始

めましょう：第一次世界大戦後、フランスは旧オスマン帝国領
シリアの北部で任務を取得した。フランスは1920年にレバノン
の領土を画定し、1943年にこの地域を独立させました。独立
以来、財政と貿易の地域中心地としての地位を築いた繁栄
が混乱しています。推定120,000人の死者を出した1975-90
年の内戦は、何年もの社会的、政治的不安定性が続いてい
た。分裂主義はレバノンの政治生活の重要な要素です。近
隣のシリアは歴史的にレバノンの外交政策と内政に影響を与
えており、その軍隊は1976年から2005年にかけてレバノンを占
領した。

レバノンの地理

地球上のどこにレバノンがありますか？
この国の所在地は中東、地中海に接する、イスラエルとシリア

の間です。 レバノンの総面積は10,400 km2であり、そのうち

10,230 km2は土地である。 だからこれはかなり小さい国です。
国の地形はどうやって説明できますか？このように：狭い海岸



平原を経験する。El Beqaa（Bekaa Valley）は、レバノンと反レ
バノンの山間を隔てる。 レバノンの最下点は地中海0 m、最も
高い点Qornet es Saouda 3,088 mです。気候は地中海; 冷た
いから冷たい、暑い夏の濡れた冬、レバノン山脈は重い冬の
雪がです。

レバノンの住人
レバノンで住んでいる人の数を見てみましょう。番号は

6,229,794 (7/2017 推定)です。 だから、これはあまり大きな人
口ではありません。ここに住んでいる人は？ 、。 レバノンの言
語は何ですか？ アラビア人95％、アルメニア人4％、その他
1％アラブ人アルゼンチン、。そして宗教：ムスリム54％（スンニ
27％、シエ27％）、キリスト教徒40.5％（マロナイトカトリック
21％、ギリシャ正教会8％、ギリシャカトリック教徒5％、キリスト
教徒6.5％）、ドルーゼ5.6％非常に少数のユダヤ人、Baha'is、
仏教徒、ヒンズー教徒、およびモルモン。人々は平均して何歳
ですか？ 30.5 年。この数字は中央値であると付け加えなけれ
ばなりません。つまり、半分の人がこれより年上で、半分が若
いです。そして、彼らの平均余命（出生時）は何ですか？これ
は：77.8 年。人々はレバノンで住んでいるところ？ここ：人々の
大多数は地中海沿岸にまたはその近くに住み、そのうち最も
多くは首都ベイルート周辺に住んでいます。レバノン山脈の南
東側に位置するベカ渓谷の良好な栽培条件は農民を引きつ
け、人口密度はより低い。。 レバノンの大都市圏は、ベイルー
ト（首都）22.26百万人（2015年）です。

政府と経済のレバノン
レバノンの首都はベイルートであり、政府のタイプは議会共

和国です。行政部門 - 8ガバナー（モハファザット、単数 - モハ



ファザ）。ベッカー、ベイルート、リーバン北部、南レバノン、南レ
バノン、モン・リバン、レバノン・レバノン、ナバティエを見てみま
しょう。 レバノンの経済に関して、重要な工業製品は銀行
業、観光業、食品加工、ワイン、ジュエリー、セメント、繊維、
ミネラルや化学製品、木材および家具製品、石油精製、金
属製造です。重要な農産物は柑橘類、ブドウ、トマト、リン
ゴ、野菜、ジャガイモ、オリーブ、タバコ。ヒツジ、ヤギのです。最
も重要な輸出商品はジュエリー、卑金属、化学品、消費財、
果物や野菜、タバコ、建設鉱物、電力機器および開閉、織
物繊維、パプであり、最も重要な輸出相手は南アフリカ21.1
パーセント、サウジアラビア9％、UAE 8％、シリア6.7％、イラク
5.4％（2016年）です。最も重要な輸入商品は石油製品、自
動車、医薬品、衣料品、肉および生きた動物、消費財、
紙、織物、タバコ、電気機械器具、化学品であり、最も重要
な輸入相手は中国11.2％、イタリア7.5％、米国6.3％、ドイツ
6.2％、ギリシャ5.7％、エジプト4.1％（2016年）です。どのくらい
金持ちで、この国の人口はどれくらい豊富ですか？ここで最も
重要な数字は1人当たりGDP（PPP）です：$19,500 (2017 推
定)。 これはかなり良いです。これは、1人あたりの国内総生産
（Gross Domestic Product）を意味し、現地の財やサービスの
相対コストに関して再計算されることを意味します。もう一つの
重要な数字 - 貧困線以下の人口：28.6% (2004 推定)。

レバノンの地図
 



我々は強くお勧めします



トップアドベンチャーゲーム：アリスと魔女のための改革

MapsGuides.com：あなたの旅行のための自由なガイド

レソト

インデックス：大陸と国, 世界の地図
ここでは、レソトの地理、住民、政府、経済および歴史に

関するオンラインで選択された情報を見つけることができます。
選択された統計、全体図、レソト - の詳細マップが含まれてい
ますが、ここでレソトの国旗から始めましょう：
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


レソト - 概要：
レソトについて知っておくべきことは何ですか？これから始め

ましょう：Basutolandは1966年に英国から独立してレソト王国
に改称された。Basutho National Partyは最初の20年間国を
統治した。Moshoeshoe王は1990年に追放されたが、1992年
にレソトに戻って1995年に復活し、1996年に息子のLetsie III
王に引き継がれた。憲法は7年間の軍事支配の後、1993年
に復活した。1998年には、激しい抗議と争いの強い選挙に続
く軍事的反乱が、南アフリカ開発共同体の下にある南アフリカ
とバツワナの軍隊による簡単で血まみれの軍事介入を促し
た。その後の憲法改革は相対的政治的安定を回復させた。
平和的な議会選挙が2002年に開催され、2007年の国会選
挙は激しく争われ、議会の議席に比例して選挙法がどのよう
に適用されたのか議論された当事者は議論した。2012年に
は、18カ国を含む競争的選挙で、Motsoahaeトーマス・ターバ
ン首相が、翌月電力を平和的に移譲した14年間の現職者、
Pakalitha Mosisiliを追放した連立政権を成立させた。Mosisili
は、タバネ連立政権の崩壊と軍事クーデターの試みが行われ
た後、2015年2月に即時選挙で権力に復帰した。翌月、平
和的に権力を移譲した14年間の現職者、パカリタ・ムシリ
（Pakalitha Mosisili）を追放した。Mosisiliは、タバネ連立政権
の崩壊と軍事クーデターの試みが行われた後、2015年2月に
即時選挙で権力に復帰した。翌月、平和的に権力を移譲し
た14年間の現職者、パカリタ・ムシリ（Pakalitha Mosisili）を追
放した。Mosisiliは、タバネ連立政権の崩壊と軍事クーデター



の試みが行われた後、2015年2月に即時選挙で権力に復帰
した。

レソトの地理

地球上のどこにレソトがありますか？
この国の所在地は南アフリカ、南アフリカの領土です。 レソトの

総面積は30,355 km2であり、そのうち30,355 km2は土地であ
る。 だから、これは大きな国ではない。国の地形はどうやって
説明できますか？このように：ほとんど高原台地、丘、山と。 レ
ソトの最下点はオレンジとMakhaleng川1400メートルの接合、
最も高い点タバナントレニャナ山3482メートルです。気候は
temperate; 涼しいから寒い、乾いた冬。暑い、湿った夏です。

レソトの住人
レソトで住んでいる人の数を見てみましょう。番号は

1,958,042です。 そう多くの人がここに住んでいるわけではあり
ません。ここに住んでいる人は？ ソト語99.7％、ヨーロッパ、ア
ジア、およびその他0.3％。 レソトの言語は何ですか？ セソト
語（公式）（南部ソト語）、英語（公式）、Zulu、Xhosa。そして
宗教：キリスト教80％、先住民信仰20％。人々は平均して
何歳ですか？ 24.2 年。この数字は中央値であると付け加え
なければなりません。つまり、半分の人がこれより年上で、半分
が若いです。そして、彼らの平均余命（出生時）は何ですか？



これは：53 年。人々はレソトで住んでいるところ？ここ：、マセロ
の首都で、国の西半分の比較的人口密度が高く、マフェテ
ン、テヤテヤンン、リリベの小都市。 レソトの大都市圏は、マセ
ル（首都）267,000（2014年）です。

政府と経済のレソト
レソトの首都はマセルであり、政府のタイプは議会憲法君

主です。行政部門 - 10地区; ベレア、ブータ・ブーテ、レリベ、
Mafeteng、マセル、モハレスホーク、モホトロング、クァクハスNek
の、Quthing、Thaba-Tsekaを見てみましょう。 レソトの経済に
関して、重要な工業製品は食品、飲料、テキスタイル、アパレ
ルアセンブリ、手工芸品、建設、観光業です。重要な農産物
はトウモロコシ、コムギ、パルス、ソルガム、オオムギ; 畜産です。
最も重要な輸出商品は（衣類、靴）、ウールとモヘア、食品や
生きた動物、電気、水を製造し、ダイヤモンドであり、最も重
要な輸出相手は南アフリカ56.5パーセント、米国35.4
％（2016）です。最も重要な輸入商品は食品; 建築資材、
車両、機械、医薬品、石油製品であり、最も重要な輸入相
手は南アフリカ84.5％（2016年）です。どのくらい金持ちで、この
国の人口はどれくらい豊富ですか？ここで最も重要な数字は1
人当たりGDP（PPP）です：$3,900 (2017 推定)。 これは非常
に低い数値です。これは、1人あたりの国内総生産（Gross
Domestic Product）を意味し、現地の財やサービスの相対コス
トに関して再計算されることを意味します。もう一つの重要な
数字 - 貧困線以下の人口：57% (2016 推定)。

レソトの地図
 



我々は強くお勧めします



トップアドベンチャーゲーム：アリスと魔女のための改革

MapsGuides.com：あなたの旅行のための自由なガイド

リベリア

インデックス：大陸と国, 世界の地図
ここでは、リベリアの地理、住民、政府、経済および歴史に

関するオンラインで選択された情報を見つけることができます。
選択された統計、全体図、リベリア - の詳細マップが含まれて
いますが、ここでリベリアの国旗から始めましょう：
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


リベリア - 概要：
リベリアについて知っておくべきことは何ですか？これから始

めましょう：今日のリベリアは、1822年に始まった米国の解放さ
れた奴隷の和解。1847年までに、アメリカ・リベリア人は共和国
を確立することができました。ウィリアム・タブマン（194年から71
年の大統領）は、外国人投資を促進し、元々の入植者の子
孫とインテリアの住民との間の経済的、社会的、政治的ギャッ
プを埋めるために多くを行った。1980年に、Samuel DOEが率い
る軍事クーデターは、10年間の権威主義の原則を導いた。
1989年12月、チャールズ・テイラーはDOEの政権に対して反
乱を起こし、DOEが殺された内戦が長引いた。1997年の相対
的平和の期間は、テイラーの権力を引き出す選挙を可能にし
たが、2000年に大規模な戦闘が再開された。2003年8月の
和平協定は戦争を終結させ、元大統領チャールズ・テイラー、
シエラレオネの内戦に関与していることを理由に、ハーグのシエ
ラレオネ特別裁判所が国連の支援を受けて有罪判決を受け
た。移行政府による2年間の支配の後、2005年末の民主的
選挙でエレン・ジョンソン・サーレフ大統領に権力が与えられ
た。彼女はその後2011年に再選を勝ち取ったが、特に2014年
から15年のエボラ流行に続いてリベリアの経済を再建し、14年
間の戦闘から回復している国を和解するように挑戦された。
2016年7月、国連は平和維持責任をリベリアに渡し、国連軍
の存在を減らしました。現在は支援の役割を果たしています。
憲法上の制限により、ジョンソン・サーレフ大統領が再選を実
行できなくなった。2017年11月の大統領選挙での選挙は、詐
欺の主張が成立するまで中断された。



リベリアの地理

地球上のどこにリベリアがあります
か？この国の所在地は西アフリカ、北部大西洋に接する、コー
トジボワールとシエラレオネの間です。 リベリアの総面積は

111,369 km2であり、そのうち96,320 km2は土地である。 だか
ら、これは大きな国ではない。国の地形はどうやって説明でき
ますか？このように：平らで穏やかな寒さを主にしており、北東
には転がっている高原と低山に。 リベリアの最下点は大西洋0
m、最も高い点Mount Wuteve 1,447 mのです。気候は
tropical; 熱い、湿った; 暑い日と冷たい夜と寒い夜との乾いた
冬。湿潤で曇りの多い夏は頻繁にです。

リベリアの住人
リベリアで住んでいる人の数を見てみましょう。番号は

4,689,021 (7/2017 推定)です。 だから、これはあまり大きな人
口ではありません。ここに住んでいる人は？ Kpelle 20.3％、
Bassa 13.4％、Grebo 10％、Gio 8％、Mano 7.9％、Kru
6％、Lorma 5.1％、Kissi 4.8％、Gola 4.4％、その他
20.1％（2008年国勢調査）。 リベリアの言語は何ですか？ 英
語20％（公式）約20の民族グループの言語は、対応する。そ
して宗教：キリスト教徒85.6％、イスラム教徒12.2％、伝統的
な0.6％、他の0.2％、なし1.4％（2008年の国勢調査）。人々



は平均して何歳ですか？ 17.8 年。この数字は中央値である
と付け加えなければなりません。つまり、半分の人がこれより年
上で、半分が若いです。そして、彼らの平均余命（出生時）は
何ですか？これは：63.3 年。人々はリベリアで住んでいるとこ
ろ？ここ：半分以上人口の約3分の1は、モンロビアの80キロ圏
内に住んでいると、都市部に住んでいる。 リベリアの大都市圏
は、モンロビア（資本金）1264000（2015）です。

政府と経済のリベリア
リベリアの首都はモンロビアであり、政府のタイプは大統領

の共和国です。行政部門 - 15の郡; グランド・ベイサ、グラン
ド・クル、ロファ、マルギット、メリーランド、モンセラード、ニンバ、
リバー・セス、リバー・ジー、シーノーを見てみましょう。 リベリアの
経済に関して、重要な工業製品はマイニング（鉄鉱石及び
金）、ゴム加工、パーム油加工、ダイヤモンドです。重要な農
産物はゴム、コーヒー、ココア、米、キャッサバ（キャッサバ、タピ
オカ）、パーム油、サトウキビ、バナナ。羊、ヤギ; timbeのです。
最も重要な輸出商品は、ゴム、木材、鉄、ダイヤモンド、ココ
ア、コーヒーであり、最も重要な輸出相手はポーランド
18.5％、スイス9.7％、UAE 9.4％、オランダ8.9％ 、ドイツ
6.1％、米国5.9％、南アフリカ5％、中国4.4％、ガーナ
4.2％（2016年）です。最も重要な輸入商品は燃料、化学薬
品、機械、輸送機器、工業製品; 食料品であり、最も重要
な輸入相手は韓国38.3％、シンガポール18％、中国
15.9％、日本10.9％（2016年）です。どのくらい金持ちで、この
国の人口はどれくらい豊富ですか？ここで最も重要な数字は1
人当たりGDP（PPP）です：$900 (2017 推定)。 これは非常に
低い数値です。これは、1人あたりの国内総生産（Gross
Domestic Product）を意味し、現地の財やサービスの相対コス



トに関して再計算されることを意味します。もう一つの重要な
数字 - 貧困線以下の人口：54.1% (2014 推定)。

リベリアの地図
 

我々は強くお勧めします



トップアドベンチャーゲーム：アリスと魔女のための改革

MapsGuides.com：あなたの旅行のための自由なガイド

リビア

インデックス：大陸と国, 世界の地図
ここでは、リビアの地理、住民、政府、経済および歴史に

関するオンラインで選択された情報を見つけることができます。
選択された統計、全体図、リビア - の詳細マップが含まれてい
ますが、ここでリビアの国旗から始めましょう：
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


リビア - 概要：
リビアについて知っておくべきことは何ですか？これから始め

ましょう：イタリア人は1911年にトリポリ周辺のオスマントルコ人を
置き換え、第2次世界大戦で敗北した1943年まで彼らの拘
束を放棄しなかった。1969年の軍事クーデターに続いて、
Muammar al-Qadhafi大統領はリーダーシップを取り、社会主
義とイスラムの組み合わせである自国の政治体制を支持し始
めた。カーディフは、1970年代に石油収入を利用して、リビア
以外のイデオロギーを推進し、スコットランドと北アフリカの2つの
旅客機の落ち込みとベルリンのディスコテック爆撃を含む破壊
的な活動とテロ活動を支援した。1992年の国連制裁は、攻
撃後、政治的、経済的にカダフィ大統領を孤立させた。リビア
が爆撃の責任を受諾し、申立人の補償に同意した後、2003
年に制裁が解除された。カダフィ大佐はまた、大量破壊兵器
開発のためのリビアのプログラムを終了することに合意し、西側
諸国との関係を正常化する上で著しい進歩を遂げた。2010
年後半にいくつかの中東および北アフリカ諸国で始まった不安
は、2011年初めにリビアの都市で噴火した。抗議者に対する
残酷な弾圧は、国際社会による航空と海軍の介入の国連承
認を引き起こした内戦を生み出した。政府と野党の間で数カ
月のシーソー戦闘が行われた後、カダフィ政権は2011年中頃
に転倒し、国家移行審議会（NTC）と呼ばれる過渡期の政
権に取って代わった。2012年、NTCは選挙で議会に権限を
渡したが、国民総会（GNC）。有権者は、2014年6月にGNC
に代わる議会を新たに選定した.Trioliで戦闘後東部の都市
Tobrukに移住した衆議院（HoR）が選出された。2015年10月



に、国連は、リビアの政党と社会団体の間で、リビア政治協定
（LPA）として知られる合意を仲介しました。HoRと元GNCの
代表を含むリビアの政治対話のメンバーは、2015年12月に
LPAに署名した。LPAは、ナショナル・アコードまたはGNAの暫
定政府の設立を要求し、9人の大統領委員会、HoR 、およ
び多くの元GNC加盟国が加盟した国家高等評議会（Higher
Council of State）の諮問機関である。新しい憲法と選挙政府
への2年間の移行のためのLPAのロードマップは、加盟国に並
行機関との公式接触を中止するよう求めた国連安全保障理
事会決議2259によって引き続き支持された。2016年1月、
HoRは、大統領諮問会議を含むLPAの承認を票決し、セキュ
リティ指導者の地位に関する論争の的になる条項に反対し
た。2016年3月、GNA大統領理事会はトリポリに座った。
2016年、GNAは事実上運営する大臣の声明を2回公表した
が、HoRは閣僚リストを支持しなかった。HoRと旧GNC提携
強硬派は引き続きGNAに反対し、LPAの実施を妨害した。
2017年9月、国連特別代表、ガッサン・サレーム（Ghassan
Salame）国連は、政治的和解のための新しいロードマップを発
表した。

リビアの地理

地球上のどこにリビアがありますか？
この国の所在地は北アフリカ、地中海に接する、エジプト、チュ



ニジア、アルジェリア間です。 リビアの総面積は1,759,540 km2

であり、そのうち1,759,540 km2は土地である。 だからこれは非
常に大きな国です。国の地形はどうやって説明できますか？こ
のように：大部分はほとんど不毛の平野からうねりのある平原、
台地、窪み。 リビアの最下点はSabkhat Ghuzayyil -47 m
Bikku、最も高い点Bitti 2,677 mです。気候は海岸沿いの地
中海、乾燥した極端な砂漠のです。

リビアの住人
リビアで住んでいる人の数を見てみましょう。番号は

6,653,210 (7/2017 推定)です。 だから、これはあまり大きな人
口ではありません。ここに住んでいる人は？ ベルベルとアラブ
97％、その他3％（ギリシャ、マルタ、イタリア人、エジプト人、パ
キスタン人、トルコ人、インド人、チュニジア人を含む）。 リビア
の言語は何ですか？ アラビア語（公用語）、イタリア語、英語
（すべて主要都市で広く理解されている）。ベルベル（Nafusi、
Ghadamisの、Suknah、Awjilah、Tamasheq）。そして宗教：イス
ラム教（公式、事実上すべてのスンニ派）96.6パーセント、クリ
スチャン2.7％、仏教徒0.3％、ヒンドゥー教の。人々は平均し
て何歳ですか？ 28.9 年。この数字は中央値であると付け加
えなければなりません。つまり、半分の人がこれより年上で、半
分が若いです。そして、彼らの平均余命（出生時）は何です
か？これは：76.7 年。人々はリビアで住んでいるところ？ここ：
人口の優に90％が一緒に住んでいます西にはトリポリ、西には
アル・ベイダの地中海沿岸、インテリアが原因サハラと表面
ウォートの不足のために非常に過疎のまま。 リビアの大都市圏
は、トリポリ（資本金）1126000（2015）です。

政府と経済のリビア



リビアの首都はトリポリ（Tarabulus）であり、政府のタイプは
の移行中です。行政部門 - 22区（シャビヤット、単数 - シャビ
ヤット）; Al Jabal Al Gharbi、Al Jafarah、Al Jufrah、Al Kufrah、
Al Marj、Al Marqab、Al Wahat、Nuqat al Khams、Az
Zawiyah、Banghazi、Darnah、Ghat、Misratah、Murzuq、Nalut
、Sabha、スルト、Tarabulus、ワディ・アル・ハヤト、ワディ灰Shati
を見てみましょう。 リビアの経済に関して、重要な工業製品は
石油、石油化学品、アルミニウム、鉄鋼、食品加工、繊維、
手工芸品、セメントです。重要な農産物は、小麦、大麦、オ
リーブ、日付、柑橘類、野菜、ピーナッツ、大豆; 牛です。最も
重要な輸出商品は原油、精製石油製品、天然ガス、化学
品であり、最も重要な輸出相手は、イタリア（24.2％）、エジプ
ト21.1％、スペイン9.5％、フランス7.8％、クロアチア5％、オラ
ンダ5％、中国4.3％（2016）です。最も重要な輸入商品は機
械・半製品・食品・輸送機器・消費財であり、最も重要な輸
入相手は中国14.4％、韓国13.3％、トルコ10.4％、イタリア
5.9％（2016年）です。どのくらい金持ちで、この国の人口はど
れくらい豊富ですか？ここで最も重要な数字は1人当たり
GDP（PPP）です：$9,800 (2017 推定)。 これはかなり低い数
字です。これは、1人あたりの国内総生産（Gross Domestic
Product）を意味し、現地の財やサービスの相対コストに関して
再計算されることを意味します。もう一つの重要な数字 - 貧
困線以下の人口：未知の%。

リビアの地図
 



我々は強くお勧めします



トップアドベンチャーゲーム：アリスと魔女のための改革

MapsGuides.com：あなたの旅行のための自由なガイド

リヒテンシュタイン

インデックス：大陸と国, 世界の地図
ここでは、リヒテンシュタインの地理、住民、政府、経済お

よび歴史に関するオンラインで選択された情報を見つけること
ができます。選択された統計、全体図、リヒテンシュタイン - の
詳細マップが含まれていますが、ここでリヒテンシュタインの国旗
から始めましょう：
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


リヒテンシュタイン - 概要：
リヒテンシュタインについて知っておくべきことは何ですか？こ

れから始めましょう：リヒテンシュタイン公国は、1719年に神聖
ローマ帝国内に設立されました。ナポレオン戦争中にフランスと
ロシアの両軍に占領され、1806年には主権国家になり、1815
年にはドイツ連邦に加わりました。リヒテンシュタインは1866年
に完全独立溶解した。第一次世界大戦が終わるまでは、そ
れはオーストリアと緊密に結びついていたが、その紛争によって
引き起こされた経済的荒廃により、リヒテンシュタインはスイスと
の関税や通貨統合を余儀なくされた。第二次世界大戦（リヒ
テンシュタインが中立のままだったので）から、国の低い税金は
顕著な経済成長を促しました。2000年には、銀行監督上の
監督の欠点が、マネー・ローンダリングのための金融機関の使
用に懸念をもたらした。しかしながら、

リヒテンシュタインの地理

地球上のどこにリヒテンシュタインが
ありますか？この国の所在地は中欧、オーストリアとスイスの間

です。 リヒテンシュタインの総面積は160 km2であり、そのうち



160 km2は土地である。 だからこれはかなり小さい国です。国
の地形はどうやって説明できますか？このように：が多く、湿度
の高い夏、ほとんどが西部第3のライン渓谷の山岳地帯（アル
プス）。 リヒテンシュタインの最下点はRuggeller Riet 430 m、最
も高い点Vorder-Grauspitz 2,599 mです。気候はcontinental;
雪や雨が多い寒い曇りの冬 暖かく穏やかで暖かく、曇りです。

リヒテンシュタインの住人
リヒテンシュタインで住んでいる人の数を見てみましょう。番

号は38,244 (7/2017 推定)です。 そう多くの人がここに住んで
いるわけではありません。ここに住んでいる人は？
Liechtensteiner 66％、その他34％（2013 EST。）。 リヒテンシュ
タインの言語は何ですか？ ドイツ94.5パーセント（公式）（アレ
マンがメインの方言である）、イタリア1.1％、その他4.3％（2010
EST。）。そして宗教：ローマカトリック（公式）75.9％、プロテスタ
ント改革6.5％、イスラム教徒5.4％、ルター派1.3％、その他
2.9％、なし5.4％、不特定2.6％（2010年推定）。人々は平
均して何歳ですか？ 43.2 年。この数字は中央値であると付
け加えなければなりません。つまり、半分の人がこれより年上
で、半分が若いです。そして、彼らの平均余命（出生時）は何
ですか？これは：81.9 年。人々はリヒテンシュタインで住んでい
るところ？ここ：ライン川に沿った国の西半分にあるRud。 リヒテ
ンシュタインの大都市圏は、Vaduz（首都）5,000（2014年）で
す。

政府と経済のリヒテンシュタイン
リヒテンシュタインの首都はVaduzであり、政府のタイプは憲

法君主です。行政部門 - 11コミューン（Gemeinden、
Gemeinde）;を見てみましょう。 リヒテンシュタインの経済に関し



て、重要な工業製品はエレクトロニクス、金属製造、歯科製
品、セラミックス、医薬品、食品、精密機器、観光、光学機
器です。重要な農産物は、小麦、大麦、トウモロコシ、ジャガ
イモ、家畜、乳製品、です。最も重要な輸出商品は小型小
型機械、オーディオおよびビデオ用コネクタ、自動車部品、ハー
ドウェア、 、電子機器、光学製品、であり、最も重要な輸出
相手はこれは不明ですです。最も重要な輸入商品は農産
物、原材料、エネルギー製品、機械、金属製品、織物、食
料品、自動車であり、最も重要な輸入相手はこれは不明で
すです。どのくらい金持ちで、この国の人口はどれくらい豊富で
すか？ここで最も重要な数字は1人当たりGDP（PPP）です：
$139,100 (2009 推定)。 だから人々はここで平均的に非常に
豊かです。これは、1人あたりの国内総生産（Gross Domestic
Product）を意味し、現地の財やサービスの相対コストに関して
再計算されることを意味します。もう一つの重要な数字 - 貧
困線以下の人口：未知の%。

リヒテンシュタインの地図
 



我々は強くお勧めします



トップアドベンチャーゲーム：アリスと魔女のための改革

MapsGuides.com：あなたの旅行のための自由なガイド

リトアニア

インデックス：大陸と国, 世界の地図
ここでは、リトアニアの地理、住民、政府、経済および歴史

に関するオンラインで選択された情報を見つけることができま
す。選択された統計、全体図、リトアニア - の詳細マップが含
まれていますが、ここでリトアニアの国旗から始めましょう：
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


リトアニア - 概要：
リトアニアについて知っておくべきことは何ですか？これから

始めましょう：リトアニアの土地は1236年にMindaugasの下で統
一された。次の世紀には、同盟と征服を通じて、リトアニアは
現在の大部分のベラルーシとウクライナを含む領土を拡大しま
した。14世紀末までに、リトアニアはヨーロッパで最大の州でし
た。1386年のポーランドとの同盟は、共通の支配者の人を介
して両国を組合に導いた。1569年、リトアニアとポーランドは正
式に単一の二重国家、ポーランド - リトアニア連邦に結合し
た。この実体は、その残骸が周囲の国々に分割された1795年
まで存続した。リトアニアは第一次世界大戦後に独立を回復
したが、1940年にソ連に併合された。これは米国や他の多くの
国で認められなかった行動である。1990年3月11日、リトアニア
は独立を宣言するソビエト連邦の最初のものとなり、モスクワは
この宣言を1991年の9月（モスクワでの不服なクーデターに続
く）まで認識しなかった。最後のロシア軍は1993年に撤退し
た。その後、リトアニアは西欧諸機関への統合のために経済を
再編した。2004年春にはNATOとEUの両方に加盟しまし
た.2015年にリトアニアがユーロ圏に加わりました。

リトアニアの地理



地球上のどこにリトアニアがあります
か？この国の所在地はバルト海に接する東ヨーロッパ、ラトヴィ
アとロシアの間、ベラルーシの西です。 リトアニアの総面積は

65,300 km2であり、そのうち62,680 km2は土地である。 だか
ら、これは大きな国ではない。国の地形はどうやって説明でき
ますか？このように：低地、多くの散在した小さな湖、肥沃な
土地。 リトアニアの最下点はバルト海0 m、最も高い点
Aukstojas 294 mです。気候は; 湿潤で穏やかな冬と夏です。

リトアニアの住人
リトアニアで住んでいる人の数を見てみましょう。番号は

2,823,859 (7/2017 推定)です。 だから、これはあまり大きな人
口ではありません。ここに住んでいる人は？ ）。 リトアニアの言
語は何ですか？ ロシア。そして宗教：カトリック77.2％、ロシア
正教会4.1％、旧約聖書0.8％、福音ルター派0.6％、福音
派改革派0.2％、リトアニア82％、ロシア8％、ポーランド
5.6％、その他0.9％、不特定3.5％（2011年推定）％、その他
（スンニ派イスラム教徒、ユダヤ教、ギリシャカトリック、およびカラ
イ派を含む）が0.8％、なし6.1％、未指定の10.1パーセント
（2011 EST。）。人々は平均して何歳ですか？ 43.7 年。この
数字は中央値であると付け加えなければなりません。つまり、



半分の人がこれより年上で、半分が若いです。そして、彼らの
平均余命（出生時）は何ですか？これは：75 年。人々はリト
アニアで住んでいるところ？ここ：全国かなりさえ人口分布が、
ビリニュスとカウナスの南部都市、クライペダ・。 リトアニアの大都
市圏は、ビリニュスの西港（首都）517,000（2015年）です。

政府と経済のリトアニア
リトアニアの首都はヴィリニュスであり、政府のタイプは半大

統領です。行政部門 - 60の自治体（savivaldybe、単数形 -
savivaldybe）; クルピエダ、クライシス、クピスキス、クルピエダ、ク
ライペダ、クライペダ、クライペダ、クライペダ、クライペダ、クライ
ペダ、クライペダ、クルピエダ、 Pazvezio Miestas、Panevalys、
Plunge、Prienai、Radviliskis、Raseiniai、Rietavo、Rokiskis、
Sakiai、Salcininkai、Siauliu Miestas、Siauliai、Silale、Silute、
Sirvintos 、Skuodas、Svencionys、Taurage、Telsiai、Trakai、
Ukmerge、Utena、Varena、Vilkaviskis、Vilniaus Miestas、
Vilnius、Visaginas、Zarasaiを見てみましょう。 リトアニアの経済
に関して、重要な工業製品は石油精製、造船（小船）、家
具、織物、食品加工、肥料、農業機械、光学機器、レー
ザー、電子部品、コンピューター、琥珀の宝石、情報技術、ビ
デオゲーム開発、アプリ/ソフトウェア開発、バイオテクノロジーで
す。重要な農産物は穀物、ジャガイモ、サトウダイコン、亜
麻、野菜; 牛肉、牛乳、卵、豚肉、チーズ; 魚です。最も重要
な輸出商品は洗練された燃料、機械設備、化学、繊維、食
料品、プラスチックであり、最も重要な輸出相手はロシア
13.5％、ラトビア9.9％、ポーランド9.1％、ドイツ7.7％、エスト
ニア5.3％、米国5.2％、スウェーデン4.8％、英国
4.3％（2016）です。最も重要な輸入商品は石油、天然ガ
ス、機械器具、輸送機器、化学品、繊維、衣類、金属であ



り、最も重要な輸入相手はロシア14.4％、ドイツ12.1％、ポー
ランド10.8％、ラトビア8 、イタリア5.4％、オランダ4.8％、ス
ウェーデン4.4％（2016年）です。どのくらい金持ちで、この国の
人口はどれくらい豊富ですか？ここで最も重要な数字は1人
当たりGDP（PPP）です：$31,900 (2017 推定)。 これは、生活
水準がここで良いことを意味します。これは、1人あたりの国内
総生産（Gross Domestic Product）を意味し、現地の財やサー
ビスの相対コストに関して再計算されることを意味します。もう
一つの重要な数字 - 貧困線以下の人口：22.2% (2015 推
定)。

リトアニアの地図
 



我々は強くお勧めします



トップアドベンチャーゲーム：アリスと魔女のための改革

MapsGuides.com：あなたの旅行のための自由なガイド

ルクセンブルク

インデックス：大陸と国, 世界の地図
ここでは、ルクセンブルクの地理、住民、政府、経済および

歴史に関するオンラインで選択された情報を見つけることがで
きます。選択された統計、全体図、ルクセンブルク - の詳細
マップが含まれていますが、ここでルクセンブルクの国旗から始め
ましょう：
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


ルクセンブルク - 概要：
ルクセンブルクについて知っておくべきことは何ですか？これ

から始めましょう：ルクセンブルグは963年に設立され、1815年
に大公国となり、オランダの独立国家となった。それは1839年
にベルギーにその領土の半分以上を失ったが、より大きな自治
の尺度を得た。1867年、ルクセンブルグは永遠の中立性を約
束するという条件で完全独立した。1948年にベネルクス税関
連合に加入したとき、そして翌年にNATOに加盟したときに
は、中戦争は中断した。ルクセンブルグは1957年にEEC（後に
EU）の6つの創設国の一つになり、1999年にユーロ通貨圏に
加わりました。

ルクセンブルクの地理

地球上のどこにルクセンブルクがあり
ますか？この国の所在地は西ヨーロッパ、フランスとドイツの間

です。 ルクセンブルクの総面積は2,586 km2であり、そのうち

2,586 km2は土地である。 だからこれはかなり小さい国です。
国の地形はどうやって説明できますか？このように：主に穏や
かな丘陵地帯で、幅広く浅い谷があります。北部では若干山



岳地帯になる。南東にあるモーゼル氾濫原への急斜面。 ルク
センブルクの最下点はMoselle River 133m、最も高い点
Buurgplaatz 559mです。気候は穏やかな冬、涼しい夏です。

ルクセンブルクの住人
ルクセンブルクで住んでいる人の数を見てみましょう。番号

は594,130 (7/2017 推定)です。 そう多くの人がここに住んでい
るわけではありません。ここに住んでいる人は？ ルクセンブルク
53.3％、ポルトガル16.2％、フランス7.2％、イタリア3.5％、ベル
ギー3.4％、ドイツ2.2％、イギリス1.1％、その他13.2％。 ルク
センブルクの言語は何ですか？ ルクセンブルク語（公用語）
（公用語と行政言語）55.8％、ポルトガル語15.7％、フランス
語（行政・司法・公用語）12.1％、ドイツ語3.1％、イタリア
2.9％。そして宗教：（仏教、民俗宗教、ヒンズー教徒、ユダヤ
人を含む）0.5％、なし26.8％（2010年の推定）。人々は平均
して何歳ですか？ 39.3 年。この数字は中央値であると付け
加えなければなりません。つまり、半分の人がこれより年上で、
半分が若いです。そして、彼らの平均余命（出生時）は何で
すか？これは：82.3 年。人々はルクセンブルクで住んでいるとこ
ろ？ここ：ほとんどの人はフランスとの国境付近に住んでいる。
ルクセンブルクの大都市圏は、ルクセンブルク（首都）
107,000（2014年）です。

政府と経済のルクセンブルク
ルクセンブルクの首都はルクセンブルグであり、政府のタイプ

は憲法君主です。行政部門 - 12区（cantons、singular -
canton）; Capellen、クレルヴォー、ディーキルヒ、エヒテルナッハ、
エッシュ・シュル・アルゼット、グレーヴェンマハ、ルクセンブルク、メ
ルシュ、Redange、レミック、ヴィアンデン、ウイルツを見てみま



しょう。 ルクセンブルクの経済に関して、重要な工業製品は、
銀行や金融サービス、建設、不動産サービス、鉄、金属、鉄
鋼、情報技術、電気通信、貨物輸送と物流、化学品、エン
ジニアリング、タイヤ、ガラス、アルミ、観光、バイオテクノロジー
です。重要な農産物はブドウ、大麦、オート麦、ジャガイモ、
小麦、果物。酪農や畜産物です。最も重要な輸出商品は
機械設備、ガラス製品であり、最も重要な輸出相手は
23.1％、ベルギー16.6％、フランス15.4％、オランダ
5.1％（2016年）です。最も重要な輸入商品は民間航空機、
鉱物、化学薬品、金属、食品、高級消費財であり、最も重
要な輸入相手はベルギー29.4％、ドイツ24.3％、フランス
10.3％、米国7％、中国5.8％、オランダ4.3％、メキシコ
4.3％（2016年）です。どのくらい金持ちで、この国の人口はど
れくらい豊富ですか？ここで最も重要な数字は1人当たり
GDP（PPP）です：$109,100 (2017 推定)。 だから人々はここで
平均的に非常に豊かです。これは、1人あたりの国内総生産
（Gross Domestic Product）を意味し、現地の財やサービスの
相対コストに関して再計算されることを意味します。もう一つの
重要な数字 - 貧困線以下の人口：未知の%。

ルクセンブルクの地図
 



我々は強くお勧めします



トップアドベンチャーゲーム：アリスと魔女のための改革

MapsGuides.com：あなたの旅行のための自由なガイド

マカオ

インデックス：大陸と国, 世界の地図
ここでは、マカオの地理、住民、政府、経済および歴史に

関するオンラインで選択された情報を見つけることができます。
選択された統計、全体図、マカオ - の詳細マップが含まれてい
ますが、ここでマカオの国旗から始めましょう：
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


マカオ - 概要：
マカオについて知っておくべきことは何ですか？これから始め

ましょう：にポルトガルの植民地16世紀にマカオは極東で初め
てのヨーロッパの居留地でした。中国とポルトガルが1987年4月
13日に締結した合意に基づき、マカオは1999年12月20日に
中華人民共和国のマカオ特別行政区になった。この合意で
は、中国は「一国二制度」中国の政治・経済システムはマカオ
に課せられず、マカオは50年後の外交・防衛を除くすべての分
野において「高度の自治」を享受することになるだろう。

マカオの地理

地球上のどこにマカオがありますか？
この国の所在地は東南アジア、南シナ海と中国との境界で

す。 マカオの総面積は28.2 km2であり、そのうち28.2 km2は土
地である。 だからこれはかなり小さい国です。国の地形はどう
やって説明できますか？このように：一般的な。 マカオの最下
点は南シナ海0 m、最も高い点アルト・コロアン172 mです。気
候は亜熱帯、寒い冬の寒い夏、暖かい夏のです。

マカオの住人



マカオで住んでいる人の数を見てみましょう。番号は
601,969 (7/2017 推定)です。 そう多くの人がここに住んでいる
わけではありません。ここに住んでいる人は？ 中国88.7％、ポ
ルトガル語1.1％、混合1.1％、その他9.2％（マカネーゼ - 混
合ポルトガル語、アジア祖国）（2016年est。）。 マカオの言語は
何ですか？ 広東語80.1％、中国語5.5％、その他の中華方
言5.3％、タガログ語3％、英語2.8％、ポルトガル語0.6％、そ
の他2.8％。そして宗教：仏教徒50％、ローマカトリック15％そ
の他35％（1997年推定）。人々は平均して何歳ですか？
39.3 年。この数字は中央値であると付け加えなければなりま
せん。つまり、半分の人がこれより年上で、半分が若いです。
そして、彼らの平均余命（出生時）は何ですか？これは：84.6
年。人々はマカオで住んでいるところ？ここ：人口はかなり均等
に分布。 マカオの大都市圏は、これは不明ですです。

政府と経済のマカオ
マカオの首都はこれは不明ですであり、政府のタイプは大

統領限定の民主主義。中国の人民共和国の特別行政で
す。行政部門 - なし（中国の人民共和国の特別行政区）を
見てみましょう。 マカオの経済に関して、重要な工業製品は
観光、賭博、衣類、繊維、電子機器、靴、玩具です。重要
な農産物は主に野菜栽培者が耕作地面積のわずか2％に
過ぎない。主に甲殻類の漁業が重要である。香港のです。最
も重要な輸出商品は衣料品、織物、靴、玩具、電子機器、
機械および部品に輸出されるであり、最も重要な輸出相手は
香港64.1％、中国20.2％です。最も重要な輸入商品は（で
あり、最も重要な輸入相手は36.7％）、香港（8.6％）、イタリ
ア（7.9％）、スイス（7.6％）、フランス7.4％、日本6.3％、米国
5.8％（2016年）です。どのくらい金持ちで、この国の人口はど



れくらい豊富ですか？ここで最も重要な数字は1人当たり
GDP（PPP）です：$114,400 (2017 推定)。 だから人々はここで
平均的に非常に豊かです。これは、1人あたりの国内総生産
（Gross Domestic Product）を意味し、現地の財やサービスの
相対コストに関して再計算されることを意味します。もう一つの
重要な数字 - 貧困線以下の人口：未知の%。

マカオの地図
 

我々は強くお勧めします



トップアドベンチャーゲーム：アリスと魔女のための改革

MapsGuides.com：あなたの旅行のための自由なガイド

マケドニア共和国

インデックス：大陸と国, 世界の地図
ここでは、マケドニア共和国の地理、住民、政府、経済お

よび歴史に関するオンラインで選択された情報を見つけること
ができます。選択された統計、全体図、マケドニア共和国 - の
詳細マップが含まれていますが、ここでマケドニア共和国の国
旗から始めましょう：

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


 

マケドニア共和国 - 概要：
マケドニア共和国について知っておくべきことは何ですか？

これから始めましょう：マケドニアは、1991年にユーゴスラビアか
ら平和的に独立した。マケドニアの名前に対するギリシャの異
議は、同名のギリシャ北部の領土に対する偽りを主張し、民
主的な逆行運動はユーロとアトランティックの統合への国の動
きを止めた。マケドニアが独立宣言した直後に、ギリシャは「マ
ケドニア」という名前を使用した場合、国連加盟を得るための
マケドニアの努力を阻止しようとした。マケドニアは最終的に
1993年に「旧ユーゴスラビア共和国マケドニア共和国」として
国連に入国し、同時に国連が主張したネーム論争に関する
交渉に合意した。1995年、ギリシャは20カ月間の貿易の禁輸
を解除し、両国は関係を正常化することに同意したが、その
名前の問題は未解決のままであり、解決のための交渉が進行
中である。2004年以来、米国と130以上の国がマケドニアをマ
ケドニア共和国の憲法上の名目で認めている。2001年の政
治的・経済的不平等に対する批判的な苦情は、国際的に
仲介されていたOhrid Framework Agreement（OFA）につなが
り、憲法改正のための戦いと指針を確立し、マイノリティ。しか
し、マケドニア民族とアルバニア民族との関係は依然として脆
弱である。マケドニアを巻き込んだほぼ3年間の政治的危機
は、2016年12月に緊密に争われた早期立法選挙の後、6カ
月間にわたる政府の形成期間に続いて、最終的に2017年6
月に終了した。危機は2014年の立法と大統領選挙、野党が
暴力的な政府の腐敗が広がっていると主張していた盗聴の内



容を公開し始めた2015年に、エスカレートした。マケドニアは
2005年にEU候補となったが、政治危機の克服、OFAの完全
導入、ギリシャとの著名な紛争の解決、ブルガリアとの関係改
善、民主的な逆行防止の停止、経済成長と発展の刺激な
どの課題に直面している。ルーマニアのブカレストで開かれた
2008年のNATOサミットでは、同盟国は、ギリシャとの間で名
目紛争の解決に合意した時点で、マケドニアが同盟に加わる
よう招かれることに同意した。国は、政治危機の克服、OFAの
完全な実施、ギリシャとの著名な紛争の解決、ブルガリアとの
関係改善、民主的な逆行防止の停止、経済成長と開発の
刺激など、まだ課題に直面しています。ルーマニアのブカレスト
で開かれた2008年のNATOサミットでは、同盟国は、ギリシャと
の間で名目紛争の解決に合意した時点で、マケドニアが同盟
に加わるよう招かれることに同意した。国は、政治危機の克
服、OFAの完全な実施、ギリシャとの著名な紛争の解決、ブ
ルガリアとの関係改善、民主的な逆行防止の停止、経済成
長と開発の刺激など、まだ課題に直面しています。ルーマニア
のブカレストで開かれた2008年のNATOサミットでは、同盟国
は、ギリシャとの間で名目紛争の解決に合意した時点で、マケ
ドニアが同盟に加わるよう招かれることに同意した。

マケドニア共和国の地理

地球上のどこにマケドニア共和国が



ありますか？この国の所在地は南東ヨーロッパ、ギリシャの北部

です。 マケドニア共和国の総面積は25,713 km2であり、そのう

ち25,433 km2は土地である。 だから、これは大きな国ではな
い。国の地形はどうやって説明できますか？このように：深い盆
地と谷がある山岳地帯の豪雪な比較的寒い冬。3つの大きな
湖がそれぞれフロンティアラインで分けられています。Vardar
Rive。 マケドニア共和国の最下点はVardar川50 m、最も高い
点Golem Korab（Maja e Korabit）2,764 mです。気候は暖かく
乾燥した夏と秋。です。

マケドニア共和国の住人
マケドニア共和国で住んでいる人の数を見てみましょう。番

号は2,103,721 (7/2017 推定)です。 だから、これはあまり大き
な人口ではありません。ここに住んでいる人は？ マケドニア。
マケドニア共和国の言語は何ですか？ 語（公用語）66.5％、
アルバニア語25.1％、トルコ語3.5％、ローマ語1.9％、セルビア
語1.2％、マケドニア語64.2％、アルバニア25.2％、トルコ
3.9％、ロマーニ2.7％、セルビア1.8 ％ 、その他1.8％（2002
EST。）。そして宗教：マケドニア正教64.8パーセント、イスラム
教徒33.3％、その他のキリスト教0.4％、その他の不特定
1.5％（2002 EST。）。人々は平均して何歳ですか？ 37.9
年。この数字は中央値であると付け加えなければなりません。
つまり、半分の人がこれより年上で、半分が若いです。そして、
彼らの平均余命（出生時）は何ですか？これは：76.4 年。
人々はマケドニア共和国で住んでいるところ？ここ：のほとんど
全体にかなり均一に分布大きく、より密度の高い集団を誘致
都市部を持つ国、。 マケドニア共和国の大都市圏は、スコピ
エ（資本）503000（2015）です。



政府と経済のマケドニア共和国
マケドニア共和国の首都はスコピエであり、政府のタイプは

議会制共和国です。行政部門 - 70の地方自治体（opstini、
単数 - opstina）と1つの都市（grad）。Aracinovo、Berovo、
Bitola、Bogovanci、Bogovinje、Bosilovo、Brvenica、Caska、
Centar Zupa、Cesinovo-Oblesevo、Cucer Sandevo、Debar、
Debarca、Delcevo、Demir Hisar、Demir Kapija、Dojran、
Dolneni、Gevgelija、Gostivar、Gradsko、Ilinden、ノヴァシ、ノ
ヴォセロー、オフリド、ペフチェボ、エジプト、エジプト、エジプト、
エジプト、マレーシア、ロシア、スコピエ、ソプロステ、スタロ・ナゴ
リカネ、スティーブ・ストルガ、ストルミカ、スタデニカニ、スヴェティ・
ニコル、テアレス、テトヴォ、ヴァランドドヴォ、ヴァシレボ、ヴェレ
ス、ヴェヴァカニ、ヴィニカ、ヴラピシスト、ゼレニコヴォ、ゼリーノ、
Zrnovciを見てみましょう。 マケドニア共和国の経済に関して、
重要な工業製品は食品加工、飲料、繊維、化学、鉄、鉄
鋼、セメント、エネルギー、医薬品、自動車部品です。重要な
農産物はブドウ、たばこ、野菜、果物。牛乳、卵のです。最も
重要な輸出商品は食料品、飲料、タバコ。織物、その他の
製造業、鉄鋼、自動車部品であり、最も重要な輸出相手は
ドイツ40.9％、コソボ13.5％、セルビア7.7％、ブルガリア
4.5％（2016）です。最も重要な輸入商品は機械装置、自動
車、化学、燃料、食品であり、最も重要な輸入相手はドイツ
12.2％、英国10.7％、セルビア7.9％、ギリシャ7.3％、中国6.2
、イタリア5.6％、トルコ5.1％、ブルガリア4.6％（2016年）です。
どのくらい金持ちで、この国の人口はどれくらい豊富ですか？こ
こで最も重要な数字は1人当たりGDP（PPP）です：$15,200
(2017 推定)。 これはかなり良いです。これは、1人あたりの国
内総生産（Gross Domestic Product）を意味し、現地の財や



サービスの相対コストに関して再計算されることを意味します。
もう一つの重要な数字 - 貧困線以下の人口：21.5% (2015
推定)。

マケドニア共和国の地図
 

我々は強くお勧めします



トップアドベンチャーゲーム：アリスと魔女のための改革

MapsGuides.com：あなたの旅行のための自由なガイド

マダガスカル

インデックス：大陸と国, 世界の地図
ここでは、マダガスカルの地理、住民、政府、経済および

歴史に関するオンラインで選択された情報を見つけることがで
きます。選択された統計、全体図、マダガスカル - の詳細マッ
プが含まれていますが、ここでマダガスカルの国旗から始めましょ
う：
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マダガスカル - 概要：
マダガスカルについて知っておくべきことは何ですか？これか

ら始めましょう：マダガスカルは、人間が植民地化する最後の
主要な大地の一つであった。現在のインドネシアからの最も初
期の入植者は西暦350年から550年の間に到着した。島は7
世紀の早い時期にアラブとペルシャの商人を引き付け、アフリカ
からの移住者は西暦1000年頃に到着した。マダガスカルは17
日後半と18世紀初頭19世紀には奴隷取引所となった。16世
紀から19世紀後半にかけて、ネイティブのメリナ王国がマダガス
カルの多くを支配しました。島は1896年にフランスに征服され、
植民地となった。1960年に独立が回復した。1992-93年に
は、自由党大統領と国会議員選挙が行われ、17年間の単
一政党制が終わった。1997年、第2次大統領選では、1970
年代と1980年代のリーダーであったディディエ・ラツィカカ（Didier
Ratsiraka）大統領に戻った。2001年の大統領選挙は、Didier
RatsirakaとMarc Ravalomananaの支持者の間で争われ、ほぼ
半分の国を離脱させた。2002年4月、高憲法裁判所は
Ravalomananaを勝者と発表した。Ravalomananaは2006年に
第2期を勝ち取ったが、2009年の抗議の結果、軍隊に権力を
渡し、Andan Rajoelina市長の大統領にクーデターを与えた。マ
ダガスカルは、南アフリカ開発共同体が率いる長きにわたる仲
介プロセスの後、2013年に国連が支援する大統領選挙と議
会選挙を開催した。元財務大臣Hery Rajaonarimampianina
は2013年12月に流出選挙を行い、2014年1月に発足した。
2001年の大統領選挙は、Didier RatsirakaとMarc



Ravalomananaの支持者の間で争われ、ほぼ半分の国を離脱
させた。2002年4月、高憲法裁判所はRavalomananaを勝者と
発表した。Ravalomananaは2006年に第2期を勝ち取ったが、
2009年の抗議の結果、軍隊に権力を渡し、Andan Rajoelina
市長の大統領にクーデターを与えた。マダガスカルは、南アフリ
カ開発共同体が率いる長きにわたる仲介プロセスの後、2013
年に国連が支援する大統領選挙と議会選挙を開催した。元
財務大臣Hery Rajaonarimampianinaは2013年12月に流出選
挙を行い、2014年1月に発足した。2001年の大統領選挙
は、Didier RatsirakaとMarc Ravalomananaの支持者の間で争
われ、ほぼ半分の国を離脱させた。2002年4月、高憲法裁判
所はRavalomananaを勝者と発表した。Ravalomananaは2006
年に第2期を勝ち取ったが、2009年の抗議の結果、軍隊に権
力を渡し、Andan Rajoelina市長の大統領にクーデターを与え
た。マダガスカルは、南アフリカ開発共同体が率いる長きにわた
る仲介プロセスの後、2013年に国連が支援する大統領選挙
と議会選挙を開催した。元財務大臣Hery
Rajaonarimampianinaは2013年12月に流出選挙を行い、2014
年1月に発足した。ほとんど国の半分を離脱させた。2002年4
月、高憲法裁判所はRavalomananaを勝者と発表した。
Ravalomananaは2006年に第2期を勝ち取ったが、2009年の抗
議の結果、軍隊に権力を渡し、Andan Rajoelina市長の大統
領にクーデターを与えた。マダガスカルは、南アフリカ開発共同
体が率いる長きにわたる仲介プロセスの後、2013年に国連が
支援する大統領選挙と議会選挙を開催した。元財務大臣
Hery Rajaonarimampianinaは2013年12月に流出選挙を行
い、2014年1月に発足した。ほとんど国の半分を離脱させた。
2002年4月、高憲法裁判所はRavalomananaを勝者と発表し



た。Ravalomananaは2006年に第2期を勝ち取ったが、2009年
の抗議の結果、軍隊に権力を渡し、Andan Rajoelina市長の
大統領にクーデターを与えた。マダガスカルは、南アフリカ開発
共同体が率いる長きにわたる仲介プロセスの後、2013年に国
連が支援する大統領選挙と議会選挙を開催した。元財務
大臣Hery Rajaonarimampianinaは2013年12月に流出選挙を
行い、2014年1月に発足した。軍隊に権力を渡し、アンタナナ
リボ市長のAndry Rajoelinaにクーデターを与えた。マダガスカル
は、南アフリカ開発共同体が率いる長きにわたる仲介プロセス
の後、2013年に国連が支援する大統領選挙と議会選挙を
開催した。元財務大臣Hery Rajaonarimampianinaは2013年
12月に流出選挙を行い、2014年1月に発足した。軍隊に権
力を渡し、アンタナナリボ市長のAndry Rajoelinaにクーデターを
与えた。マダガスカルは、南アフリカ開発共同体が率いる長き
にわたる仲介プロセスの後、2013年に国連が支援する大統
領選挙と議会選挙を開催した。元財務大臣Hery
Rajaonarimampianinaは2013年12月に流出選挙を行い、2014
年1月に発足した。

マダガスカルの地理

地球上のどこにマダガスカルがありま
すか？この国の所在地は南部アフリカ、インド洋の島、モザン

ビークの東です。 マダガスカルの総面積は587,041 km2であり、



そのうち581,540 km2は土地である。 これはかなり大きな国で
す。国の地形はどうやって説明できますか？このように：
CENTEの狭い海岸平野、高原や山。 マダガスカルの最下点
はインド洋0 m、最も高い点Maromokotro 2,876 mです。気候
はの海岸沿いの熱帯、温帯内陸、南部の乾燥です。

マダガスカルの住人
マダガスカルで住んでいる人の数を見てみましょう。番号は

25,054,161 (7/2017 推定)です。 とてもたくさんの人がここに住
んでいます。ここに住んでいる人は？ インドネシア語（メリナと
関連Betsileo）、Cotiers（アフリカ、マレ・インドネシア語、アラブ
系統 - Betsimisaraka、Tsimihety、Antaisaka、Sakalava）、フラ
ンス語、インド語、クレオール語、。 マダガスカルの言語は何で
すか？ フランス語（公用語）、マダガスカル語。そして宗教：キリ
スト教徒、先住民族の宗教家、イスラム教徒。人々は平均し
て何歳ですか？ 19.7 年。この数字は中央値であると付け加
えなければなりません。つまり、半分の人がこれより年上で、半
分が若いです。そして、彼らの平均余命（出生時）は何です
か？これは：66.3 年。人々はマダガスカルで住んでいるところ？
ここ：、島の東半分に住む人口のほとんど。中央高地と東部の
海岸線にはかなりのクラスタリングが見られる。。 マダガスカルの
大都市圏は、アンタナナリボ（首都）261万人（2015年）です。

政府と経済のマダガスカル
マダガスカルの首都はアンタナナリボであり、政府のタイプは

半大統領共和国です。行政部門 - 6つの州（ファリータニ）; ア
ンタナナリボ、アンツィラナナ、フィアナランツォア、マハジャンガ、
トアマシナ、Toliaraのを見てみましょう。 マダガスカルの経済に
関して、重要な工業製品は食肉加工、海産物、石鹸、ビー



ル、革、砂糖、繊維製品、ガラス製品、セメント、自動車の組
立工場、紙、石油、観光、鉱業です。重要な農産物はコー
ヒー、バニラ、サトウキビ、クローブ、ココア、米、キャッサバ
（manioc、タピオカ）、豆、バナナ、ピーナッツ; 畜産物です。最
も重要な輸出商品はコーヒー、バニラ、貝、砂糖、綿の布を、
衣類、クロマイト、石油製品であり、最も重要な輸出相手は
フランス23.5％、米国12.8％、ドイツ8.3％、中国6.3％、日本
5％、オランダ4.3％、韓国4.2％（2016年）です。最も重要な
輸入商品は資本財、石油、消費財、食品であり、最も重要
な輸入相手は中国21.2％、フランス6.9％、インド6.5％、
UAE 5.6％、サウジアラビア5％、南アフリカ5％（2016年）で
す。どのくらい金持ちで、この国の人口はどれくらい豊富です
か？ここで最も重要な数字は1人当たりGDP（PPP）です：
$1,600 (2017 推定)。 これは非常に低い数値です。これは、1
人あたりの国内総生産（Gross Domestic Product）を意味し、
現地の財やサービスの相対コストに関して再計算されることを
意味します。もう一つの重要な数字 - 貧困線以下の人口：
70.7% (2012 推定)。

マダガスカルの地図
 





我々は強くお勧めします

トップアドベンチャーゲーム：アリスと魔女のための改革

MapsGuides.com：あなたの旅行のための自由なガイド

マラウイ

インデックス：大陸と国, 世界の地図
ここでは、マラウイの地理、住民、政府、経済および歴史

に関するオンラインで選択された情報を見つけることができま
す。選択された統計、全体図、マラウイ - の詳細マップが含ま
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れていますが、ここでマラウイの国旗から始めましょう：
 

マラウイ  - 概要：
マラウイについて知っておくべきことは何ですか？これから始

めましょう：1891年に設立されたニャサランドの英国の保護勢
は、1964年にマラウィの独立国家となった。ハスティンス・カム
ズ・バンダ大統領の下で一党の一党支配の後、同国は1994
年に多党大統領選挙と議会選挙を行い、翌年のフル効果。
元大統領が別の任期を許可するために憲法を改正しようとす
る試みが失敗した後、2004年に選出されたビング・ワトゥ・ムス
タリカ大統領は、前任者に対する彼の権限を主張するのに苦
労し、その後2005年に民主党プログレッシブ党を開始した。
2009年には第2期に転職した。彼は第1期の経済改革を監
督したが、第2期の経済管理の怠慢とガバナンスの貧弱さで
告発された。彼は2012年に突然死亡し、以前は自民党の人
民党を率いていたジョイス・バンダ副社長の後任になった。
Mutharikaの兄弟であるPeter Mutharikaは、2014年の選挙で
Bandaを破った。人口の増加、農地への圧力の増大、腐敗、
HIV /エイズの惨劇は、マラウイにとって大きな問題となっていま
す。

マラウイの地理



地球上のどこにマラウイがあります
か？この国の所在地は南部アフリカ、ザンビアの東、モザンビー

クの西および北です。 マラウイの総面積は118,484 km2であ

り、そのうち94,080 km2は土地である。 だから、これは大きな
国ではない。国の地形はどうやって説明できますか？このよう
に：転がり平野、丸みを帯びた丘、いくつかの山々があるシャイ
ア川の。 マラウイの最下点はジャンクションとモザンビークとの国
際境界37m、最も高い点Sapitwa（Mlanje山）3,002mです。気
候は; 雨季（11月〜5月）。乾燥した季節（5月から11月）で
す。

マラウイの住人
マラウイで住んでいる人の数を見てみましょう。番号は

19,196,246です。 だから、これはあまり大きな人口ではありま
せん。ここに住んでいる人は？ 35.1％、ロムウェ18.9％、ヤオ
13.1％、ンゴニ12％、タンブカ9.4％、セナ3.5％、トンガ1.8％、
ニャンジャ1％、ヌコーン0.9％ 、その他1.8％（2015-16年）。 マ
ラウイの言語は何ですか？ Chilomwe、Chinkhonde、
Chingoni、Chisena、Chitonga、Chinyakyusa、Chilambya。そし
て宗教：Protestant 27.2％（中央アフリカ大統領教会17.7％、
第7日目アドベンティスト/バプテスト6.9％ （2015-16 est。）。
人々は平均して何歳ですか？ 16.5 年。この数字は中央値



であると付け加えなければなりません。つまり、半分の人がこれ
より年上で、半分が若いです。そして、彼らの平均余命（出生
時）は何ですか？これは：61.7 年。人々はマラウイで住んでい
るところ？ここ：人口密度はNyasa湖。 マラウイの大都市圏
は、Lilongweの南で最も高いです。（資本金）905,000; ブラン
トル・リムベ808,000（2015年）です。

政府と経済のマラウイ
マラウイの首都はリロングウェであり、政府のタイプは大統

領共和国です。行政部門 - 28地区 バラカ、ブランタイア、チク
ワワ、チラヅル、チチパ、デダ、ドワワ、カロンガ、カシュング、リ
コーマ、マリンガ、マンゴーチ、ミンチョ、ミューランジェ、ムワンザ、
ミンバ、ネーゴ、ネチュウ、ヌカタベイ、ネクタヤ、ナンチェ、ナルチ
シ、ファルームベ、 、サリマ、チョロ、ゾンバを見てみましょう。 マ
ラウイの経済に関して、重要な工業製品はタバコ、茶、砂
糖、製材品、セメント、消費財です。重要な農産物は、タバ
コ、サトウキビ、茶、トウモロコシ、ジャガイモ、サツマイモ、キャッ
サバ（キャッサバ、タピオカ）、ソルガム、パルス、綿、落花生、マ
カデミアナッツ、コーヒー; ウシ、ヤギのです。最も重要な輸出商
品は、タバコ55％、乾燥豆類（8.8％）、砂糖（6.7％）、茶
（5.7％）、綿（2％ ）、ピーナッツ、コーヒー、大豆（2015年頃）
であり、最も重要な輸出相手はジンバブエ12.9％、モザンビー
ク11％、ベルギー8.2％、南アフリカ7.2％、米国6％、中国
4.6％、ドイツ4.3％、英国4.2％（2016年）です。最も重要な
輸入商品は、食品、石油製品、半製造、消費財、輸送機
器のであり、最も重要な輸入相手は南アフリカ20.2％、中国
13.8％、インド10.8％、アラブ首長国連邦9.7％、ザンビア
5.7％（2016年）です。どのくらい金持ちで、この国の人口はど
れくらい豊富ですか？ここで最も重要な数字は1人当たり



GDP（PPP）です：$1,200 (2017 推定)。 これは非常に低い数
値です。これは、1人あたりの国内総生産（Gross Domestic
Product）を意味し、現地の財やサービスの相対コストに関して
再計算されることを意味します。もう一つの重要な数字 - 貧
困線以下の人口：50.7% (2010 推定)。

マラウイの地図
 





我々は強くお勧めします

トップアドベンチャーゲーム：アリスと魔女のための改革

MapsGuides.com：あなたの旅行のための自由なガイド

マレーシア

インデックス：大陸と国, 世界の地図
ここでは、マレーシアの地理、住民、政府、経済および歴

史に関するオンラインで選択された情報を見つけることができま
す。選択された統計、全体図、マレーシア - の詳細マップが含
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まれていますが、ここでマレーシアの国旗から始めましょう：
 

マレーシア - 概要：
マレーシアについて知っておくべきことは何ですか？これから

始めましょう：18世紀後半と19世紀の間に、英国は現在のマ
レーシア地域に植民地と保護区を設立しました。これらは
1942年から1945年にかけて日本が占領した。1948年には、シ
ンガポールを除くマレー半島の英国統治領が1957年に独立し
たマレーシア連合を結成した。マレーシアは1963年に旧英国
植民地ボルネオの北岸にあるサバとサラワクも連邦に加わりま
した。マハティール・ビン・モハマド首相（1981〜2003年）の22
年間、マハティール・ビン・モハマド（Mohamad、1981〜2003
年）の22年間の任期中に、自治の最初の数年間は共産主
義の反乱、マレーシアとのインドネシアの対立、フィリピンのサバ
への対抗、そして1965年のシンガポールの撤退によって傷つい
た。マレーシアは、原材料の輸出依存から製造業、サービス
業、観光業の発展に経済を多様化させることに成功した。モ
ハメド・ナジブ・ビン・アブドゥラ・ラザック首相（2009年4月以来
事務総長を務めている）は、このようなプロビジネス政策を続け
てきた。

マレーシアの地理



地球上のどこにマレーシアがあります
か？この国の所在地は東南アジア、タイに接する半島、ボルネ
オ島の北3分の1、インドネシア、ブルネイ、南シナ海に隣接す

る、ベトナムの南です。 マレーシアの総面積は329,847 km2で

あり、そのうち328,657 km2は土地である。 これはかなり大きな
国です。国の地形はどうやって説明できますか？このように：海
岸平野は、丘や山に上昇。 マレーシアの最下点はインド洋0
メートル、最も高い点グヌン・キナバル4095メートルのです。気
候はtropical; （2月-10月）の年間南西（10月-4月）と北東モン
スーンです。

マレーシアの住人
マレーシアで住んでいる人の数を見てみましょう。番号は

31,381,992 (7/2017 推定)です。 とてもたくさんの人がここに住
んでいます。ここに住んでいる人は？ ブミプトラ61.7％（オラン・
アスリ、ダヤク、アナク・ネゲリを含むマレーシア、先住民）、中国
20.8％、インド6.2％、その他0.9％、非市民10.4％（2017
年）。 マレーシアの言語は何ですか？ マレーシア語（公用
語）、英語、中国語タミル語、テルグ語、マラヤーラム語、パン
ジャビ語、タイ語。そして宗教：イスラム教徒（公用語）
61.3％、仏教徒19.8％、キリスト教徒9.2％、ヒンズー語
6.3％、儒教、道教、その他の伝統的な中国の宗教（2010年



推定）。人々は平均して何歳ですか？ 28.5 年。この数字は
中央値であると付け加えなければなりません。つまり、半分の
人がこれより年上で、半分が若いです。そして、彼らの平均余
命（出生時）は何ですか？これは：75.2 年。人々はマレーシア
で住んでいるところ？ここ：、マレー半島の。 マレーシアの大都
市圏は、クアラルンプール（首都）6.837に住む人口の80％以
上が分布している不平等な分布である（1.3％、その他
0.4％、なし0.8％、不特定）百万; ジョホールバル
912,000（2015年）です。

政府と経済のマレーシア
マレーシアの首都はクアラルンプール; 注 - 近くのプトラジャ

ヤは連邦政府行政センターと呼ばれていますが、首都ではあり
ません。議会はクアラルンプュで会合するであり、政府のタイプ
は連邦議会憲法君主制のです。行政部門 - 13州（ネガリネ
ゲリ、特異ネゲリ）; ジョーホール、ケダ、ケランタン、マラッカ、ネ
ガリ・シンビラン、パハン、ペラク、ペリス、ピナウ・ピナン、サバ、
サラワク、セランゴール、トレンガヌ、そして、1つの連邦領土（連
邦直轄領）の3つのコンポーネントで、クアラルンプール、ラブア
ン、およびプトラジャヤを見てみましょう。 マレーシアの経済に関
して、重要な工業製品はマレーシア半島 - ゴムと石油ヤシの
加工と製造、石油と天然ガス、軽工業、医薬品、医療技
術、エレクトロニクスと半導体、木材加工; サバ州 - 伐採、石
油、天然ガス生産; サラワク州-農業処理、石油や天然ガスの
生産、ロギングをです。重要な農産物はマレーシア半島-パー
ム油、ゴム、ココア、米; サバ - パーム油、自給農作物。ゴム、
木材; サラワク - ヤシ油、ゴム、木材; ピッペです。最も重要な
輸出商品は半導体・電子機器、パーム油、石油、液化天然
ガス、木材や木材製品、パーム油、ゴム、繊維、化学品、



ソーラーパネルであり、最も重要な輸出相手はシンガポール
14.7％、中国12.6％、米国10.3％、日本8.1％、タイ5.7％、
香港4.8％、インド4.1％（2016年）です。最も重要な輸入商
品はエレクトロニクス、機械、石油製品、プラスチック、自動
車、鉄鋼製品、化学品であり、最も重要な輸入相手は中国
19.4％、シンガポール9.8％、日本7.7％、米国7.6％、タイ
5.8％、韓国5％、インドネシア4％（2016年）です。どのくらい
金持ちで、この国の人口はどれくらい豊富ですか？ここで最も
重要な数字は1人当たりGDP（PPP）です：$28,900 (2017 推
定)。 これは、生活水準がここで良いことを意味します。これ
は、1人あたりの国内総生産（Gross Domestic Product）を意
味し、現地の財やサービスの相対コストに関して再計算される
ことを意味します。もう一つの重要な数字 - 貧困線以下の人
口：3.8% (2009 推定)。

マレーシアの地図
 

我々は強くお勧めします



トップアドベンチャーゲーム：アリスと魔女のための改革

MapsGuides.com：あなたの旅行のための自由なガイド

モルディブ

インデックス：大陸と国, 世界の地図
ここでは、モルディブの地理、住民、政府、経済および歴

史に関するオンラインで選択された情報を見つけることができま
す。選択された統計、全体図、モルディブ - の詳細マップが含
まれていますが、ここでモルディブの国旗から始めましょう：
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


モルディブ - 概要：
モルディブについて知っておくべきことは何ですか？これから

始めましょう：12世紀以来のサルタン人であるモルディブは、
1887年にイギリスの保護領となりました。1968年、独立後3年
で共和国になりました。Maumoon Abdul Gayoom大統領は、
30年間にわたり島の政治情勢を支配し、1人の国民投票に
よって6つの連続した条件に選出された。2003年8月、首都マ
レでの政治的デモに続いて、ガイームと彼の政府は、より代表
的な政治制度や政治的自由を拡大するなど、自由化と民
主的改革のプロセスに乗り出すことを約束した。政党は2005
年に合法化された。2008年6月には、「特別党派」と呼ばれる
構成組合が、2008年8月にGayoomによって批准された新しい
憲法を最終決定した。 2008年10月に開催されました。
Gayoom政権によって数年前に投獄されていた政治活動家、
Mohamed Nasheedの投票で、Gayoomは敗北した。ナシヘッド
は、民主主義の強化や貧困と薬物乱用の撲滅など多くの課
題に直面していました。ナシヘデ氏は、最高裁判官の逮捕を
命じたことに伴う数週間の抗議行動の後、2012年2月初めに
大統領を辞任し、モハメド・ワヒード・ハッサン・マニク副大統領
に権力を渡した。2012年中頃には、ナシェットの辞任につなが
るイベントを調査するために、政府から国家調査委員会が設
立されました。委員会はクーデターの証拠は見つけられなかっ
たが、同報告書は、同国の民主主義機関を強化して、今後
同様の事態を回避し、危機時の警察の不正行為を調査する
よう勧告した。ナシェド、ワヒード、アブドゥラ・ヤイメンは2013年



の選挙でヤーメンと一緒に走り、最終的に3回の投票の後に
大統領選に勝った。大統領として、ヤーマンは民主的な制度
を弱め、政治的な反対者を拘束し、報道を制限し、司法権
を掌握して権力を強化し、異議を制限しようと努めている。モ
ルディブの関係者は国際気候変動の議論（海面上昇に対す
る島の脆弱性のため）で著しい役割を果たしてきた。

モルディブの地理

地球上のどこにモルディブがあります
か？この国の所在地は南アジア、インド南西部、インド洋の環

礁群です。 モルディブの総面積は298 km2であり、そのうち298
km2は土地である。 だからこれはかなり小さい国です。国の地
形はどうやって説明できますか？このように：白い砂浜が広がる
雨、南西部モンスーン（6月〜8月）。 モルディブの最下点はイ
ンド洋0 m、最も高い点8 thのティー、ゴルフコース、ビリンギ島
人口の3分の1にあたる5 mのです。気候はtropical; 熱い、湿っ
た; 乾燥した北東モンスーン（11月〜3月）。です。

モルディブの住人
モルディブで住んでいる人の数を見てみましょう。番号は

392,709 (7/2017 推定)です。 そう多くの人がここに住んでいる
わけではありません。ここに住んでいる人は？ 南インド人、シン



ハラ人、アラブ人。 モルディブの言語は何ですか？ ディベヒ語
（公式、シンハラ語の方言、アラビア語から派生したスクリプ
ト）、英語（ほとんどの政府関係者が話した）。そして宗教：ス
ンニ派のイスラム教徒（公式）。人々は平均して何歳ですか？
28.2 年。この数字は中央値であると付け加えなければなりま
せん。つまり、半分の人がこれより年上で、半分が若いです。
そして、彼らの平均余命（出生時）は何ですか？これは：75.8
年。人々はモルディブで住んでいるところ？ここ：人口の3分の1
程度が中心部に位置する首都に住んでいます南部のアドゥー
ドゥー市では男性のほぼ10分の1、残りの人口は200以上の列
島に分布している。 モルディブの大都市圏は、MALE（資本
金）156,000（2014年）です。

政府と経済のモルディブ
モルディブの首都は男性であり、政府のタイプは大統領共

和国です。行政部門 - 21の管理環礁（atholhuthah、singular -
atholhu）; アッドゥ、Ariatholhu Dhekunuburi、Ariatholhu
Uthuruburi、Faadhippolhu、Felidhuatholhu、Fuvammulah、
Hahdhunmathi、Huvadhuatholhu Dhekunuburi、Huvadhuatholhu
Uthuruburi、Kolhumadulu、Maale、Maaleatholhu、
Maalhosmadulu Dhekunuburi、Maalhosmadulu Uthuruburi、
Miladhunmadulu Dhekunuburi、Miladhunmadulu Uthuruburi、
Mulakatholhu、Nilandheatholhu Dhekunuburi、Nilandheatholhu
Uthuruburi、Thiladhunmathee Dhekunuburi 、Thiladhunmathee
Uthuruburiを見てみましょう。 モルディブの経済に関して、重要
な工業製品は観光、魚の処理、船積み、ボートの建物、ココ
ナッツの処理、織りマット、ロープ、手工芸品、サンゴと砂の鉱
業です。重要な農産物はココナッツ、トウモロコシ、サツマイモ。
魚のです。最も重要な輸出商品は魚であり、最も重要な輸



出相手はタイ33.8パーセント、スリランカの10％、米国8.7％、
フランス8.6％、ドイツ8.6％、アイルランド4.9％、イタリア
4.8％、英国4.1％（2016年）です。最も重要な輸入商品は
石油製品、衣料品、中間体および資本財はであり、最も重
要な輸入相手はUAE15.6％、シンガポール14.3％、中国
13.4％、インド12.9％、スリランカ6.3％、マレーシア5.7％、タイ
4.7％（2016年）です。どのくらい金持ちで、この国の人口はど
れくらい豊富ですか？ここで最も重要な数字は1人当たり
GDP（PPP）です：$19,200 (2017 推定)。 これはかなり良いで
す。これは、1人あたりの国内総生産（Gross Domestic
Product）を意味し、現地の財やサービスの相対コストに関して
再計算されることを意味します。もう一つの重要な数字 - 貧
困線以下の人口：16% (2008 推定)。

モルディブの地図
 



我々は強くお勧めします



トップアドベンチャーゲーム：アリスと魔女のための改革

MapsGuides.com：あなたの旅行のための自由なガイド

マリ共和国

インデックス：大陸と国, 世界の地図
ここでは、マリ共和国の地理、住民、政府、経済および歴

史に関するオンラインで選択された情報を見つけることができま
す。選択された統計、全体図、マリ共和国 - の詳細マップが
含まれていますが、ここでマリ共和国の国旗から始めましょう：
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


マリ共和国 - 概要：
マリ共和国について知っておくべきことは何ですか？これか

ら始めましょう：スーダン共和国とセネガルは、1960年にマリ連
邦としてフランスから独立した。セネガルがわずか数ヶ月後に撤
退したとき、以前はスーダン共和国を構成していたものがマリに
改名された。独裁主義によるルールは、民主的支配の時代を
迎えた軍事クーデターによって1991年に閉鎖された。アルファコ
ナール大統領は1992年と1997年にマリの最初の2つの民主的
大統領選挙で勝利した。マリの2期憲法上の制限に従い、彼
は2002年に辞任し、2007年の選挙で第2期に選出されたアマ
ドゥトゥマニトゥール広く自由で公正であると判断された。2011
年のリビアからのマルティン帰還者は、マリ北部での緊張を悪化
させ、トゥアレグ民族民兵は2012年1月に反乱した。反乱の貧
弱な取り扱いに挫折した低レベルおよび中レベルの兵士は、3
月22日にトゥールを破棄した。西アフリカ諸国の経済共同体
（エコワース）が率いる集中的な調停活動は、4月に
Dioncounda Traore暫定大統領の任命により民間政権に電
力を返した。ポストクーデターの混乱は、マリア軍を北部の3つ
の地域から追放し、イスラム過激派が支配権を握ることを可
能にした反政府勢力につながった。何十万人もの北マリアンが
南部マリと近隣諸国に暴力を逃げ、ホスト地域の地域の食糧
不足を悪化させました。3つの北部地域を取り戻すための国
際的な軍事介入が2013年1月に始まり、1ヶ月以内に北部の
大部分が取り戻された。2013年7月と8月に行われた民主的
大統領選挙で、イブラヒム・ブバカール・ケタ（Ibrahim Boubacar



Keita）が大統領に選出された。
マリ共和国の地理

地球上のどこにマリ共和国がありま
すか？この国の所在地は西部アフリカ、アルジェリア南西部、
ギニア北部、コートジボワール、ブルキナファソです。 マリ共和国

の総面積は1,240,192 km2であり、そのうち1,220,190 km2は
土地である。 だからこれは非常に大きな国です。国の地形は
どうやって説明できますか？このように：。サバンナ南東部の険
しい丘。 マリ共和国の最下点はセネガル川23m、最も高い点
ホホボリ・トンド1,505mのです。気候は亜熱帯〜乾燥地帯。
ホット＆ドライ（2月〜6月）。雨、湿気、および軽度（6月から
11月）。涼しく乾燥している（11月から2月）です。

マリ共和国の住人
マリ共和国で住んでいる人の数を見てみましょう。番号は

17,885,245 (7/2017 推定)です。 だから、これはあまり大きな
人口ではありません。ここに住んでいる人は？ 、Bambara
34.1％、Fulani（Peul）14.7％、Sarakole 10.8％、Senufo
10.5％、Dogon 8.9％、Malinke 8.7％、Bobo 2.9％、Sonaim
1.6％、Tuareg 0.9％、Malian 6.1％。 マリ共和国の言語は何
ですか？ Bambara 46.3％、Peul / Foulfoulbe 9.4％、Dogon
7.2％、Maraka / Soninke 6.4％、Malinke 5.6％、Sonrhai /



Djerma 5.6％、西アフリカ諸国0.3％、その他0.4％（2012-13
年）、Minianka 4.3％、Tamacheq 3.5％、Senoufo 2.6％、
Bobo 2.1％、不特定0.7％、その他6.3％。そして宗教：イスラ
ム教徒94.8％、キリスト教徒2.4％、Animist 2％、なし0.5％、
不特定0.3％（2009年推定）。人々は平均して何歳ですか？
15.8 年。この数字は中央値であると付け加えなければなりま
せん。つまり、半分の人がこれより年上で、半分が若いです。
そして、彼らの平均余命（出生時）は何ですか？これは：60.3
年。人々はマリ共和国で住んでいるところ？ここ：人口の圧倒
的多数は、ブルキナファソとの国境に沿って高い密度で、国の
南半分に住んで。 マリ共和国の大都市圏は、バマコ（資本
金）2515000（2015）です。

政府と経済のマリ共和国
マリ共和国の首都はバマコであり、政府のタイプは、半大

統領共和国です。行政部門 - 8つの領域（領域、単数-領
域）、1つの地区。バマコ地区、ガオ、カイエス、キダル、
Koulikoro、モプティ、セグー、Sikasso、
Tombouctou（Timbuktu）; 注：1916を見てみましょう。 マリ共和
国の経済に関して、重要な工業製品は食品加工; 建設; リン
酸および金採掘です。重要な農産物は綿、キビ、米、トウモロ
コシ、野菜、ピーナッツ; ウシ、ヒツジ、ヤギのです。最も重要な
輸出商品は綿、金、家畜であり、最も重要な輸出相手はス
イス30.4％、インド12.2％、ウクライナ5.1％、中国5.1％、ブル
キナファソ4.9％、セネガル4.3％、フランス4％、南アフリカ
4％（2016年）です。最も重要な輸入商品は石油、機械器
具、建材、食料品、織物であり、最も重要な輸入相手はセ
ネガル12.2ベトナム8.6％、コートジボワール8.4％（2016年）で
す。どのくらい金持ちで、この国の人口はどれくらい豊富です



か？ここで最も重要な数字は1人当たりGDP（PPP）です：
$2,200 (2017 推定)。 これは非常に低い数値です。これは、1
人あたりの国内総生産（Gross Domestic Product）を意味し、
現地の財やサービスの相対コストに関して再計算されることを
意味します。もう一つの重要な数字 - 貧困線以下の人口：
36.1% (2005 推定)。

マリ共和国の地図
 

我々は強くお勧めします



トップアドベンチャーゲーム：アリスと魔女のための改革

MapsGuides.com：あなたの旅行のための自由なガイド

マルタ

インデックス：大陸と国, 世界の地図
ここでは、マルタの地理、住民、政府、経済および歴史に

関するオンラインで選択された情報を見つけることができます。
選択された統計、全体図、マルタ - の詳細マップが含まれてい
ますが、ここでマルタの国旗から始めましょう：
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


マルタ - 概要：
マルタについて知っておくべきことは何ですか？これから始め

ましょう：何千年もの歴史を持つ文明で、マルタは世界で最も
古い巨石遺跡のいくつかを誇っています。地中海の中心部に
位置するマルタの島々は、戦略的な軍事資産として長い間
使われてきました。フェニキア人、カルタゴ人、ギリシア人、ロー
マ人、

マルタの地理

地球上のどこにマルタがありますか？
この国の所在地は南ヨーロッパ、地中海の島々、シチリア島

（イタリア）です。 マルタの総面積は316 km2であり、そのうち316
km2は土地である。 だからこれはかなり小さい国です。国の地
形はどうやって説明できますか？このように：ほとんどが低く、岩
が多く、解剖された平野に平らです。多くの沿岸の崖。 マルタ
の最下点は地中海0 m、最も高い点Ta'Dmejrek on Dingli
Cliffs 253 mです。気候は地中海; 穏やかで雨の多い冬。暑く
て乾燥した夏は、です。



マルタの住人
マルタで住んでいる人の数を見てみましょう。番号は

416,338 (7/2017 推定)です。 そう多くの人がここに住んでいる
わけではありません。ここに住んでいる人は？ マルタ（子孫。 マ
ルタの言語は何ですか？ マルタ（公式）90.1％、英語（公式）
6％、多言語3％、その他0.9％（2005年の推定）。そして宗
教：ローマカトリック（公式）90％以上の古代カルタゴ人とフェニ
キア人、（2006年推定）。人々は平均して何歳ですか？ 41.8
年。この数字は中央値であると付け加えなければなりません。
つまり、半分の人がこれより年上で、半分が若いです。そして、
彼らの平均余命（出生時）は何ですか？これは：80.5 年。
人々はマルタで住んでいるところ？ここ：人口の大部分はマルタ
の東半分にあり、3つの居住島の中で最大のもの。 マルタの大
都市圏は、バレッタ（首都）197,000人（2014年）です。

政府と経済のマルタ
マルタの首都はバレッタであり、政府のタイプは議会共和

国です。行政部門 - 68の地方（Il-lokalita）; アッダード、バルザ
ン、ビルグ、ビルキルカラ、ビルゼブブガ、ボルムラ、ディンリ、フグ
ラ、フロリアナ、フォンタナ、ガルニエールム、ガルブ、ガルグール、
ガスリ、ガクサク、グッドジャ、ギザ、ハムラン、イクリン、イムディ
ナ、イマーガル、イムカバ、イムシダ、 Malka、Marsaxlokk、
Mellieha、Mosta、Munxar、Nadur、Naxxar、Paola、
Pembroke、Pieta、Qala、Qormi、Qrendi、Rabat、
Rabat（Ghawdex）、Safi、San Giljan / Kilkop、Kercem、
Kirkop、Lija、サン・ジュリアン、サン・グワン/サン・ジョンレン、サ
ン・ローレンツ/サン・ローレンツ/サン・ローレンス/サンナット/サン・
ポール・ベイ/サン・ポール・ベイ、サンタ・ルシア/サン・ヴェネラ/サ
ン・ヴェネラ、サン・ヴェネラ、シギュー、スリーマ、スワイキ、タルシ



エン、 、バレッタ、Xaghra、Xewkija、Xghajra、Zabbug、
Zebbug、Zebbug（Ghawdex）、Zejtun、Zurrieqを見てみましょ
う。 マルタの経済に関して、重要な工業製品は観光、電子
機器、船舶建造および修理、建設、食品および飲料、医薬
品、靴、衣類、タバコ、航空サービス、金融サービス、情報技
術サービス機械および機械機器です。重要な農産物はジャガ
イモ、カリフラワー、ブドウ、小麦、大麦、トマト、柑橘類、花、
ピーマンを切ります。豚肉、牛乳、家禽、卵です。最も重要な
輸出商品は; 鉱油、石油および石油製品; 医薬品; 本と新
聞; 航空機/宇宙船および部品; 玩具、ゲーム、スポーツ用品
であり、最も重要な輸出相手は米国27.3％、ドイツ13.9％、
フランス8.3％、シンガポール5.6％、日本5.2％、香港4.3％、
イタリア4.2％（2016年）です。最も重要な輸入商品は鉱物燃
料、油および製品; 電気機械; 航空機/宇宙船およびそれらの
部品; 機械および機械器具; プラスチックおよびその他の半製
品; 車両・部品であり、最も重要な輸入相手はイタリア20.9
パーセント、カナダ10.4％、ドイツ6.3％、英国5.9％、フランス
4.4％（2016年）です。どのくらい金持ちで、この国の人口はど
れくらい豊富ですか？ここで最も重要な数字は1人当たり
GDP（PPP）です：$42,500 (2017 推定)。 これは、人々がここ
で平均的に富んでいることを意味します。これは、1人あたりの
国内総生産（Gross Domestic Product）を意味し、現地の財
やサービスの相対コストに関して再計算されることを意味しま
す。もう一つの重要な数字 - 貧困線以下の人口：16.3%
(2015 推定)。

マルタの地図
 



我々は強くお勧めします



トップアドベンチャーゲーム：アリスと魔女のための改革

MapsGuides.com：あなたの旅行のための自由なガイド

マーシャル諸島

インデックス：大陸と国, 世界の地図
ここでは、マーシャル諸島の地理、住民、政府、経済およ

び歴史に関するオンラインで選択された情報を見つけることが
できます。選択された統計、全体図、マーシャル諸島 - の詳
細マップが含まれていますが、ここでマーシャル諸島の国旗から
始めましょう：
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


マーシャル諸島 - 概要：
マーシャル諸島について知っておくべきことは何ですか？こ

れから始めましょう：太平洋諸島の国連信託地域の最東部に
位置する米国政府の管理下にある40年近く、マーシャル諸島
は1986年にフリー・アソシエーション・オブ・コンパクト（Compact
of Free Association）の下で独立を達成しました。1947年から
1962年にかけて、いくつかの環礁で米国の核実験が行われた
結果、補償請求は継続されます。マーシャル諸島は、米国の
ミサイル防衛網の重要な設置場所である米軍クワジェレイン
環礁ミサイル試験場を主催しています。Kwajaleinはまた、4つ
の専用地上アンテナの1つをホストしています（他のものは
Ascension（セントヘレナ、アセンション、トリスタンダクーニャ）、
Diego Garcia（イギリスインド洋テリトリー）、Cape Canaveral、
Florida全地球測位システム（GPS）ナビゲーションシステムの動
作。

マーシャル諸島の地理

地球上のどこにマーシャル諸島があ
りますか？この国の所在地はオセアニア、29の環礁の2つの群
島島連鎖。各島は多くの小さな島から成り、北太平洋では5
つの島があり、ハワイとオーストラリアのほぼ中間に位置してい

るです。 マーシャル諸島の総面積は181 km2であり、そのうち

181 km2は土地である。 だからこれはかなり小さい国です。国



の地形はどうやって説明できますか？このように：低珊瑚石灰
岩と砂の島。 マーシャル諸島の最下点は太平洋0 m、最も高
い点東 - 中央Airik島、Maloelap環礁14 mのです。気候は
tropical; 高温多湿; ウェットシーズン5月から11月; 島の境界台
風帯です。

マーシャル諸島の住人
マーシャル諸島で住んでいる人の数を見てみましょう。番

号は74,539 (7/2017 推定)です。 そう多くの人がここに住んで
いるわけではありません。ここに住んでいる人は？ マーシャル人
が92.1％、マーシャル人が5.9％、その他2％（2006年）。 マー
シャル諸島の言語は何ですか？ （公式）98.2％、他の言語
1.8％（1999年の国勢調査）。そして宗教：プロテスタント
54.8％、神のアセンブリ25.8％、ローマカトリック8.4％、ブコナン
イエス2.8％、モルモン2.1％、その他キリスト教3.6％、その他
1％、なし1.5％（1999年国勢調査）。人々は平均して何歳で
すか？ 22.9 年。この数字は中央値であると付け加えなけれ
ばなりません。つまり、半分の人がこれより年上で、半分が若
いです。そして、彼らの平均余命（出生時）は何ですか？これ
は：73.4 年。人々はマーシャル諸島で住んでいるところ？ここ：
ほとんどの国民は、国の多くの島々で見られる都市クラスター
に住んでいる。人口の3分の2以上がマジュロとエビエ・。 マー
シャル諸島の大都市圏は、マジュロの環礁に住んでいる
31,000（2014）です。

政府と経済のマーシャル諸島
マーシャル諸島の首都はマジュロとの自由連合で大統領

共和国。注 - 首都は64の島々の環礁である。政府の建物
は、3つの融合島、Djarrit、Uliga、Delapであり、政府のタイプ



は米国です。行政部門 - 24の市町村。マリエラップ、メジット、
ミリ、ナムドリク、ナムゥ、ロンゲラップ、ウジャー、ウトリック、ウ
トー、エリック、エリック、エリック、エリック、エリック、 Wotjeを見て
みましょう。 マーシャル諸島の経済に関して、重要な工業製
品はコプラ、マグロ処理、観光、クラフトアイテム（貝殻、木、真
珠から）です。重要な農産物はココナッツ、トマト、メロン、タロ
イモ、パンノキ、果物。豚、鶏です。最も重要な輸出商品はコ
プラケーキ、ココナッツオイル、手工芸品、魚料理であり、最も
重要な輸出相手はこれは不明ですです。最も重要な輸入商
品は、機械器具、燃料、飲料、タバコであり、最も重要な輸
入相手はこれは不明ですです。どのくらい金持ちで、この国の
人口はどれくらい豊富ですか？ここで最も重要な数字は1人
当たりGDP（PPP）です：$3,400 (2017 推定)。 これは非常に
低い数値です。これは、1人あたりの国内総生産（Gross
Domestic Product）を意味し、現地の財やサービスの相対コス
トに関して再計算されることを意味します。もう一つの重要な
数字 - 貧困線以下の人口：未知の%。

マーシャル諸島の地図
 



我々は強くお勧めします



トップアドベンチャーゲーム：アリスと魔女のための改革

MapsGuides.com：あなたの旅行のための自由なガイド

モーリタニア

インデックス：大陸と国, 世界の地図
ここでは、モーリタニアの地理、住民、政府、経済および歴

史に関するオンラインで選択された情報を見つけることができま
す。選択された統計、全体図、モーリタニア - の詳細マップが
含まれていますが、ここでモーリタニアの国旗から始めましょう：
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


モーリタニア - 概要：
モーリタニアについて知っておくべきことは何ですか？これか

ら始めましょう：モーリタニアは1960年にフランスから独立して
1976年に旧スペイン人サハラ（現在サハラ西部）の南部3分の
1を併合したが、領土の独立を求めるポリサリオのゲリラ戦線で
3年間の襲撃でそれを放棄した。Maaouya Ould Sid Ahmed
TAYAは1984年にクーデターで権力を掌握し、20年以上にわ
たり重い手でモーリタニアを支配した。彼が行った一連の大統
領選挙は、広く欠陥があるとみなされていた。2005年8月の無
血クーデターは、TAYA大統領を廃止し、民主的支配への移
行を監督した軍事評議会を導いた。2007年4月、モーリタニア
の最初の自由かつ公平に選出された大統領として、シディ・オ
ウルド・シーク・アブダラヒ独立候補が就任した。彼の任期は、
2008年8月、モハメド・オウルド・アブデル将軍が率いる軍事政
権が彼を罷免し、軍事評議会の政府を設置した時期であっ
た。その後AZIZは2009年7月に大統領に選出され、翌月に
宣誓されました。AZIZは2012年10月に自らの軍隊による偶
発的な射撃による怪我を負ったが、彼の権限を維持し続け
た。彼は2014年に再選され、現在の憲法によれば、第2期お
よび最終任期に任命されました。アラビア語を話す奴隷
（Haratines）の子孫、アラビア語を話す「White Moors」
（Bidhan）、そして主にセネガル川の谷（Halpulaar）に由来する
サブサハラ民族のメンバーの3つの主要グループの民族間の緊
張が続いている、ソニンケ、ウォロフ）。モーリタニアは、アルカイ
ダによるテロ脅威に直面している。2005年から2011年の間に



成功した攻撃を開始したイスラム・マグレブ（Islamic Maghreb）
のイーダ（Isa）である。イスラム・マグレブ（AQIM）のアルカエダ活
動などは、モーリタニア人や外国人訪問者にとって深刻な安
全保障上の脅威となっている。AQIMは、2005年から2011年
にかけてモーリタニアで一連の攻撃を行い、アメリカ人と外国人
の観光客と援助隊員を殺害し、外交官や政府機関を攻撃
し、モーリタニアの兵士や紳士を襲撃した。テロリストとの対話と
軍事行動を組み合わせたテロ対策に成功すれば、2011年以
来のテロ攻撃を防ぐことができました。AQIMは、2005年から
2011年にかけてモーリタニアで一連の攻撃を行い、アメリカ人と
外国人の観光客と援助隊員を殺害し、外交官や政府機関
を攻撃し、モーリタニアの兵士や紳士を襲撃した。テロリストと
の対話と軍事行動を組み合わせたテロ対策に成功すれば、
2011年以来のテロ攻撃を防ぐことができました。AQIMは、
2005年から2011年にかけてモーリタニアで一連の攻撃を行い、
アメリカ人と外国人の観光客と援助隊員を殺害し、外交官や
政府機関を攻撃し、モーリタニアの兵士や紳士を襲撃した。テ
ロリストとの対話と軍事行動を組み合わせたテロ対策に成功
すれば、2011年以来のテロ攻撃を防ぐことができました。

モーリタニアの地理

地球上のどこにモーリタニアがありま
すか？この国の所在地は西アフリカ、セネガルと西サハラの間



の北大西洋に接するです。 モーリタニアの総面積は1,030,700
km2であり、そのうち1,030,700 km2は土地である。 だからこれ
は非常に大きな国です。国の地形はどうやって説明できます
か？このように：ほとんどが不毛な平野のサハラ平野。いくつか
の中央の丘。 モーリタニアの最下点はSebkhet Te-n-
Dghamcha -5 m、最も高い点Kediet Ijill 915 mです。気候は
砂漠; 常に熱い、乾燥した、ほこりの多い、です。

モーリタニアの住人
モーリタニアで住んでいる人の数を見てみましょう。番号は

3,758,571 (7/2017 推定)です。 だから、これはあまり大きな人
口ではありません。ここに住んでいる人は？ 黒人ムーア（ハラ
ティン - アラビア語を話す奴隷、元奴隷、アフリカ起源の子孫、
白ムーアズ）40％、白人ムーア（アラブ・ベルベル系、ビダン）
30％、サブ・サハラ・モリタン人アラブ語、ハルプラール、ソニン
ケ、ウォロフ、バマラ族）30％。 モーリタニアの言語は何です
か？ アラビア語（公用語と国語）、ポーラー、ソニンケ、ウォロフ
（すべての国語）、フランスの。そして宗教：イスラム教徒（公用
語）100％。人々は平均して何歳ですか？ 20.5 年。この数
字は中央値であると付け加えなければなりません。つまり、半
分の人がこれより年上で、半分が若いです。そして、彼らの平
均余命（出生時）は何ですか？これは：63.4 年。人々はモーリ
タニアで住んでいるところ？ここ：国の大部分は砂漠であり、特
に中部、北部、東部地域の広大な地域には人口クラスターが
かなりありません。人口の半分はヌアクショットの沿岸首都の中
または周辺に住んでいます。マリとセネガルの南の国境の近くに
小さなクラスターが見られる。 モーリタニアの大都市圏は、ヌア
クショット（資本）968000（2015）です。



政府と経済のモーリタニア
モーリタニアの首都はヌアクショットであり、政府のタイプは

大統領の共和国です。行政部門 - 15地域（wilayas、単数-
wilaya）。アドラル、Assaba、Brakna、ダフレトヌアジブ、
Gorgol、Guidimaka、Hodh ECH Chargui、HodhエルGharbi、
Inchiri、ヌアクショットノール、ヌアクショットウエスト、ヌアクショット
シュッド、Tagant、TIRIS Zemmour、Trarzaを見てみましょう。
モーリタニアの経済に関して、重要な工業製品は魚加工、石
油生産、鉱業（鉄鉱石、金、銅）です。重要な農産物は日
付、キビ、ソルガム、米、トウモロコシ。牛、ラクダ、ヒツジので
す。最も重要な輸出商品はであり、最も重要な輸出相手は
中国36.9％、スイス13.5％、スペイン8.9％、日本7.5％、ロシ
ア4.8％、ナイジェリア4.1％、イタリア4.1％（2016）です。最も
重要な輸入商品は機械装置、鉱物、鉱物、 （であり、最も
重要な輸入相手は13.4％）、UAE（11.9％）、ベルギー
（9.2％）、中国（8.9％）、オランダ（7.1％）、フランス（6.6％）、
モロッコ（6.3％）、バヌアツ（5％です。どのくらい金持ちで、この
国の人口はどれくらい豊富ですか？ここで最も重要な数字は1
人当たりGDP（PPP）です：$4,500 (2017 推定)。 これは非常
に低い数値です。これは、1人あたりの国内総生産（Gross
Domestic Product）を意味し、現地の財やサービスの相対コス
トに関して再計算されることを意味します。もう一つの重要な
数字 - 貧困線以下の人口：31% (2014 推定)。

モーリタニアの地図
 



我々は強くお勧めします



トップアドベンチャーゲーム：アリスと魔女のための改革

MapsGuides.com：あなたの旅行のための自由なガイド

モーリシャス

インデックス：大陸と国, 世界の地図
ここでは、モーリシャスの地理、住民、政府、経済および歴

史に関するオンラインで選択された情報を見つけることができま
す。選択された統計、全体図、モーリシャス - の詳細マップが
含まれていますが、ここでモーリシャスの国旗から始めましょう：
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


モーリシャス - 概要：
モーリシャスについて知っておくべきことは何ですか？これか

ら始めましょう：モーリシャスは、早くも10世紀にアラブ人とマレー
族の船員に知られていましたが、16世紀にポルトガル人によっ
て最初に探検され、その後17世紀にモーリッツ王ナーソーを称
えてオランダ人に命名されました。フランスは1715年、インド洋
貿易を監督する重要な海軍基地に島を開発し、サトウキビの
プランテーション経済を確立した。英国は1810年にナポレオン
戦争中に島を捕らえました。モーリシャスは戦略的に重要な英
国の海軍基地であり、後に航空基地であり、第二次世界大
戦中に対潜水艦や護送隊の操縦や信号情報の収集に重要
な役割を果たしました。英国からの独立は1968年に達成され
た。規則正しい自由選挙と人権記録の安定した安定した民
主主義は、

モーリシャスの地理

地球上のどこにモーリシャスがありま
すか？この国の所在地は南アフリカ、インド洋の島、マダガスカ

ル東方約800 km（です。 モーリシャスの総面積は2,040 km2で

あり、そのうち2,030 km2は土地である。 だからこれはかなり小



さい国です。国の地形はどうやって説明できますか？このよう
に：中央の台地を取り囲む不連続な山々に浮かぶ小さな沿
岸の平原。 モーリシャスの最下点はインド洋0 m、最も高い点
モンピトン828 mのです。気候は、東南アジアの貿易風に変
更。暖かく乾燥した冬（5月から11月）。暑くて濡れた湿った夏
（11月〜5月）です。

モーリシャスの住人
モーリシャスで住んでいる人の数を見てみましょう。番号は

1,356,388 (7/2017 推定)です。 そう多くの人がここに住んでい
るわけではありません。ここに住んでいる人は？ クレオール、中
部モーリシャス、フランコモーリシャス。 モーリシャスの言語は何
ですか？ クレオール86.5％、ボフジリ5.3％、フランス語4.1％、
2つの言語1.4％、その他2.6％（英語、公用語を含む）（インド
人モーリシャス人口の約2/3を占める）。そして宗教：ヒンズー教
徒48.5％、ローマカトリック26.3％、イスラム教徒17.3％、他の
キリスト教徒6.4％、その他0.6％、なし0.7 ）、不特定
0.1％（2011年推定）％、不特定0.1％（2011年推定）。人々
は平均して何歳ですか？ 35.3 年。この数字は中央値である
と付け加えなければなりません。つまり、半分の人がこれより年
上で、半分が若いです。そして、彼らの平均余命（出生時）は
何ですか？これは：75.8 年。人々はモーリシャスで住んでいると
ころ？ここ：人口密度は世界で最高のものの1つです。都市の
クラスターは、メイン島を通って発見され、ポートルイスとその周
辺の密度が高い。ロドリゲス島の人口は、北の海岸にわずか
に密度の高いクラスターを持つ島に広がっています。 モーリシャ
スの大都市圏は、ポートルイス（首都）135,000（2014年）で
す。



政府と経済のモーリシャス
モーリシャスの首都はポートルイスであり、政府のタイプは議

会共和国です。行政部門 - 9地区および3つの依存関係。ア
ガレガ諸島、ブラックリバー、Cargados Carajosショールズ、フラッ
ク、グランドポート、真岡、パンプムス、プレーンズWilhems、ポー
トルイス、リヴィエールデュRempartの、ロドリゲス、Savanneを見
てみましょう。 モーリシャスの経済に関して、重要な工業製品
は食品加工（主に砂糖製粉）、織物、衣料品、鉱業、化学
品、金属製品、輸送機器、非電気機械、観光です。重要な
農産物はサトウキビ、茶、トウモロコシ、ジャガイモ、バナナ、パ
ルス; ウシ、ヤギ; 魚のです。最も重要な輸出商品は（研究
用）衣類や繊維製品、砂糖、切り花、糖蜜、魚、霊長類で
あり、最も重要な輸出相手は、フランス14.8％、英国12％、
米国11.4％、南アフリカ8.2％、マダガスカル7.3％、イタリア
6.8％、スペイン4.5％（2016年）をです。最も重要な輸入商品
は製作石油製品、化学品であり、最も重要な輸入相手は中
国17.7％、インド16.5％、フランス7.8％、南アフリカ
7.5％（2016年）です。どのくらい金持ちで、この国の人口はど
れくらい豊富ですか？ここで最も重要な数字は1人当たり
GDP（PPP）です：$21,600 (2017 推定)。 これは、生活水準
がここで良いことを意味します。これは、1人あたりの国内総生
産（Gross Domestic Product）を意味し、現地の財やサービス
の相対コストに関して再計算されることを意味します。もう一つ
の重要な数字 - 貧困線以下の人口：8% (2006 推定)。

モーリシャスの地図
 



我々は強くお勧めします



トップアドベンチャーゲーム：アリスと魔女のための改革

MapsGuides.com：あなたの旅行のための自由なガイド

メキシコ

インデックス：大陸と国, 世界の地図
ここでは、メキシコの地理、住民、政府、経済および歴史

に関するオンラインで選択された情報を見つけることができま
す。選択された統計、全体図、メキシコ - の詳細マップが含ま
れていますが、ここでメキシコの国旗から始めましょう：
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


メキシコ - 概要：
メキシコについて知っておくべきことは何ですか？これから始

めましょう：Olmec、Toltec、Teotihuacan、Zapotec、Maya、
Aztec - Mexicoを含むいくつかの高度なアメリイン文明のサイト
は、16世紀初頭にスペインによって征服され植民地化されま
した。3世紀にわたり新スペインの支配権として行使され、19
世紀初めに独立を達成しました。2000年に行われた選挙
は、1910年のメキシコ革命以来、野党候補 - 全国行動党の
ビセンテ・フォックス（PAN） - が政党である政権革命党（PRI）
を敗北させた最初の年であった。彼は2006年に他のPAN候
補のFelipe Calderonによって成功を収めましたが、Enrique
PENA Nietoは2012年にPRIの大統領に復帰しました。2008
年後半の世界的な金融危機は、2010年に急速に戻る成長
でしたが、進行中の経済的および社会的懸念には、低い実
質賃金、高い不完全雇用、不公平な所得分配、貧しい南
部諸国の大部分の先住民のための昇進の機会はほとんどあ
りません。2007年以来、メキシコの強力なドラッグ・トラフィッキ
ング団体は血友病に苦しんでおり、数万件もの薬物関連の
殺人をもたらしています。

メキシコの地理



地球上のどこにメキシコがありますか？
この国の所在地はグアテマラと米国との間のベリーズと米国の
境界にあるベリーズと米国の間のカリブ海とメキシコ湾に接する

北米です。 メキシコの総面積は1,964,375 km2であり、そのうち

1,943,945 km2は土地である。 だからこれは非常に大きな国で
す。国の地形はどうやって説明できますか？このように：高い、
険しい山; 低い沿岸平野。高原; 砂漠。 メキシコの最下点は
ラグーナ・サラダ-10 m、最も高い点Volcan Pico de Orizaba
5,636 mです。気候はは熱帯から砂漠まで様々であるです。

メキシコの住人
メキシコで住んでいる人の数を見てみましょう。番号は

124,574,795 (7/2017 推定)です。 だから、この国は世界で最
も人口の多い国の一つです。ここに住んでいる人は？ 。 メキ
シコの言語は何ですか？ スペイン語と先住民族の言語が
5.7％、先住民のみが0.8％、不特定の0.8％が。そして宗教：
ローマカトリック教徒82.7％、他の10％（主にヨーロッパ人）スペ
イン語92.7％、スペイン語とスペイン語62％、アメリジン21％ペ
ンテコステ派の1.6％、エホバの証人1.4％、他の福音教会は
5％、その他1.9％、なし4.7％、未指定の2.7％（2010
EST。）。人々は平均して何歳ですか？ 28.3 年。この数字は



中央値であると付け加えなければなりません。つまり、半分の
人がこれより年上で、半分が若いです。そして、彼らの平均余
命（出生時）は何ですか？これは：76.1 年。人々はメキシコで
住んでいるところ？ここ：人口のほとんどが途中で発見されまし
たハリスコ州とベラクルス州の間の国。人口の約4分の1がメキ
シコシティ。 メキシコの大都市圏は、メキシコシティ（メキシコシ
ティ）周辺に暮らしています。グアダラハラ4.843百万。モンテレ
イ45130000; プエブラ2.984百万; Toluca de Lerdo 2.164
million; ティファナ1.987百万（2015年）76.1です。

政府と経済のメキシコ
メキシコの首都はメキシコシティ（シウダーデメキシコ）であ

り、政府のタイプは、連邦大統領の共和国です。行政部門 -
31州（estados、単数-エスタード）と1つの都市（シウダー）。グア
ナフアト、ゲレーロ、イダルゴ、ハリスコ、メキシコ、ミチョアカン、モ
レロス、ナヤリット、ヌエボ・レオン、オアハカ、プエブラ、ケレタロ、
メキシコ、アゼルバイジャン、メキシコ、 Quintana Roo、San Luis
Potosi、Sinaloa、Sonora、Tabasco、Tamaulipas、Tlaxcala、
Veracruz、Yucatan、Zacatecasを見てみましょう。 メキシコの経
済に関して、重要な工業製品は食品や飲料、タバコ、薬品、
鉄鋼、石油、鉱業、繊維、衣料、自動車、耐久消費財、観
光です。重要な農産物はトウモロコシ、小麦、大豆、米、豆、
綿、コーヒー、果物、トマト; 牛肉、家禽、乳製品; 木材製品
のです。最も重要な輸出商品は工業製品、石油及び石油
製品、銀、果物、野菜、コーヒー、綿花であり、最も重要な輸
出相手は米国81 ％（2016）です。最も重要な輸入商品は金
属加工機械、鉄鋼圧延製品、農業機械、電気機器、組立
および修理のための自動車部品、航空機、航空機部品であ
り、最も重要な輸入相手は米国46.6パーセント、中国18％、



日本4.6％（2016年）です。どのくらい金持ちで、この国の人口
はどれくらい豊富ですか？ここで最も重要な数字は1人当たり
GDP（PPP）です：$19,500 (2017 推定)。 これはかなり良いで
す。これは、1人あたりの国内総生産（Gross Domestic
Product）を意味し、現地の財やサービスの相対コストに関して
再計算されることを意味します。もう一つの重要な数字 - 貧
困線以下の人口：46.2%。

メキシコの地図
 

我々は強くお勧めします



トップアドベンチャーゲーム：アリスと魔女のための改革

MapsGuides.com：あなたの旅行のための自由なガイド

ミクロネシア連邦

インデックス：大陸と国, 世界の地図
ここでは、ミクロネシア連邦の地理、住民、政府、経済お

よび歴史に関するオンラインで選択された情報を見つけること
ができます。選択された統計、全体図、ミクロネシア連邦 - の
詳細マップが含まれていますが、ここでミクロネシア連邦の国旗
から始めましょう：
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


ミクロネシア連邦 - 概要：
ミクロネシア連邦について知っておくべきことは何ですか？こ

れから始めましょう：キャロライン島は西太平洋の広範囲に分
散した群島であり、彼らは第二次世界大戦後の米国政権下
で国連信託地域の一員となった。東部の4つの島のグループ
は、1979年に憲法を採択し、ミクロネシアの連合国になること
を選択しました。（最西端の島のグループはパラオになった）
1986年に独立が自由貿易協定（Cooper of Free
Association）の下で2004年に改正され、更新された。現在の
懸念は大規模な失業、漁獲不能、米国の対外援助への過
度の依存、米国の援助の不公平な配分。

ミクロネシア連邦の地理

地球上のどこにミクロネシア連邦が
ありますか？この国の所在地はオセアニア、北太平洋の島
群、ハワイからインドネシアへの道の約4分の3です。 ミクロネシ

ア連邦の総面積は702 km2であり、そのうち702 km2は土地で
ある。 だからこれはかなり小さい国です。国の地形はどうやって
説明できますか？このように：島があり、地質学的には高山島
から低珊瑚環礁に変化する。Pohnpei、Kosrae 、Chuuk。 ミク
ロネシア連邦の最下点は太平洋での火山産出ポンペイの
0m、最も高い点Nanlaud 782mのです。気候はトロピカル; 特
に東部の島々で年中重い雨が降ります。台風帯の南端にあ



り、時には深刻な被害です。

ミクロネシア連邦の住人
ミクロネシア連邦で住んでいる人の数を見てみましょう。番

号は104,196 (7/2017 推定)です。 そう多くの人がここに住んで
いるわけではありません。ここに住んでいる人は？ 0.8％（2010
年版）。 ミクロネシア連邦の言語は何ですか？ 英語（公式お
よび共通言語）、Chuukese、Kosrean、ポンペイ、ヤップ、
Ulithian、Woleaian、ヌクオロ環礁、カピンガマランギ環礁。そし
て宗教：ローマカトリック54.7パーセント、プロテスタント41.1パー
セントは、（会衆38.5％、バプテスト1.1％、セブンスデーアドベ
ンティスト0.8％、神のアセンブリを含みます0.7％）、モルモン
1.5％、その他1.9％、なし0.7％、不特定0.1％（2010年の推
定値）。人々は平均して何歳ですか？ 25.1 年。この数字は
中央値であると付け加えなければなりません。つまり、半分の
人がこれより年上で、半分が若いです。そして、彼らの平均余
命（出生時）は何ですか？これは：73.1 年。人々はミクロネシ
ア連邦で住んでいるところ？ここ：の沿岸地域に住民の大部
分が住んでいる。山間の内部は大部分が無人です。人口の
半分以下は都市部に住んでいる。 ミクロネシア連邦の大都
市圏は、Palikir（資本）7,000（2014年）です。

政府と経済のミクロネシア連邦
ミクロネシア連邦の首都はPalikiであり、政府のタイプは米

国のです。行政部門 - 4州; 1987年を見てみましょう。 ミクロ
ネシア連邦の経済に関して、重要な工業製品は観光、貝、
木材です。重要な農産物は、ヤマノイモ、ココナッツ、バナナ、
キャッサバ（manioc、タピオカ）、サカウ（kava）、コスレエンシトラ
ス、ビールナッツ、黒コショウ、魚、豚、鶏のです。最も重要な



輸出商品は魚、サカウ（カバ）、ビールナッツ、ブラックピペットで
あり、最も重要な輸出相手はこれは不明ですです。最も重要
な輸入商品は食品、飲料、衣類、コンピュータ、家電、家
電、工業製品、自動車、機械装置、家具、工具であり、最
も重要な輸入相手はこれは不明ですです。どのくらい金持ち
で、この国の人口はどれくらい豊富ですか？ここで最も重要な
数字は1人当たりGDP（PPP）です：$3,400 (2017 推定)。 これ
は非常に低い数値です。これは、1人あたりの国内総生産
（Gross Domestic Product）を意味し、現地の財やサービスの
相対コストに関して再計算されることを意味します。もう一つの
重要な数字 - 貧困線以下の人口：26.7% (2000 推定)。

ミクロネシア連邦の地図
 

我々は強くお勧めします



トップアドベンチャーゲーム：アリスと魔女のための改革

MapsGuides.com：あなたの旅行のための自由なガイド

モルドバ

インデックス：大陸と国, 世界の地図
ここでは、モルドバの地理、住民、政府、経済および歴史

に関するオンラインで選択された情報を見つけることができま
す。選択された統計、全体図、モルドバ - の詳細マップが含ま
れていますが、ここでモルドバの国旗から始めましょう：
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


モルドバ  - 概要：
モルドバについて知っておくべきことは何ですか？これから始

めましょう：現在のモルドバ人領土の大部分は、1812年にロシ
ア帝国の領地となり、第1次世界大戦後に1918年にルーマニ
アと統一されました。この領土はその後、第二次世界大戦終
結時にソビエト連邦に組み込まれました。モルドバは1991年
以来ソ連から独立していたが、ロシア軍は、人口がウクライナ
人、ロシア人、モルドバ人で構成されているトランスニストリアの
離散地域を支えるNistru川の東側のモルドバ領にとどまってい
た。モルドバの独立後のモンゴヴァにおける支配年は、最終的
に2009年に選挙関連の激しい抗議と議会選挙の再開で終
わった。それ以来、一連の欧州連合与党連合がモルドバを統
治してきた。また、2014年11月の最近の立法選挙では、議会
に参入した3つの欧州議会が101議席のうち55議席を獲得し
た。連立加盟国間の激しい衝突は、政治的な混乱と政治不
安の長期化を招き、自民党（PLDM）と民主党（PDM）を中
心とした欧州連合の支配下にあった。政治的な窮状は、
PDMが率いる新しい議会大多数が共産主義者とPLDMの脱
退者によって加わった2016年1月にPDMメンバーPavel Filipを
首相として支持し終わった。モルドバは依然として欧州の最も
貧しい経済ですが、2014年にEUとの協定に署名して批准
し、すべてのEU加盟国が批准した後、2016年7月に発効し
た。イゴール・ドドンは、2016年11月にモルドバで初めての大
統領選挙を20年以上にわたって受賞しました。

モルドバの地理



地球上のどこにモルドバがあります
か？この国の所在地は東ヨーロッパ、ルーマニアの北東です。

モルドバの総面積は33,851 km2であり、そのうち32,891 km2は
土地である。 だから、これは大きな国ではない。国の地形はど
うやって説明できますか？このように：転がり草原、黒い海への
緩やかな斜面南。 モルドバの最下点はDniester（Nistru）2 m、
最も高い点Dealul Balanesti 430 mです。気候は穏やかな冬、
暖かい夏のです。

モルドバの住人
モルドバで住んでいる人の数を見てみましょう。番号は

3,474,121 (7/2017 推定)です。 だから、これはあまり大きな人
口ではありません。ここに住んでいる人は？ モルドバン
75.1％、ルーマニア7％、ウクライナ6.6 、ガガーズ4.6％、ロシア
4.1％、ブルガリア1.9％、その他0.8％（2014年）。 モルドバの
言語は何ですか？ モルドバ語/ルーマニア語80.2％（公用語）
（モルドバ語としての母語は56.7％、ルーマニア語とほぼ同じ、
23.5％は母国語である）、ロシア語9.7％、ガガウズ4.2％（トル
コ語）、ウクライナ語（2014年頃）。そして宗教：正教会
90.1％、その他キリスト教徒2.6％、その他0.1％、不可知論
者。人々は平均して何歳ですか？ 36.7 年。この数字は中央



値であると付け加えなければなりません。つまり、半分の人がこ
れより年上で、半分が若いです。そして、彼らの平均余命（出
生時）は何ですか？これは：71 年。人々はモルドバで住んで
いるところ？ここ：、全国に凝集のポケットが存在する、ティラス
ポリとバルティ続いキシナウの首都の周りの国の中央部で最大
のビーイング、。 モルドバの大都市圏は、キシナウ（資本）
725,000（2015）です。

政府と経済のモルドバ
モルドバの首都はルーマニア語でキシナウ（キシナウロシア

語）であり、政府のタイプはの議会共和国です。行政部門 -
32 raions（raioane、単数- raion）、3つの自治体（municipii、単
数- municipiul）、1つの自律領土単位（unitateaのteritorialaの
自治）、および1つの領土単位（unitateaのteritoriala）を見てみ
ましょう。 モルドバの経済に関して、重要な工業製品は砂糖
加工、植物油、食品加工、農業機械; 鋳造設備、冷蔵庫
および冷凍庫、洗濯機; ルーマニア25.5％、ロシア11.6％、イタ
リア9.9％、ドイツ6.3％、英国5.7％、ベラルーシ5.2％（2016
年）、衣料品、靴下、テキスタイルです。重要な農産物は野
菜、果物、ぶどう、穀物、サトウダイコン、ヒマワリの種、タバコ;
牛肉、牛乳; ワインです。最も重要な輸出商品はであり、最も
重要な輸出相手はです。最も重要な輸入商品は鉱物製品
や燃料、機械設備、化学、繊維であり、最も重要な輸入相
手はルーマニア13.7％、ロシア13.3％、中国9.8％、ウクライナ
9.5％、ドイツ7.9％、イタリア7％、トルコ6.8％（2016年）です。
どのくらい金持ちで、この国の人口はどれくらい豊富ですか？こ
こで最も重要な数字は1人当たりGDP（PPP）です：$5,700
(2017 推定)。 これはかなり低い数字です。これは、1人あたり
の国内総生産（Gross Domestic Product）を意味し、現地の



財やサービスの相対コストに関して再計算されることを意味し
ます。もう一つの重要な数字 - 貧困線以下の人口：20.8%
(2013 推定)。

モルドバの地図
 





我々は強くお勧めします

トップアドベンチャーゲーム：アリスと魔女のための改革

MapsGuides.com：あなたの旅行のための自由なガイド

モンゴル国

インデックス：大陸と国, 世界の地図
ここでは、モンゴル国の地理、住民、政府、経済および歴

史に関するオンラインで選択された情報を見つけることができま
す。選択された統計、全体図、モンゴル国 - の詳細マップが含

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


まれていますが、ここでモンゴル国の国旗から始めましょう：
 

モンゴル国 - 概要：
モンゴル国について知っておくべきことは何ですか？これから

始めましょう：モンゴル人は、13世紀にチンギス・カーンの下で征
服によって巨大なユーラシア帝国を樹立したときに名声を得ま
した。死後、帝国はいくつかの強力なモンゴル州に分かれてい
たが、これらは14世紀に崩壊した。最終的にモンゴル人は元
の大草原に引退し、17世紀後半には中国の支配下に入っ
た。モンゴルは1911年に満州主導の清帝帝国から独立したと
宣言し、再び中国統制下に入った1919年まで限定的な自治
を達成した。1921年のモンゴル革命は中国の支配を終え、モ
ンゴル人民共和国は1924年に権力を握った。しかし現代モン
ゴル国はモンゴルの歴史的祖国の一部に過ぎない。今日、よ
り多くの民族モンゴル人は、人民民主共和国の内モンゴル自
治区に住み、モンゴルよりも中華人民共和国です。1990年の
平和な民主革命以降、2010年にモンゴル人民党（MPP）と
名づけられた元共産党モンゴル人民革命党（MPRP）は、民
主党（DP）や他のいくつかの小さな政党Enkhbayar前大統領
によって形成された新しい党を含む当事者は、それ自体
MPRP名を紛らわしく採用した。モンゴル人は、2016年6月の
最近の国会議員選挙で、議会の圧倒的支配権を手にした。
DPは、これまでの議会統治時にモンゴル経済の急激な低下
を監督した。モンゴル人は、2017年に大統領としてDPメンバー
Khaltmaa Battulgaを選出した。モンゴル人民党（MPP）は2010
年にモンゴル人民党（MPP）と名づけられた元共産主義者で



あるモンゴル人民革命党（MPRP）は、民主党（DP）
Enkhbayar前大統領が結成した新しい政党も含まれていた。
モンゴル人は、2016年6月の最近の国会議員選挙で、議会
の圧倒的支配権を手にした。DPは、これまでの議会統治時
にモンゴル経済の急激な低下を監督した。モンゴル人は、
2017年に大統領としてDPメンバーKhaltmaa Battulgaを選出し
た。モンゴル人民党（MPP）は2010年にモンゴル人民党
（MPP）と名づけられた元共産主義者であるモンゴル人民革
命党（MPRP）は、民主党（DP） Enkhbayar前大統領が結成
した新しい政党も含まれていた。モンゴル人は、2016年6月の
最近の国会議員選挙で、議会の圧倒的支配権を手にした。
DPは、これまでの議会統治時にモンゴル経済の急激な低下
を監督した。モンゴル人は、2017年に大統領としてDPメンバー
Khaltmaa Battulgaを選出した。2010年にモンゴル人民党
（MPP）と名づけられた革命党（MPRP）は、民主党（DP）やエ
ンケバヤ元大統領が結成した新政党をはじめとするいくつかの
小規模政党と政治力を競い合ってきたそれ自体MPRP名を
採用した。モンゴル人は、2016年6月の最近の国会議員選挙
で、議会の圧倒的支配権を手にした。DPは、これまでの議会
統治時にモンゴル経済の急激な低下を監督した。モンゴル人
は、2017年に大統領としてDPメンバーKhaltmaa Battulgaを選
出した。2010年にモンゴル人民党（MPP）と名づけられた革命
党（MPRP）は、民主党（DP）やエンケバヤ元大統領によって
形成された新しい政党を含むいくつかの小規模政党と政治力
を競うそれ自体MPRP名を採用した。モンゴル人は、2016年6
月の最近の国会議員選挙で、議会の圧倒的支配権を手に
した。DPは、これまでの議会統治時にモンゴル経済の急激な
低下を監督した。モンゴル人は、2017年に大統領としてDPメ



ンバーKhaltmaa Battulgaを選出した。それはMPRP名自体を
混乱させるものでした。モンゴル人は、2016年6月の最近の国
会議員選挙で、議会の圧倒的支配権を手にした。DPは、こ
れまでの議会統治時にモンゴル経済の急激な低下を監督し
た。モンゴル人は、2017年に大統領としてDPメンバー
Khaltmaa Battulgaを選出した。それはMPRP名自体を混乱さ
せるものでした。モンゴル人は、2016年6月の最近の国会議員
選挙で、議会の圧倒的支配権を手にした。DPは、これまでの
議会統治時にモンゴル経済の急激な低下を監督した。モンゴ
ル人は、2017年に大統領としてDPメンバーKhaltmaa Battulga
を選出した。

モンゴル国の地理

地球上のどこにモンゴル国があります
か？この国の所在地は北アジア、中国とロシア間です。 モンゴ
ル国の総面積は1,564,116 km2であり、そのうち1,553,556 km2

は土地である。 だからこれは非常に大きな国です。国の地形
はどうやって説明できますか？このように：な日照および季節の
温度帯）広大なセミデートと砂漠の平原、草原の大草原、西
および南西の山々、南部におけるゴビ砂漠。 モンゴル国の最
下点はホーNuur 560メートル、最も高い点Nayramadlin
Orgil（フィティン山）4374メートルです。気候は砂漠; 大陸（大
規模です。



モンゴル国の住人
モンゴル国で住んでいる人の数を見てみましょう。番号は

3,068,243です。 だから、これはあまり大きな人口ではありませ
ん。ここに住んでいる人は？ （Khalkh）81.9％、カザック3.8％、
ドルボド2.7％、バヤド2.1％、ブリアットブーリエート1.7％、ザク
チン1.2％、ダリガンガ1％、ウリカンハイ1％、その他
4.6％（2010年推定）。 モンゴル国の言語は何ですか？ モンゴ
ル90％方言が優勢である）、チュルク、ロシア（1999）。そして
宗教：仏教53％、イスラム教の3％、Shamanist 2.9％、キリスト
教2.2％、その他0.4％で、いずれも38.6パーセント（2008年
EST）。人々は平均して何歳ですか？ 28.3 年。この数字は
中央値であると付け加えなければなりません。つまり、半分の
人がこれより年上で、半分が若いです。そして、彼らの平均余
命（出生時）は何ですか？これは：69.9 年。人々はモンゴル国
で住んでいるところ？ここ：まばらに分布します全国の人口。ウ
ランバートルの首都とダルハンの。 モンゴル国の大都市圏は、
首都は最高人口密度を支えているウランバートル（資本）
1137万人（2015年）です。

政府と経済のモンゴル国
モンゴル国の首都はウランバートルであり、政府のタイプは

半大統領共和国です。行政部門 - 21の州（aymguud、
singular-aymag）と1つの自治体（singular-hot）; アーハンガイ、
バヤンホンゴル、バヤン・オルギー、ブルガン、ダルハンウウル、ド
ルノド、ドルノゴビ、ダンゴビ、ザヴィハン、ゴビアルタイ、ゴビス
バーグ、ヘンティー、ホブド、ホブスゴル、オムノギビ、オーロン、オ
ボワンガイ、セルゲン、スババタール、トバ、ウランバートル、Uvs
を見てみましょう。 モンゴル国の経済に関して、重要な工業製
品は建設および建設資材; 鉱業（石炭、銅、モリブデン、蛍



石、スズ、タングステン、金）; 油; 食品と飲料; 動物製品の加
工、カシミヤおよび天然繊維の製造です。重要な農産物はヒ
ツジ、ヤギ、ウシ、ラクダ、馬です。最も重要な輸出商品は
銅、アパレル、家畜、動物製品、カシミヤ、ウール、皮革、蛍
石、その他の非鉄金属、石炭、原油であり、最も重要な輸出
相手は中国84.1パーセント、英国6.8％（2016年）、です。最
も重要な輸入商品は機械設備、燃料、自動車、石鹸・洗
剤であり、最も重要な輸入相手は中国33.2％、ロシア
25.6％、韓国8.6％、日本7％（2016年）です。どのくらい金持
ちで、この国の人口はどれくらい豊富ですか？ここで最も重要
な数字は1人当たりGDP（PPP）です：$12,600 (2017 推定)。
これはかなり良いです。これは、1人あたりの国内総生産
（Gross Domestic Product）を意味し、現地の財やサービスの
相対コストに関して再計算されることを意味します。もう一つの
重要な数字 - 貧困線以下の人口：21.6% (2014 推定)。

モンゴル国の地図
 

我々は強くお勧めします



トップアドベンチャーゲーム：アリスと魔女のための改革

MapsGuides.com：あなたの旅行のための自由なガイド

モントセラト

インデックス：大陸と国, 世界の地図
ここでは、モントセラトの地理、住民、政府、経済および歴

史に関するオンラインで選択された情報を見つけることができま
す。選択された統計、全体図、モントセラト - の詳細マップが
含まれていますが、ここでモントセラトの国旗から始めましょう：
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http://mapsguides.com/


モントセラト - 概要：
モントセラトについて知っておくべきことは何ですか？これか

ら始めましょう：セント・キッツのイギリス人とアイルランドの植民
者は、1632年にモントセラトに最初に定着した。最初のアフリ
カの奴隷は30年後に到着した。英国とフランスは18世紀の大
部分を占領するために戦ったが、1783年には英国の領有権と
して最終的に確認された。島の砂糖農園経済は19世紀半ば
に小規模農地に転換された。この島の多くは荒廃していたと
人口の3分の2があるためモントセラトは最後の噴火は2003年
7月に発生し、以降の火山活動に耐えた1995年7月18日開
始したスーフリエールヒルズ火山の噴火の海外逃亡し

モントセラトの地理

地球上のどこにモントセラトがありま
すか？この国の所在地は、島カリブ海プエルトリコの南東カリブ

海では、です。 モントセラトの総面積は102 km2であり、そのう

ち102 km2は土地である。 だからこれはかなり小さい国です。
国の地形はどうやって説明できますか？このように：火山島、
ほとんどが山岳地帯、小規模な沿岸低地。 モントセラトの最
下点はカリブ海0 m、最も高い点Soufriereヒルズ火山噴火前
噴出高は915mであった; 現在の溶岩ドームは周期的な堆積
と崩壊の影響を受けます。推定2015年のドームの高さは
1050mであったです。気候はトロピカル; ほとんど毎日または季



節的な温度変化です。

モントセラトの住人
モントセラトで住んでいる人の数を見てみましょう。番号は

5,292です。 そう多くの人がここに住んでいるわけではありませ
ん。ここに住んでいる人は？ アフリカ/黒88.4％、混合3.7％、ヒ
スパニック/スペイン3％、白人/白2.7％ 、東インド/インド
1.5％、その他0.7％（2011年末）。 モントセラトの言語は何で
すか？ 英語。そして宗教：プロテスタント67.1％（アングリカン
21.8％、メソジスト17％、ペンテコステス14.1％、セブンスデーア
ドベンティスト10.5％、教会神3.7％）、ローマカトリック11.6％、
ラスタファリア1.4％、他6.5％、なし2.6％、不特定10.8 （2001
年推定）。人々は平均して何歳ですか？ 33.2 年。この数字
は中央値であると付け加えなければなりません。つまり、半分
の人がこれより年上で、半分が若いです。そして、彼らの平均
余命（出生時）は何ですか？これは：74.6 年。人々はモントセ
ラトで住んでいるところ？ここ：島の北半球にのみ人口が住み、
南部は火山活動のため住人にならない。 モントセラトの大都
市圏は、これは不明ですです。

政府と経済のモントセラト
モントセラトの首都はプリマスの自治州海外領土; 注 - プリ

マスは火山活動のために1997年に放棄された。モンテセラトの
北西端にあるカーズベイ/リトルベイ周辺には、事実上の首都
であるブラデスエステート（Brades Estate）に暫定官庁ビルが建
設されていますであり、政府のタイプは議会民主主義評議
会）英国です。行政部門 - 3教区。聖アンソニー、サンジョル
ジュ、セントピートのを見てみましょう。 モントセラトの経済に関
して、重要な工業製品は観光、ラム、織物、電子機器です。



重要な農産物はキャベツ、ニンジン、キュウリ、トマト、玉ねぎ、
ピーマン、家畜製品のです。最も重要な輸出商品は電子部
品、ビニール袋、アパレル; ホットペッパー、ライム、生きている植
物; 牛のであり、最も重要な輸出相手はこれは不明ですで
す。最も重要な輸入商品は機械および輸送機器、食料品、
工業製品、燃料、潤滑油であり、最も重要な輸入相手はこ
れは不明ですです。どのくらい金持ちで、この国の人口はどれく
らい豊富ですか？ここで最も重要な数字は1人当たり
GDP（PPP）です：$8,500 (2006 推定)。 これはかなり低い数
字です。これは、1人あたりの国内総生産（Gross Domestic
Product）を意味し、現地の財やサービスの相対コストに関して
再計算されることを意味します。もう一つの重要な数字 - 貧
困線以下の人口：未知の%。

モントセラトの地図
 



我々は強くお勧めします



トップアドベンチャーゲーム：アリスと魔女のための改革

MapsGuides.com：あなたの旅行のための自由なガイド

モロッコ

インデックス：大陸と国, 世界の地図
ここでは、モロッコの地理、住民、政府、経済および歴史

に関するオンラインで選択された情報を見つけることができま
す。選択された統計、全体図、モロッコ - の詳細マップが含ま
れていますが、ここでモロッコの国旗から始めましょう：
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モロッコ - 概要：
モロッコについて知っておくべきことは何ですか？これから始

めましょう：アラブ人が北アフリカを征服してから約一世紀後の
788年、一連のモロッコムスリム王朝がモロッコで支配し始めま
した。16世紀には、特にアーマド・アル・マンサール（1578-
1603）の下でのサアディ君主制が外国の侵略者を撃退し、黄
金時代を迎えた。現代のモロッコ王室が属するAlaouite王朝
は、17世紀からのものです。1860年、スペインはモロッコ北部を
占領し、モロッコの主権が着実に侵食されるのを見て、ヨーロッ
パの権力の間で半世紀の貿易競争を迎えました。1912年、フ
ランス人は全国的に保護勢力を課した。フランスとの長期にわ
たる独立闘争は、1956年に首尾よく終了しました。国際化さ
れた都市タンジールとスペインのほとんどの財産は、同じ年に
新しい国に引き渡されました。現在の君主の祖父であるスルタ
ン・モハメド5世は、新しい国家を憲法君主制として組織し、
1957年に王の称号を取った。モロッコは、1976年の西サハラ以
南からの撤退以来、事実上の管理統制をこの地域の約80％
に拡大している。しかし、国連はモロッコを西サハラの政権とし
て認めていない。1991年以来の国連は、モロッコとポリサリオ・
フロント - サハラ西部の解放運動の間の停戦を監視し、領土
の地位に関する継続的な交渉を導いている。2011年7月に国
民投票が可決された新憲法を含む改革プログラムを実施する
ことにより、地域の民主化抗議の普及に対応した。新たな権
限が議会と首相にまで拡大されたが、最終的な権限は君主
の手に委ねられている。2011年11月には、イスラム主義政党



である司法開発党（PJD）が、議会選挙で最も多くの議席を
獲得し、モロッコ政府を率いる最初のイスラム党となった。2015
年9月、モロッコは、2011年憲法に含まれる改革の1つである
地方議会のための初めての直接選挙を実施した。PJDは、
2016年10月の全国議会選挙で最も多くの議席を獲得しまし
た。モロッコは、2011年憲法に含まれる改革の1つである地方
議会のための初めての直接選挙を開催した。PJDは、2016年
10月の全国議会選挙で最も多くの議席を獲得しました。モ
ロッコは、2011年憲法に含まれる改革の1つである地方議会の
ための初めての直接選挙を開催した。PJDは、2016年10月の
全国議会選挙で最も多くの議席を獲得しました。

モロッコの地理

地球上のどこにモロッコがあります
か？この国の所在地は北アフリカ、アルジェリアと西サハラの
間、北大西洋と地中海沿いのです。 モロッコの総面積は

446,550 km2であり、そのうち446,300 km2は土地である。 これ
はかなり大きな国です。国の地形はどうやって説明できます
か？このように：山岳北部の海岸（リフ山脈）と内部（アトラス
intermontane谷、そして肥沃な海岸平野を持つ大規模な台
地に囲ま山脈）。 モロッコの最下点はSebkha TAH -59メート
ル、最も高い点ジェベルトゥブカル4165メートルです。気候は以
上interioが極端になってきて、地中海のです。



モロッコの住人
モロッコで住んでいる人の数を見てみましょう。番号は

33,986,655 (7/2017 推定)です。 とてもたくさんの人がここに住
んでいます。ここに住んでいる人は？ アラブ・ベルベル99％、そ
の他1％。 モロッコの言語は何ですか？ 。そして宗教：イスラム
教徒の99％（公式、事実上すべてのスンニ派、。人々は平均
して何歳ですか？ 29.3 年。この数字は中央値であると付け
加えなければなりません。つまり、半分の人がこれより年上で、
半分が若いです。そして、彼らの平均余命（出生時）は何で
すか？これは：77.1 年。人々はモロッコで住んでいるところ？こ
こ：アトラス山脈。 モロッコの大都市圏は、3.515百万人、ラバ
ト首都1.967百万人、フェス1.172百万人、マラケシュ人1.134
百万人、タンジール982,000人（2015年）、人口密度が最も
高い人口密度が大西洋および地中海沿岸にあり、です。

政府と経済のモロッコ
モロッコの首都はラバットであり、政府のタイプは議会憲法

君主制です。行政部門 - 11地域（認識された）; マラケシュ・
サフィ、ラバット・セール・ケニトラ、スース・マッサ、タンガー・テトワ
ン・アル・ホセイマ、ベネ・メラル・ケニフラ、カサブランカ・セタット、
ドラ・タフィラレ、フェス・メクネス、グエルミム・オーエンド・ネーム、
ラヨーン・サキア・アル・ハムラ、を見てみましょう。 モロッコの経
済に関して、重要な工業製品は自動車部品、リン酸採掘・
加工、航空宇宙、食品加工、皮革製品、繊維製品、建
設、エネルギー、観光です。重要な農産物は、大麦、小麦、
柑橘類、ブドウ、野菜、オリーブ、家畜; ワインです。最も重要
な輸出商品は衣類や繊維製品、自動車、電気部品、無機
化学品、トランジスタ、粗製の鉱物、肥料（リン酸塩を含む）、



石油製品、柑橘類、野菜、魚であり、最も重要な輸出相手
はスペイン23.4％、フランス21.1％、イタリア4.6％（2016年）で
す。最も重要な輸入商品は原油、織物、通信機器、小麦、
ガス、電気、トランジスタ、プラスチックであり、最も重要な輸入
相手はスペイン15.7％、フランス13.2％、中国9.1％、米国
6.4％、ドイツ5.9 ％、イタリア5.4％、トルコ4.4％（2016年）で
す。どのくらい金持ちで、この国の人口はどれくらい豊富です
か？ここで最も重要な数字は1人当たりGDP（PPP）です：
$8,600 (2017 推定)。 これはかなり低い数字です。これは、1
人あたりの国内総生産（Gross Domestic Product）を意味し、
現地の財やサービスの相対コストに関して再計算されることを
意味します。もう一つの重要な数字 - 貧困線以下の人口：
15% (2007 推定)。

モロッコの地図
 



我々は強くお勧めします



トップアドベンチャーゲーム：アリスと魔女のための改革

MapsGuides.com：あなたの旅行のための自由なガイド

モザンビーク

インデックス：大陸と国, 世界の地図
ここでは、モザンビークの地理、住民、政府、経済および歴

史に関するオンラインで選択された情報を見つけることができま
す。選択された統計、全体図、モザンビーク - の詳細マップが
含まれていますが、ここでモザンビークの国旗から始めましょう：
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


モザンビーク - 概要：
モザンビークについて知っておくべきことは何ですか？これか

ら始めましょう：大規模な移民、南アフリカへの経済依存、深
刻な干ばつ、長期的な内戦は、1990年代半ばまで国の発展
を妨げていた。ポルトガルの植民地としての約5世紀は、1975
年に独立して閉鎖された。1989年にモザンビーク（Frelimo）党
の正式解放政権がマルクス主義を放棄し、翌年の新しい憲
法が多党選挙と自由市場経済に備えられた。Frelimoと反乱
モザンビーク国家抵抗（Renamo）軍との間の国連交渉和平協
定が1992年に終了した。2004年、ホアキン・チサノが18年間
務めた後、モザンビークは微妙な移行を経た。彼の選出された
後継者、Armando Guebuzaは、2つの任期を経て、2014年に
Filipe Nyusiに執行権を渡した。

モザンビークの地理

地球上のどこにモザンビークがありま
すか？この国の所在地は南アフリカとタンザニアの間モザンビー
ク海峡、国境を接する南東アフリカ、です。 モザンビークの総

面積は799,380 km2であり、そのうち786,380 km2は土地であ
る。 これはかなり大きな国です。国の地形はどうやって説明で



きますか？このように：大部分は沿岸の低地、中央に高地、
北西部の高原を、西の山。 モザンビークの最下点はインド洋0
m、最も高い点Monte Binga 2,436 mです。気候は亜熱帯す
る熱帯のです。

モザンビークの住人
モザンビークで住んでいる人の数を見てみましょう。番号は

26,573,706です。 とてもたくさんの人がここに住んでいます。こ
こに住んでいる人は？ アフリカ99.66％（Makhuwa、Tsonga、
Lomwe、Senaなど）、ヨーロッパ0.06％、ユーロアフリカ人
0.2％、インディアン0.08％。 モザンビークの言語は何ですか？
Emakhuwa 25.3％、ポルトガル語（公式）10.7％、Xichangana
10.3％、Cisena 7.5％、Elomwe 7。そして宗教：ローマカトリック
28.4％、イスラム教徒17.9％、シオニストキリスト教徒15.5％、
プロテスタント12.2％（ペンテコステス10.9％、アングリカン1.3％
を含む）、イチワボ5.1％、その他のモザンビーク語30.1％、その
他0.3％、不特定3.7％（2007年推定））、その他6.7％、なし
18.7％、不特定0.7％（2007年推定）。人々は平均して何歳
ですか？ 17.2 年。この数字は中央値であると付け加えなけれ
ばなりません。つまり、半分の人がこれより年上で、半分が若
いです。そして、彼らの平均余命（出生時）は何ですか？これ
は：53.7 年。人々はモザンビークで住んでいるところ？ここ：マプ
トとインハンバネの間の南海岸、ザンベジ川沿いのベイラとチモ
イオの間、ナンプラ、シダデ・デ・ナカラ、ペンバの北部とその周
辺の3つの大きな集団が発見されている。北西および南西は、
人口が最も少ない地域である。 モザンビークの大都市圏は、
マプト（資本金）マトーラ937,000（2015年）です。

政府と経済のモザンビーク



モザンビークの首都はマプトであり、政府のタイプは大統領
共和国です。行政部門 - 10州（provincias、singular-
provincia）、1市（cidade）。を見てみましょう。 モザンビークの経
済に関して、重要な工業製品はアルミニウム、石油製品、化
学薬品（肥料、石鹸、塗料）、織物、セメント、ガラス、アスベ
スト、タバコ、食品、飲料です。重要な農産物はトウモロコシ、
ココナッツ、サイザル、シトラス、トロピカルフルーツ、ジャガイモ、
ヒマワリなどの1300ドル（2017年頃）の綿花、カシューナッツ、サ
トウキビ、茶、キャッサバ（マヤック、タピオカ）牛肉、鶏肉、で
す。最も重要な輸出商品はアルミニウム、エビ、カシュー、綿、
砂糖、柑橘類、材木; 大量電気、であり、最も重要な輸出
相手はオランダ30.8％、インド15.2％、南アフリカ
14.6％（2016）です。最も重要な輸入商品は機械・設備、自
動車、燃料、化学製品、金属製品、食料品、織物であり、
最も重要な輸入相手は南アフリカ36.6％、中国10.9％、オラ
ンダ7.8％、バーレーン5.2％フランス4.2％、ポルトガル4.2％、
アラブ首長国連邦4.1％（2016年）です。どのくらい金持ちで、
この国の人口はどれくらい豊富ですか？ここで最も重要な数
字は1人当たりGDP（PPP）です：$1,300 (2017 推定)。 これは
非常に低い数値です。これは、1人あたりの国内総生産
（Gross Domestic Product）を意味し、現地の財やサービスの
相対コストに関して再計算されることを意味します。もう一つの
重要な数字 - 貧困線以下の人口：46.1% (2015 推定)。

モザンビークの地図
 





我々は強くお勧めします

トップアドベンチャーゲーム：アリスと魔女のための改革

MapsGuides.com：あなたの旅行のための自由なガイド

ナミビア

インデックス：大陸と国, 世界の地図
ここでは、ナミビアの地理、住民、政府、経済および歴史

に関するオンラインで選択された情報を見つけることができま
す。選択された統計、全体図、ナミビア - の詳細マップが含ま

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


れていますが、ここでナミビアの国旗から始めましょう：
 

ナミビア - 概要：
ナミビアについて知っておくべきことは何ですか？これから始

めましょう：南アフリカは、第一次世界大戦中に南西アフリカの
ドイツ植民地を占領し、第二次世界大戦後、それが領土を
併合するまで、それを任務として管理した。1966年、マルクス
主義南西アフリカ人民組織（スワポ）ゲリラ集団がナミビアとなっ
た地域の独立戦争を開始したが、1988年までは南アフリカが
国連平和維持計画地域全体。ナミビアは、スワポが1990年
に独立を表明して以来、スワポによって支配されてきたが、党
はマルクス主義イデオロギーの大部分を失っている。2014年に
大統領に選出されたHage Geingob首相は、2つの任期を務め
た後に辞任したHifikepunye Pohambaの代わりに大勝した。

ナミビアの地理

地球上のどこにナミビアがあります
か？この国の所在地は南大西洋に接する南部アフリカ、アン

ゴラと南アフリカの間です。 ナミビアの総面積は824,292 km2で

あり、そのうち823,290 km2は土地である。 これはかなり大きな



国です。国の地形はどうやって説明できますか？このように：大
部分の高原。ナミブ砂漠沿岸に沿って; カラハリ砂漠東。 ナミ
ビアの最下点は大西洋0 m、最も高い点Konigstein
Brandberg 2,573 mのです。気候はdesert; ホット、ドライ; 降水
量が少なく、不安定なです。

ナミビアの住人
ナミビアで住んでいる人の数を見てみましょう。番号は

2,484,780です。 だから、これはあまり大きな人口ではありませ
ん。ここに住んでいる人は？ 黒87.5％、白6％、混合6.5％。
ナミビアの言語は何ですか？ Oshivambo言語48.9％、Nama /
Damara 11.3％、アフリカーンス語10.4％（大部分の共通語と
白人人口の約60％）、Otjiherero言語8.6％、Kavango言語
8.5％、Caprivi言語4.8％、英語）3.4％、その他アフリカ系言
語2.3％、その他1.7％。そして宗教：クリスチャン80％〜90％
（少なくとも50％ルター派）、先住民信念10％〜20％。人々
は平均して何歳ですか？ 21.2 年。この数字は中央値である
と付け加えなければなりません。つまり、半分の人がこれより年
上で、半分が若いです。そして、彼らの平均余命（出生時）は
何ですか？これは：64 年。人々はナミビアで住んでいるとこ
ろ？ここ：人口密度は非常に低く、アンゴラとの国境沿いの極
北中央地域で見つかった最大のクラスタリング。 ナミビアの大
都市圏は、ウィントフック（首都）368,000（2015年）です。

政府と経済のナミビア
ナミビアの首都はウィントフックであり、政府のタイプは大統

領共和国です。行政部門 - 14の領域; Erongo、Hardap、//
Karas、Kavango West、Kavango West、Khomas、Kunene、
Ohangwena、Omaheke、Omusati、Oshana、Oshikoto、



Otjozondjupa、Zambezi; 注：カラス地域は、を見てみましょう。
ナミビアの経済に関して、重要な工業製品は加工、魚加工、
乳製品、パスタ、飲料; 鉱業（ダイヤモンド、鉛、亜鉛、錫、
銀、タングステン、ウラン、銅）です。重要な農産物はキビ、ソ
ルガム、ピーナッツ、ブドウ。家畜; 魚肉です。最も重要な輸出
商品はダイヤモンド、銅、金、亜鉛、鉛、ウシ、白身魚、軟体
動物であり、最も重要な輸出相手はスイス20％、南アフリカ
17.1％、ボツワナ15％、ザンビア6.7％、スペイン4.6％、イタリア
4.2％（2016年）、です。最も重要な輸入商品は食料品; 石
油製品や燃料、機械設備、化学薬品であり、最も重要な輸
入相手は南アフリカ57.1パーセント、ボツワナ6.8％、ザンビア
4.1％（2016年）です。どのくらい金持ちで、この国の人口はど
れくらい豊富ですか？ここで最も重要な数字は1人当たり
GDP（PPP）です：$11,500 (2017 推定)。 これはかなり良いで
す。これは、1人あたりの国内総生産（Gross Domestic
Product）を意味し、現地の財やサービスの相対コストに関して
再計算されることを意味します。もう一つの重要な数字 - 貧
困線以下の人口：28.7% (2010 推定)。

ナミビアの地図
 



我々は強くお勧めします



トップアドベンチャーゲーム：アリスと魔女のための改革

MapsGuides.com：あなたの旅行のための自由なガイド

ナウル

インデックス：大陸と国, 世界の地図
ここでは、ナウルの地理、住民、政府、経済および歴史に

関するオンラインで選択された情報を見つけることができます。
選択された統計、全体図、ナウル - の詳細マップが含まれてい
ますが、ここでナウルの国旗から始めましょう：
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


ナウル - 概要：
ナウルについて知っておくべきことは何ですか？これから始め

ましょう：彼らの言語は、太平洋地域内の他の似ていないの
で、Nauruansの正確な起源は不明です。ドイツは1888年にこ
の島を併合した。ドイツ - 英国のコンソーシアムは、20世紀初
めに島のリン酸塩鉱床の採掘を開始した。オーストラリア軍は
第一次世界大戦でナウルを占領した。それはその後、連合国
の義務となった。第二次世界大戦と日本の残忍な職業の
後、ナウルは国連の信頼領域になりました。1968年に独立を
達成し、1999年に世界最小の独立国家として国連に加わり
ました。

ナウルの地理

地球上のどこにナウルがあります
か？この国の所在地はオセアニア、南太平洋の島、マーシャル

諸島の南です。 ナウルの総面積は21 km2であり、そのうち21
km2は土地である。 だからこれはかなり小さい国です。国の地
形はどうやって説明できますか？このように：砂浜は燐酸プラ
トーが隆起した珊瑚礁周辺の肥沃な環に上昇する。 ナウル
の最下点は太平洋0 m、最も高い点コマンドリッジ70 mです。
気候はのモンスーンパターン。雨季（11月〜2月）です。

ナウルの住人



ナウルで住んでいる人の数を見てみましょう。番号は
11,359 (7/2017 推定)です。 そう多くの人がここに住んでいるわ
けではありません。ここに住んでいる人は？ ナウルワン58％、そ
の他の太平洋島嶼国26％、中国8％、ヨーロッパ8％など、肥
沃な沿岸地域に住んでいます。。 ナウルの言語は何ですか？
Nauruan 93％（公式、太平洋諸島言語）、英語2％（広く理
解され、話され、ほとんどの政府および商業目的で使用されて
いる）、その他5％（I-Kiribati 2％、中国2％を含む）。そして宗
教：プロテスタント60.4％ （ナウル集会35.7％、神13％、ナウル
独立教会9.5％、バプテスト1.5％、セブンスデーアドベンティス
ト0.7％）、ローマカトリック33％、その他3.7％、なし1.8％、不
特定1.1％ 。）。人々は平均して何歳ですか？ 26.4 年。この
数字は中央値であると付け加えなければなりません。つまり、
半分の人がこれより年上で、半分が若いです。そして、彼らの
平均余命（出生時）は何ですか？これは：67.4 年。人々はナ
ウルで住んでいるところ？ここ：広範囲のリン酸採掘は、島の約
90％を農業に適さないものにした。ほとんどの人は肥沃な沿
岸地域、特に南西部沿岸に住んでいる。 ナウルの大都市圏
は、これは不明ですです。

政府と経済のナウル
ナウルの首都は「ナウル・ブイエマ」（ナウルの歌）であり、政

府のタイプは議会共和国です。行政部門 - 14地区 Aiwo、
Anabar、Anetan、Anibare、Baitsi、英中銀、Buada、
Denigomodu、エヴァ、Ijuw、Meneng、Nibok、Uaboe、ヤレンを
見てみましょう。 ナウルの経済に関して、重要な工業製品はリ
ン酸鉱業、オフショア銀行、ココナツ製品です。重要な農産物
はココナツです。最も重要な輸出商品はリンであり、最も重要
な輸出相手はナイジェリア45.5％、オーストラリア13.7％、日本



13％、韓国11.1％、NZ 8.7％（2016 ）、です。最も重要な輸
入商品は食品、燃料、製造業、建材、機械であり、最も重
要な輸入相手はオーストラリア71.9％、フィジー8.1％、日本
4.4％（2016年）です。どのくらい金持ちで、この国の人口はど
れくらい豊富ですか？ここで最も重要な数字は1人当たり
GDP（PPP）です：$12,200 (2017 推定)。 これはかなり良いで
す。これは、1人あたりの国内総生産（Gross Domestic
Product）を意味し、現地の財やサービスの相対コストに関して
再計算されることを意味します。もう一つの重要な数字 - 貧
困線以下の人口：未知の%。

ナウルの地図
 



我々は強くお勧めします



トップアドベンチャーゲーム：アリスと魔女のための改革

MapsGuides.com：あなたの旅行のための自由なガイド

ネパール

インデックス：大陸と国, 世界の地図
ここでは、ネパールの地理、住民、政府、経済および歴史

に関するオンラインで選択された情報を見つけることができま
す。選択された統計、全体図、ネパール - の詳細マップが含ま
れていますが、ここでネパールの国旗から始めましょう：
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


ネパール - 概要：
ネパールについて知っておくべきことは何ですか？これから

始めましょう：18世紀後半から19世紀初頭にかけて、ゴルカの
公国は、ヒマラヤ下の他の主要諸国や諸国の多くをネパール
王国に統一した。ネパールは1814-16年のアングロ・ネパール
戦争に続く自立を維持し、その後の平和条約は英国とネパー
ルの友好関係の2世紀の基礎を築いた。1951年、ネパール君
主は世紀の統治制度を世俗の首相によって終結させ、政党
を政権に導いた閣僚制を制定したのである（Gurkhasの旅団
は現在も英軍で働いている）。この取り決めは、政党が再び禁
止された1960年まで続いたが、1990年には憲法君主制の枠
組みのなかで多党民主主義が確立されて復活した。マオイス
トが率いる反乱が1996年に発生した。マオイストと政府軍の
間の10年間続く内戦は、内閣と議会の解散と、2002年の王
による絶対権力の再推定を目撃した。 2008年の全国構成
議会選挙（CA）に続いて、新しく結成されたCAはネパールを
連邦民主共和国と宣言し、君主制を廃止し、国の初代大
統領を選出した。CAが最高裁判所が設定した2012年5月の
締め切りまでに憲法草案を作成しなかった後、首相Baburam
BhattaraiはCAを解散した。交渉の数ヶ月は、重要な政党が
新CAの選挙を執行する権限を持つ大統領司令官Khil Raj
Regmiが率いる暫定政府を創設することに合意した2013年3
月まで続いた。2013年11月、ネパール議会がCAの最大の議
席を獲得し、2014年2月に第2位の共産党ネパール統一マル
クスシスター・レーニン主義者とネパール議会のスシイル・コオリ



ラ大統領との連立政権が形成された。首相。ネパールの新憲
法は2015年9月に発効し、その時点でCAは議会になった。
Khagda Prasad Sharma OLIは、2015年10月から2016年8月
まで、マオイストのリーダーPushpa Kamal Dahal（別名
「Prachanda」）が率いる新しい連合が首相を引き継いだ初の
憲法後の首相となった。憲法は、地方、州、国の3つの選挙
が行われる必要がある過渡期に設けられた。2021年の第1回
地方選挙は、2017年5月から9月にかけて3つの段階で行わ
れ、州と連邦の選挙は11月と2017年の2段階で進められた。

ネパールの地理

地球上のどこにネパールがあります
か？この国の所在地は南アジア、中国とインド間です。 ネパー

ルの総面積は147,181 km2であり、そのうち143,351 km2は土
地である。 だから、これは大きな国ではない。国の地形はどう
やって説明できますか？このように：Taraiまたは北部のGanges
の平坦な平野の亜熱帯の夏と穏やかな冬に変化する。険し
いヒマラヤ山脈を有する中央丘陵地域。 ネパールの最下点は
カンチャン・カラン70 m、最も高い点エベレスト8,848 m（アジア
最高峰、海抜最高地点）です。気候はは、北部の涼しい夏と
深刻な冬から、南部のです。

ネパールの住人
ネパールで住んでいる人の数を見てみましょう。番号は



29,384,297 (7/2017 推定)です。 とてもたくさんの人がここに住
んでいます。ここに住んでいる人は？ Chhettri 16.6％、
Brahman-Hill 12.2％、Magar 7.1％、Tharu 6.6％、Tamang
5.8％、Newar 5％、Kami 4.8％、Muslim 4.4％、Yadav 4％、
Rai 2.3％、Gurung 2％、Damai / Dholii 1.8 、シャリ/ハリヤン/ラ
ム1.3％、Koiri / Kushwaha 1.2％、その他19％。 ネパールの
言語は何ですか？ ネパール（公式）44.6％、Maithali 11.7％、
Bhojpuri 6％ 、タルン5.8％、タマン5.1％、ニューアール3.2％、
マガール3％、バジカ3％、ウルドゥー2.6％、アバディ1.9％、リム
ブ1.3％、グルン1.2％、その他10.4％、不特定0.2％。そして
宗教：ヒンズー教81.3％、仏教徒9％ 、イスラム教徒4.4％、
キラント3.1％、キリスト教徒1.4％、その他0.5％、不特定
0.2％（2011年推定）。人々は平均して何歳ですか？ 24.1
年。この数字は中央値であると付け加えなければなりません。
つまり、半分の人がこれより年上で、半分が若いです。そして、
彼らの平均余命（出生時）は何ですか？これは：71 年。人々
はネパールで住んでいるところ？ここ：ほとんどの人口は、 Tarai
地域と中部の丘陵地帯の平原、全体の密度はかなり低い。
ネパールの大都市圏は、カトマンズ（資本金）1183000（2015）
です。

政府と経済のネパール
ネパールの首都はカトマンズであり、政府のタイプはの連邦

議会共和国です。行政部門 - 14個のゾーン（anchal、単数形
と複数形）。バグマティ、Bheri、Dhawalagiri、ガンダキ、ジャナク
プル、カルナリ、コシ、ルンビニ、マハカリ、Mechi、ナラヤニ、ラプ
ティ、サガルマータ、セティを見てみましょう。 ネパールの経済に
関して、重要な工業製品は観光、カーペット、織物; 小麦、
ジュート、砂糖、および油糧種子工場; たばこ、セメントおよび



レンガの生産です。重要な農産物はパルス、米、トウモロコ
シ、小麦、サトウキビ、ジュート、根作物。牛乳、水牛肉ので
す。最も重要な輸出商品は衣類、パルス、カーペット、繊維
製品、ジュース、ジュート財であり、最も重要な輸出相手はイ
ンド56.6パーセント、米国11.5％、トルコ4％（2016年）です。
最も重要な輸入商品は石油製品、機械設備、金、電気製
品、医薬品であり、最も重要な輸入相手は、インド70.1パー
セント、中国10.3％（2016年）です。どのくらい金持ちで、この
国の人口はどれくらい豊富ですか？ここで最も重要な数字は1
人当たりGDP（PPP）です：$2,700 (2017 推定)。 これは非常
に低い数値です。これは、1人あたりの国内総生産（Gross
Domestic Product）を意味し、現地の財やサービスの相対コス
トに関して再計算されることを意味します。もう一つの重要な
数字 - 貧困線以下の人口：25.2% (2011 推定)。

ネパールの地図
 

我々は強くお勧めします



トップアドベンチャーゲーム：アリスと魔女のための改革

MapsGuides.com：あなたの旅行のための自由なガイド

オランダ

インデックス：大陸と国, 世界の地図
ここでは、オランダの地理、住民、政府、経済および歴史

に関するオンラインで選択された情報を見つけることができま
す。選択された統計、全体図、オランダ - の詳細マップが含ま
れていますが、ここでオランダの国旗から始めましょう：
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


オランダ  - 概要：
オランダについて知っておくべきことは何ですか？これから始

めましょう：オランダの州は1579年にスペインから独立したと宣
言した。17世紀の間に、彼らは世界中の和解と植民地で、
船上と商業の主要な権力となった。フランスの20年間の占領
後、1815年にオランダ王国が結成されました。1830年にベル
ギーは分離して別の王国を形成しました。オランダは第一次
世界大戦では中立であったが、第二次世界大戦ではドイツの
侵攻と占領に苦しんだ。現代的で先進工業国であるオランダ
は、農産物の大輸出国でもあります。国はNATOとEEC（現
EU）の創設メンバーであり、1999年にユーロの導入に参加し
た。2010年10月、元オランダ領アンティル諸島は解散し、ボ
ネール島、シンテユスタティウス、サバはオランダの行政組織の
特別な自治体となった。シント・マールテン島とキュラソー島の
大島は、オランダ王国を形成する構成国としてオランダとアル
バに加わりました。

オランダの地理

地球上のどこにオランダがあります



か？この国の所在地は西ヨーロッパ、ベルギーとドイツの間で、

北海と国境を接するです。 オランダの総面積は41,543 km2で

あり、そのうち33,893 km2は土地である。 だから、これは大きな
国ではない。国の地形はどうやって説明できますか？このよう
に：主に沿岸低地と埋立地（polders）; 南東にあるいくつかの
丘陵。 オランダの最下点はZuidplaspolder -7 m、最も高い点
Mount Scenery 862 m（現在、オランダ領アンティル諸島の解
散に伴いオランダの不可欠な部分と考えられているカリブ海の
サバ島）です。気候は温帯。マリン; 涼しい夏と穏やかな冬は
です。

オランダの住人
オランダで住んでいる人の数を見てみましょう。番号は

17,084,719 (7/2017 推定)です。 だから、これはあまり大きな
人口ではありません。ここに住んでいる人は？ 他のオランダの
77.4パーセント、EU 6.2％、トルコの2.3％、モロッコ2.3％、イン
ドネシア2.1％、スリナム2％、 7.7％（2017 EST。）。 オランダの
言語は何ですか？ オランダ語（公式）。そして宗教：ローマカト
リック23.7％、プロテスタント15.5％が、イスラム教4.9％、その
他5.7％（ヒンドゥー教を含んでいる（オランダ改革6.5％、オラン
ダ5.7％のプロテスタント教会、カルビン派3.3％が含まれま
す）、仏教徒、ユダヤ人）なし50.1％（2015年）。人々は平均
して何歳ですか？ 42.6 年。この数字は中央値であると付け
加えなければなりません。つまり、半分の人がこれより年上で、
半分が若いです。そして、彼らの平均余命（出生時）は何で
すか？これは：81.4 年。人々はオランダで住んでいるところ？こ
こ：アムステルダム、ロッテルダム、ハーグ、ユトレヒトの都市に拠
点を置くランドスタッドと呼ばれる地域は、最も人口密度の高



い地域です。。 オランダの大都市圏は、アムステルダム（首都）
1091万人にはかなりの規模のコミュニティが見られるが、北はそ
れほど密集していない傾向がある。ロッテルダム993,000; ハー
グ（政府席）65万（2015年）です。

政府と経済のオランダ
オランダの首都はアムステルダムの一部。注 - ハーグは政

府の席であり、政府のタイプは議会憲法君主制; オランダ王
国です。行政部門 - 12の州（provincies、singular - provincie）;
ドレンテ、フレヴォランド、フリースラント、ヘルダーランド、グロー
ニンゲン、リンブルグ、北ブラバント北ノルウェーノースオランダ
オーヴェルセルセユトレヒトゼーランドオランダ南ホラント南アフリ
カを見てみましょう。 オランダの経済に関して、重要な工業製
品は電気・機械・設備、化学品、石油、建設、マイクロエレク
トロニクス、漁業です。重要な農産物は野菜、観葉植物、酪
農、養鶏や畜産物; 繁殖材料です。最も重要な輸出商品は
機械・輸送機器、化学薬品、鉱物燃料。、であり、最も重要
な輸出相手はドイツ（24.1％）、ベルギー（10.7％）、英国
（9.4％）、フランス（8.8％）、イタリア（4.20％）、です。最も重
要な輸入商品は機械・輸送機器、化学品、燃料、食料品、
衣料品であり、最も重要な輸入相手はドイツ15.3％、中国
14.1％、ベルギー8.4 ％、米国7.9％、英国5.3％、ロシア
4.1％（2016年）です。どのくらい金持ちで、この国の人口はど
れくらい豊富ですか？ここで最も重要な数字は1人当たり
GDP（PPP）です：$53,600 (2017 推定)。 これは、人々がここ
で平均的に富んでいることを意味します。これは、1人あたりの
国内総生産（Gross Domestic Product）を意味し、現地の財
やサービスの相対コストに関して再計算されることを意味しま
す。もう一つの重要な数字 - 貧困線以下の人口：8.8%



(2015 推定)。
オランダの地図

 

我々は強くお勧めします



トップアドベンチャーゲーム：アリスと魔女のための改革

MapsGuides.com：あなたの旅行のための自由なガイド

ニューカレドニア

インデックス：大陸と国, 世界の地図
ここでは、ニューカレドニアの地理、住民、政府、経済およ

び歴史に関するオンラインで選択された情報を見つけることが
できます。選択された統計、全体図、ニューカレドニア - の詳
細マップが含まれていますが、ここでニューカレドニアの国旗から
始めましょう：
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


ニューカレドニア - 概要：
ニューカレドニアについて知っておくべきことは何ですか？こ

れから始めましょう：19世紀前半に英国とフランスの両国が定
住したこの島は、1853年にフランスの占領地になった。それは
1864年以降40年間にわたり刑務所植民地として役立った。
1980年代と1990年代初頭の独立運動は1998年に終結した
過去20年以上にわたり、フランスからニューカレドニアへの支配
責任がますます移転しています。この協定はまた、ニューカレド
ニアが完全な主権と独立をとるべきかどうかを決定するために、
フランスは2018年11月までに国民投票を行うことを約束してい
る。

ニューカレドニアの地理

地球上のどこにニューカレドニアがあ
りますか？この国の所在地はオセアニア、南太平洋の島々、
オーストラリア東部です。 ニューカレドニアの総面積は18,575
km2であり、そのうち18,275 km2は土地である。 だからこれはか
なり小さい国です。国の地形はどうやって説明できますか？こ
のように：沿岸の平原と内部の山々。 ニューカレドニアの最下
点は太平洋0 m、最も高い点モンです。気候はtropical; 東南
アジアの貿易風によって修正された。暖かく湿気の多いです。



ニューカレドニアの住人
ニューカレドニアで住んでいる人の数を見てみましょう。番

号は279,070 (7/2017 推定)です。 そう多くの人がここに住んで
いるわけではありません。ここに住んでいる人は？ カナック
40.3％、ヨーロピアン29.2％、ウォリシア人8.7％、タヒチアン
2％、インドネシア1.6％、ベトナム1％、ニーバヌアツ0.9％、そ
の他16.2％（2009年推定）。 ニューカレドニアの言語は何です
か？ フランス語（公用語）33人、メラネシア人33人- ポーランド
の方言ヌメア・ヌーメア（首都）の首都とその周辺の首都南部
に住む人口のほとんど1.33％（2017年推定）。そして宗教：
ローマ・カトリック60％、プロテスタント30％、その他10％。人々
は平均して何歳ですか？ 32 年。この数字は中央値であると
付け加えなければなりません。つまり、半分の人がこれより年
上で、半分が若いです。そして、彼らの平均余命（出生時）は
何ですか？これは：77.9 年。人々はニューカレドニアで住んで
いるところ？ここ：。 ニューカレドニアの大都市圏は、です。

政府と経済のニューカレドニア
ニューカレドニアの首都はNoumeaであり、政府のタイプは

議会民主主義（領土議会）; フランスです。行政部門 - 3州の
海外集団; 州アイレス（Islands Province）、ノルド県（North
Province）、州南部州（Sud）を見てみましょう。 ニューカレドニ
アの経済に関して、重要な工業製品はニッケル鉱山と製錬で
す。重要な農産物は野菜の前に新たな国民投票が行われ
なければならない。牛肉、鹿肉、その他の家畜製品; 魚ので
す。最も重要な輸出商品はferronickels、ニッケル鉱、魚であ
り、最も重要な輸出相手は中国30.4パーセント、日本
15.7％、韓国14.7％、フランス5％、ベルギー4.5％（2016年）
です。最も重要な輸入商品は機械設備、燃料、化学薬品、



食品であり、最も重要な輸入相手は、フランス25.1％、シンガ
ポール10.1パーセント、中国9.8％、オーストラリア6.2％、マレー
シア5.9％、韓国5.8％、NZ 4.6％、米国4.3％（2016年）で
す。どのくらい金持ちで、この国の人口はどれくらい豊富です
か？ここで最も重要な数字は1人当たりGDP（PPP）です：
$31,100 (2015 推定)。 これは、生活水準がここで良いことを
意味します。これは、1人あたりの国内総生産（Gross
Domestic Product）を意味し、現地の財やサービスの相対コス
トに関して再計算されることを意味します。もう一つの重要な
数字 - 貧困線以下の人口：17% (2008)。

ニューカレドニアの地図
 



我々は強くお勧めします



トップアドベンチャーゲーム：アリスと魔女のための改革

MapsGuides.com：あなたの旅行のための自由なガイド

ニュージーランド

インデックス：大陸と国, 世界の地図
ここでは、ニュージーランドの地理、住民、政府、経済およ

び歴史に関するオンラインで選択された情報を見つけることが
できます。選択された統計、全体図、ニュージーランド - の詳
細マップが含まれていますが、ここでニュージーランドの国旗から
始めましょう：
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


ニュージーランド  - 概要：
ニュージーランドについて知っておくべきことは何ですか？こ

れから始めましょう：ポリネシア人のマオリは西暦800年頃に
ニュージーランドに達しました。1840年に、彼らの指導者たち
は領土権を保持しながらビクトリア女王に領主を譲り渡した英
国とのコンパクトに入ったワイタンギ条約を締結しました。同じ
年、イギリス人は最初の植民地和解を始めました。1843年と
1872年の一連の土地戦争は、原住民の敗北で終わった。
ニュージーランドの英国植民地は1907年に独立した支配とな
り、英国は両国の戦争で軍事的に支えられました。ニュージー
ランドの多くの防衛同盟に全面的に参加したのは1980年代で
あった。近年、政府は長年のマオリの苦情に取り組んできまし
た。

ニュージーランドの地理

地球上のどこにニュージーランドがあ
りますか？この国の所在地はオセアニア、南太平洋の島々、
オーストラリア南東です。 ニュージーランドの総面積は268,838
km2であり、そのうち264,537 km2は土地である。 これはかなり
大きな国です。国の地形はどうやって説明できますか？このよ
うに：は険しい山岳地帯で、大規模な沿岸平野がある。
ニュージーランドの最下点は太平洋0 m、最も高い点Aoraki-
Mount Cook 3,724 m ニュージーランド人の3/4以上のです。気



候は温暖な地方のコントラストです。

ニュージーランドの住人
ニュージーランドで住んでいる人の数を見てみましょう。番

号は4,510,327 (7/2017 推定)です。 だから、これはあまり大き
な人口ではありません。ここに住んでいる人は？ その他
1.6％、明記されていない、または不明である5.4％。 ニュー
ジーランドの言語は何ですか？ マオリ語（公用語）89.8％、マ
オリ語（公用語）3.5％、サモア語2％、ヒンディー語1.6％、フラ
ンス語1.2％、北部中国1.2％、ユエ1％、その他20.5％ニュー
ジーランド手話（。そして宗教：カトリック11.6％、聖公会
10.8％、教会7.8％、メソジスト2.4％、ペンテコステス1.8％、そ
の他9.9％）、ヒンズー教徒2.1％、仏教徒1.4％、マオリ語キリ
スト教徒1.3％イスラム教1.1％、その他の宗教1.4％（ユダヤ
教、スピリチュアリズム、新時代の宗教、バハイ、仏教以外の
アジアの宗教を含む）、宗教なし38.5％、未明または未確認
8.2％、回答に反対する。人々は平均して何歳ですか？ 37.9
年。この数字は中央値であると付け加えなければなりません。
つまり、半分の人がこれより年上で、半分が若いです。そして、
彼らの平均余命（出生時）は何ですか？これは：81.3 年。
人々はニュージーランドで住んでいるところ？ここ：先住民マオリ
を含むニュージーランドの四分の三、上、主に都市部では、北
島に住んで。 ニュージーランドの大都市圏は、オークランドの
134万6000人 ウェリントン（首都）383,000（2015年）です。

政府と経済のニュージーランド
ニュージーランドの首都はウェリントンであり、政府のタイプ

は憲法君主制の下で生まれた女性/女性（2017年末）議会
民主主義（ニュージーランド議会）。コモンウェルス領域です。



行政部門 - 16地域と1地域。オークランド、ベイオブプレン
ティ、カンタベリー、チャタム諸島、ギズボーン、ホークスベイ、マ
ナワトゥ - ワンガヌイ、マールボロ、ネルソン、ノースランド、オタ
ゴ、サウスランド、タラナキ、タスマン、ワイカト、ウェリントン、ウェ
ストコーストを見てみましょう。 ニュージーランドの経済に関し
て、重要な工業製品は鉱業、建設、金融サービス、不動産
サービス、観光事業です。重要な農産物は乳製品、羊、牛、
家禽、果物、野菜、ワイン、シーフード、小麦および大麦で
す。最も重要な輸出商品は乳製品、食肉および食用臓物、
薪および木材、果物、原油、ワインであり、最も重要な輸出
相手は中国19.4％ 、オーストラリア（17.1％）、米国
（10.9％）、日本（6.20％）です。最も重要な輸入商品は石
油・製品、機械機械、自動車部品、電気機械、繊維であ
り、最も重要な輸入相手は中国19.9％、オーストラリア
12.6％、米国11.3％、日本7.1％、ドイツ4.8％ 4.5％、韓国
4.2％（2016年）です。どのくらい金持ちで、この国の人口はど
れくらい豊富ですか？ここで最も重要な数字は1人当たり
GDP（PPP）です：$38,500 (2017 推定)。 これは、生活水準
がここで良いことを意味します。これは、1人あたりの国内総生
産（Gross Domestic Product）を意味し、現地の財やサービス
の相対コストに関して再計算されることを意味します。もう一つ
の重要な数字 - 貧困線以下の人口：未知の%。

ニュージーランドの地図
 





我々は強くお勧めします

トップアドベンチャーゲーム：アリスと魔女のための改革

MapsGuides.com：あなたの旅行のための自由なガイド

ニカラグア

インデックス：大陸と国, 世界の地図
ここでは、ニカラグアの地理、住民、政府、経済および歴

史に関するオンラインで選択された情報を見つけることができま
す。選択された統計、全体図、ニカラグア - の詳細マップが含

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


まれていますが、ここでニカラグアの国旗から始めましょう：
 

ニカラグア - 概要：
ニカラグアについて知っておくべきことは何ですか？これから

始めましょう：ニカラグアの太平洋岸は、16世紀初めにパナマか
らスペインの植民地として定着しました。スペインからの独立は
1821年に宣言され、1838年に独立共和国となった。英国は
19世紀前半にカリブ海岸を占領したが、その後数十年間は
徐々にその地域を支配した。政府の操作と腐敗への激しい反
対は1978年までにすべての授業に広がり、1979年にDaniel
Ortega Saavedraが率いるマルクス主義のサディニスタのゲリラを
もたらした短命の内戦をもたらした。エルサルバドルの左派反
乱軍に対するニカラグアの援助は、 1980年代の大半を通じて
サディニスタ反対ゲリラを支持した。1990年、1996年、2001年
の自由で公正な選挙を失った後、サンディニスタ元大統領ダニ
エル・オルテガが2011年に大統領に選出され、最近では2016
年に行われました。2008年以来の市町村、地域、国レベルの
選挙は、広範な不正によって傷ついています。ニカラグアのイン
フラと経済（過去の内戦と1998年のハリケーン・ミッチ）は再建
されているが、オルテガ政権下では大統領が4つの支部すべて
を完全に支配するようになったことで民主主義機関は弱体化
した。司法、国会、最高選挙評議会などが含まれる。

ニカラグアの地理



地球上のどこにニカラグアがあります
か？この国の所在地はカリブ海と北太平洋にまたがる中央アメ
リカ、コスタリカとホンジュラスの間です。 ニカラグアの総面積は

130,370 km2であり、そのうち119,990 km2は土地である。 だか
ら、これは大きな国ではない。国の地形はどうやって説明でき
ますか？このように：広大な大西洋沿岸の平野は中部の内陸
山脈に上昇しています。火山が中断している太平洋沿岸の
狭い平野。 ニカラグアの最下点は太平洋0 m、最も高い点
Mogoton 2,085 mです。気候は低地では熱帯、低地ではより
涼しいです。

ニカラグアの住人
ニカラグアで住んでいる人の数を見てみましょう。番号は

6,025,951 (7/2017 推定)です。 だから、これはあまり大きな人
口ではありません。ここに住んでいる人は？ メキシコ。 ニカラグ
アの言語は何ですか？ 、ミシシッピ、カリブ海岸のメスジゾー
2％、。そして宗教：ローマカトリック教会51.6％、福音書
33.9％、スペイン語（公用語）95.3％、ミシュシト語2.2％％、
その他1.5％、不特定12.9％、なし0.2％（2016年頃）。人々
は平均して何歳ですか？ 25.7 年。この数字は中央値である
と付け加えなければなりません。つまり、半分の人がこれより年
上で、半分が若いです。そして、彼らの平均余命（出生時）は
何ですか？これは：73.5 年。人々はニカラグアで住んでいるとこ
ろ？ここ：人口の圧倒的多数は、都市部の成長の大部分を



中心に、マナグアの首都。沿岸地域はまた、大規模な人口の
クラスタを示し。 ニカラグアの大都市圏は、マナグア（資本）
956000（2015）です。

政府と経済のニカラグア
ニカラグアの首都はマナグアであり、政府のタイプは大統領

の共和国です。行政部門 - 15 departments（departamentos、
singular - departamento）と2つの自治地域（地域自治、地域
特異的自治）。ボアコ、Carazo、チナンデガ、Chontales、コスタ
カリブノルテ、コスタカリブスール、エステリ、グラナダ、ヒノテガ、レ
オン、Madriz、マナグア、雅也、マタガルパ、ヌエバセゴビア、リオ
サンファン、リバスを見てみましょう。 ニカラグアの経済に関し
て、重要な工業製品は食品加工、化学、機械、金属製品、
ニットや織物、アパレル、石油精製、流通、飲料、靴、木材、
電気ワイヤーハーネスの製造、鉱業です。重要な農産物は
コーヒー、バナナ、サトウキビ、米、トウモロコシ、タバコ、綿、ゴ
マ、大豆、豆、牛肉、子牛肉、豚肉、鶏肉、乳製品、エビ、
ロブスター、ピーナッツです。最も重要な輸出商品はコーヒー、
牛肉、金、砂糖、ピーナッツ、エビやロブスター、タバコ、葉巻、
自動車用ワイヤーハーネス、テキスタイル、アパレルであり、最
も重要な輸出相手は米国51.5パーセント、メキシコ13.8％、エ
ルサルバドル6％、ベネズエラ5.9％（2016年）です。最も重要
な輸入商品は消費財、機械設備、原材料、石油製品であ
り、最も重要な輸入相手は、米国19.7％、中国12.9％、メキ
シコ9.7％、コスタリカ7.8％、グアテマラ6.5％、オランダ領アン
ティル5.7％、エルサルバドル4.8％（2016年）です。どのくらい金
持ちで、この国の人口はどれくらい豊富ですか？ここで最も重
要な数字は1人当たりGDP（PPP）です：$5,800 (2017 推
定)。 これはかなり低い数字です。これは、1人あたりの国内総



生産（Gross Domestic Product）を意味し、現地の財やサービ
スの相対コストに関して再計算されることを意味します。もう一
つの重要な数字 - 貧困線以下の人口：29.6% (2015 推
定)。

ニカラグアの地図
 

我々は強くお勧めします



トップアドベンチャーゲーム：アリスと魔女のための改革

MapsGuides.com：あなたの旅行のための自由なガイド

ニジェール

インデックス：大陸と国, 世界の地図
ここでは、ニジェールの地理、住民、政府、経済および歴

史に関するオンラインで選択された情報を見つけることができま
す。選択された統計、全体図、ニジェール - の詳細マップが含
まれていますが、ここでニジェールの国旗から始めましょう：
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


ニジェール - 概要：
ニジェールについて知っておくべきことは何ですか？これから

始めましょう：ニジェールは1960年にフランスから独立し、1991
年までアリ・サイボー将軍が多党選挙を可能にするという国家
の圧力によって強制され、1993年に民主党政権を迎えた時ま
で、独身政権と軍事政権を経験した。政治的な内戦により、
1996年にイブラヒム・ベア大佐によるクーデターにつながった。
1999年、BAREは民主主義のルールを取り戻し、その年の12
月にママドゥ・タンジャに権力を与えた選挙を行った軍役によっ
てカウンタークーデターで殺害された。Tandjaは2004年に再選
され、2009年に大統領としての任期を延長できる憲法改正を
先導しました。2010年2月、軍の役員はTandjaを罷免し、憲
法を中止したクーデターを導いた。Issoufou Mahamadouはクー
デターに続いて2011年4月に選出され、2016年初頭に第2期
に再選されました。ニジェールは世界最小の政府サービスと資
源基盤を開発するための資金が不足している最貧国の一つ
です。アフリカのサヘル地域に共通する長期的な干ばつによっ
て、農業と生計を基盤とする大部分の経済はしばしば混乱し
ている。ニジェールは、リビアの不安、マリの紛争からの波及、ナ
イジェリア北東部の激しい過激主義など、さまざまな外部から
の脅威から国境を越えた安全保障上の懸念に直面していま
す。

ニジェールの地理



地球上のどこにニジェールがあります
か？この国の所在地は西アフリカ、アルジェリアの南東です。 ニ
ジェールの総面積は1.267 百万 km2であり、そのうち1,266,700
km2は土地である。 だからこれは非常に大きな国です。国の
地形はどうやって説明できますか？このように：砂漠の平野と
砂丘が主にあります。南の平坦な平原から平野の平野まで;
北部の丘陵。 ニジェールの最下点はニジェール川200m、最も
高い点イドカール・ナタグ2,022mです。気候は砂漠; 主に熱
い、乾燥した、ほこりの多い; 極端な南部の熱帯地方ではで
す。

ニジェールの住人
ニジェールで住んでいる人の数を見てみましょう。番号は

19,245,344 (7/2017 推定)です。 だから、これはあまり大きな
人口ではありません。ここに住んでいる人は？ ハウサ53.1パー
セント、Zarma /ソンガイ21.2％、トゥアレグ11％、フラニ（Peul）
6.5％、カヌリ語5.9％、Gurma 0.8％、アラブ0.4％、Tubu
0.4％、その他/利用不可0.9％（2006年版）。 ニジェールの言
語は何ですか？ フランス語（公用語）、ハウサ語、Djerma。そ
して宗教：イスラム教徒80％、その他（先住民信念とキリスト
教を含む）20％。人々は平均して何歳ですか？ 15.4 年。こ
の数字は中央値であると付け加えなければなりません。つま



り、半分の人がこれより年上で、半分が若いです。そして、彼
らの平均余命（出生時）は何ですか？これは：55.9 年。人々
はニジェールで住んでいるところ？ここ：大多数の人々は、ナイ
ジェリアとの国境沿いの国の極端な極端に位置し、ベニン・。
ニジェールの大都市圏は、ニアメイ（首都）109万人（2015年）
です。

政府と経済のニジェール
ニジェールの首都はニアメであり、政府のタイプは大統領共

和国です。行政部門 - 7地域（地域、特異地域）コミュニケー
トurbaine）。を見てみましょう。 ニジェールの経済に関して、重
要な工業製品はウラン鉱業、石油、セメント、レンガ、石鹸、
織物、食品加工、化学薬品、屠殺場ウラン鉱石、です。重
要な農産物はサトウキビ、ワタ、ピーナッツ、キビ、ソルガム、
キャッサバ（マニアック、タピオカ）、米; 牛、羊、ヤギ、ラクダ、ロ
バ、ウマ、家禽です。最も重要な輸出商品はウラン鉱石、家
畜、カウペ、タマネギであり、最も重要な輸出相手はフランス
31.3％ 、タイ11.6％、マレーシア11.1％、ナイジェリア9.5％、マ
リ5.6％、中国5.3％（2016年）です。最も重要な輸入商品は
食料品、機械、自動車部品、石油、穀類であり、最も重要
な輸入相手はフランス28.3％、中国16.1％、米国7.8％、ナイ
ジェリア5.8％タイ5.8％（2016年）です。どのくらい金持ちで、こ
の国の人口はどれくらい豊富ですか？ここで最も重要な数字
は1人当たりGDP（PPP）です：$1,200 (2017 推定)。 これは非
常に低い数値です。これは、1人あたりの国内総生産（Gross
Domestic Product）を意味し、現地の財やサービスの相対コス
トに関して再計算されることを意味します。もう一つの重要な
数字 - 貧困線以下の人口：45.4% (2014 推定)。

ニジェールの地図



 

我々は強くお勧めします



トップアドベンチャーゲーム：アリスと魔女のための改革

MapsGuides.com：あなたの旅行のための自由なガイド

ナイジェリア

インデックス：大陸と国, 世界の地図
ここでは、ナイジェリアの地理、住民、政府、経済および歴

史に関するオンラインで選択された情報を見つけることができま
す。選択された統計、全体図、ナイジェリア - の詳細マップが
含まれていますが、ここでナイジェリアの国旗から始めましょう：
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


ナイジェリア - 概要：
ナイジェリアについて知っておくべきことは何ですか？これか

ら始めましょう：ナイジェリアとアフリカで最も人口の多い国になる
ことに対する英国の影響力とコントロールは、19世紀にかけて
成長しました。第二次世界大戦後の一連の憲法は、ナイジェ
リアのより大きな自治を認めた。1960年の独立後、1998年の
軍事首脳の死によって政治移行が可能になるまで、政治は
クーデターと大部分の軍事的ルールによって特徴づけられた。
1999年、新しい憲法が採択され、民間政府への平穏な移行
が完了した。政府は、民主主義制度化と石油ベースの経済
の改革という厄介な課題に直面し続けています。その経済
は、腐敗や経営不安によって浪費されています。加えて、ナイ
ジェリアは長年の民族的、宗教的緊張を経験し続けていま
す。2003年と2007年の大統領選挙の両方が著しい不規則と
暴力によって傷つけられたが、ナイジェリアは現在独立以来最
も長い民間統治期間を経験している。2007年4月の総選挙
では、民間人から民間人への初の移籍が行われ、2011年の
選挙は一般的に信頼できるものとみなされた。2015年の選挙
は、1999年以来統治してきた長民主党を破って、野党野
党、オールプログレッシブ大会と民間人のルールへの復帰以
来、ナイジェリアで最もよく実行されていると考えられている。
2011年の選挙は一般的に信用できるものとみなされた。2015
年の選挙は、1999年以来統治してきた長民主党を破って、
野党野党、オールプログレッシブ大会と民間人のルールへの復
帰以来、ナイジェリアで最もよく実行されていると考えられてい
る。2011年の選挙は一般的に信用できるものとみなされた。



2015年の選挙は、1999年以来統治してきた長民主党を破っ
て、野党野党、オールプログレッシブ大会と民間人のルールへ
の復帰以来、ナイジェリアで最もよく実行されていると考えられ
ている。

ナイジェリアの地理

地球上のどこにナイジェリアがありま
すか？この国の所在地は西アフリカ、ベニンとカメルーンの間の

ギニア湾に接するです。 ナイジェリアの総面積は923,768 km2

であり、そのうち910,768 km2は土地である。 これはかなり大き
な国です。国の地形はどうやって説明できますか？このように：
南部の低地で乾燥して中央の丘と台地に合流する。南東部
の山、北部の平野。 ナイジェリアの最下点は大西洋0メート
ル、最も高い点チャパル・ワッディ山2419メートルです。気候
は、南方の赤道、中央の熱帯、北部のです。

ナイジェリアの住人
ナイジェリアで住んでいる人の数を見てみましょう。番号は

190,632,261です。 だから、この国は世界で最も人口の多い
国の一つです。ここに住んでいる人は？ アフリカで最も人口の
多い国ナイジェリアは、250以上の民族グループで構成されて
います。ハウサとフルラニが29％、ヨルバが21％、イボが18％、
イーソウが10％、カナリが4％、イビビオが3.5％、。 ナイジェリア



の言語は何ですか？ イタリア語が2.5％、ハウサ語とヨルバ語
が最も人口密度が高く、イボ（イボ）、フルラニ、500以上の先
住民族言語。そして宗教：イスラム教徒50％、キリスト教徒
40％、先住民信仰10％。人々は平均して何歳ですか？
18.4 年。この数字は中央値であると付け加えなければなりま
せん。つまり、半分の人がこれより年上で、半分が若いです。
そして、彼らの平均余命（出生時）は何ですか？これは：53.8
年。人々はナイジェリアで住んでいるところ？ここ：。重要な人
口集団が全国に散在しており、最も密度の高い地域は南部
と南西部の。 ナイジェリアの大都市圏は、ラゴスにあります。
Kano 35870000; イバダン（316万人）アブジャ（資本金）は444
万ドル。ポートハーコート（Port Harcourt）ベニン市1.496百万
（2015年）です。

政府と経済のナイジェリア
ナイジェリアの首都はアブジャであり、政府のタイプは連邦

大統領共和国です。行政部門 - 36州と1地域。エヴァンギ、
エヌギ、連邦首都圏、ゴンベ、イモ、ジガワ、カドゥナ、カノ、カ
チーナ、ケビ、コギ、アブダビ、アビヤ、アダマワ、アバワボム、アナ
ンブラ、バウチ、ベイサ、ベネ、ボルノ、 Kwara、Lagos、
Nasarawa、Niger、Ogun、Ondo、Osun、Oyo、Plateau、
Rivers、Sokoto、Taraba、Yobe、Zamfaraを見てみましょう。 ナ
イジェリアの経済に関して、重要な工業製品は原油、石炭、
スズ、コロンバイト; ゴム製品、木材; 皮および皮、繊維、セメン
トおよび他の建築材料、食品、履物、化学品、肥料、印刷、
セラミック、スチールです。重要な農産物はココア、ピーナッツ、
綿、ヤシ油、トウモロコシ、イネ、ソルガム、キビ、キャッサバ
（キャッサバ、タピオカ）、糸、ゴム。ウシ、ヒツジ、ヤギ、ブタ; 木
材; 魚です。最も重要な輸出商品は及び石油製品95％、コ



コア、ゴム（2012 EST）であり、最も重要な輸出相手はインド
34中国5.9％、南アフリカ5.5％、カナダ5.1％（2016）です。最
も重要な輸入商品は機械、化学、輸送機器、食品、であ
り、最も重要な輸入相手は生き物中国20.3％、米国8.3％、
ベルギー7.6 ％、米国9％、スペイン5.9 ％ 、英国4.4％、オラ
ンダ4.1％（2016年）です。どのくらい金持ちで、この国の人口
はどれくらい豊富ですか？ここで最も重要な数字は1人当たり
GDP（PPP）です：$5,900 (2017 推定)。 これはかなり低い数
字です。これは、1人あたりの国内総生産（Gross Domestic
Product）を意味し、現地の財やサービスの相対コストに関して
再計算されることを意味します。もう一つの重要な数字 - 貧
困線以下の人口：70% (2010 推定)。

ナイジェリアの地図
 



我々は強くお勧めします



トップアドベンチャーゲーム：アリスと魔女のための改革

MapsGuides.com：あなたの旅行のための自由なガイド

ニウエ

インデックス：大陸と国, 世界の地図
ここでは、ニウエの地理、住民、政府、経済および歴史に

関するオンラインで選択された情報を見つけることができます。
選択された統計、全体図、ニウエ - の詳細マップが含まれてい
ますが、ここでニウエの国旗から始めましょう：
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


ニウエ - 概要：
ニウエについて知っておくべきことは何ですか？これから始め

ましょう：ニウエの遠隔性、ポリネシア人の住民と隣接するクック
諸島の文化的、言語的な違いにより、それはニュージーランド
によって別々に管理されていました。島の人口は、南西に
2,400キロのニュージーランドへの実質的な移住を伴って（1966
年の5,200人のピークから2017年には1,618人に）減少し続け
ている。

ニウエの地理

地球上のどこにニウエがありますか？
この国の所在地はオセアニア、南太平洋の島、トンガの東で

す。 ニウエの総面積は260 km2であり、そのうち260 km2は土
地である。 だからこれはかなり小さい国です。国の地形はどう
やって説明できますか？このように：海岸に沿った急斜面の石
灰岩崖、中部の高原。 ニウエの最下点は太平洋0 m、最も
高い点無名標高Hikutavakeから東へ1.4 km 80 mのです。気
候は、東南アジアの貿易風によって修正されたです。

ニウエの住人
ニウエで住んでいる人の数を見てみましょう。番号は1,618

(7/2017 推定)です。 そう多くの人がここに住んでいるわけでは
ありません。ここに住んでいる人は？ Niuen 66.5パーセント、



パートNiuen 13.4％、非Niuen 20.1％（12％ヨーロッパおよびア
ジア含まれており、8％太平洋諸島）（2011 EST。）。 ニウエの
言語は何ですか？ Niuean（公式）46％（ポリネシア語ニエアン
と英語32％、英語11％、。そして宗教：ニウエーン5％、その他
6％（2011年の推定）Ekalesia Niue（ニウエの会衆キリスト教教
会 - 宣教師によって設立されたプロテスタント教会ローマカト
リック10％、エホバの証人2％、その他6％、なし（ロンドン宣教
協会から）67％、他プロテスタント3％（第7日目アドベンティス
ト1％、長老1％、メソジスト1％を含む）、モルモン10％、ロー
マカトリック10％ 2％（2011 EST。）。人々は平均して何歳で
すか？ これは不明です。この数字は中央値であると付け加え
なければなりません。つまり、半分の人がこれより年上で、半分
が若いです。そして、彼らの平均余命（出生時）は何ですか？
これは：未知の。人々はニウエで住んでいるところ？ここ：島の
周辺沿岸地域を中心に分布する人口。 ニウエの大都市圏
は、アロフィ（資本）千（2014）です。

政府と経済のニウエ
ニウエの首都はAlofiであり、政府のタイプはニュージーラン

ドとの自由連合における自治政治的議会民主主義（Fouo
Ekepule）です。行政部門 - none; 注 -を見てみましょう。 ニウ
エの経済に関して、重要な工業製品は手工芸品、食品加
工です。重要な農産物はココナッツ、パッションフルーツ、蜂
蜜、ライム、タロイモ、ヤムイモ、キャッサバ（キャッサバ、タピオ
カ）、サツマイモ。豚、家禽、牛のです。最も重要な輸出商品
は缶詰のココナッツクリーム、コプラ、蜂蜜、バニラ、パッションフ
ルーツ製品、パパパ、根作物、ライム、フットボール、切手、手
工芸品であり、最も重要な輸出相手はこれは不明ですです。
最も重要な輸入商品は食糧、生きた動物、製造品、機械、



燃料、潤滑油、薬品、薬物であり、最も重要な輸入相手は
これは不明ですです。どのくらい金持ちで、この国の人口はど
れくらい豊富ですか？ここで最も重要な数字は1人当たり
GDP（PPP）です：$5,800 (2003 推定)。 これはかなり低い数
字です。これは、1人あたりの国内総生産（Gross Domestic
Product）を意味し、現地の財やサービスの相対コストに関して
再計算されることを意味します。もう一つの重要な数字 - 貧
困線以下の人口：未知の%。

ニウエの地図
 



我々は強くお勧めします

トップアドベンチャーゲーム：アリスと魔女のための改革

MapsGuides.com：あなたの旅行のための自由なガイド

北マリアナ諸島

インデックス：大陸と国, 世界の地図
ここでは、北マリアナ諸島の地理、住民、政府、経済およ

び歴史に関するオンラインで選択された情報を見つけることが
できます。選択された統計、全体図、北マリアナ諸島 - の詳
細マップが含まれていますが、ここで北マリアナ諸島の国旗から

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


始めましょう：
 

北マリアナ諸島 - 概要：
北マリアナ諸島について知っておくべきことは何ですか？こ

れから始めましょう：北マリアナ諸島の人々は、国連太平洋地
域信託地域の一環としての米国政府の下で、1970年代に独
立を求めることなく、米国とのより密接なつながりを築くことを決
めました。領土の状態のための交渉は米国との政治同盟に連
邦を確立するための契約を新政府と憲法は1978年に施行さ
れた三月1976年、1975年に承認され、24日に発効した1972
年に始まった

北マリアナ諸島の地理

地球上のどこに北マリアナ諸島があ
りますか？この国の所在地は、オセアニアの島々を北太平洋、
ハワイからフィリピンへの道のりの約4分のです。 北マリアナ諸島

の総面積は464 km2であり、そのうち464 km2は土地である。
だからこれはかなり小さい国です。国の地形はどうやって説明
できますか？このように：この南北方向の流行列島の南の
島々は石灰岩で、サンゴ礁が茂っています。北の島々は火山
であり、いくつかの島に活発な火山があります。。 北マリアナ諸
島の最下点は太平洋0 m、最も高い点無名標高Agrihan
965 mです。気候は熱帯海洋; 北東の貿易風によって緩和さ



れ、季節的な温度変化はほとんどない。乾季12月〜6月、雨
季7月〜10月です。

北マリアナ諸島の住人
北マリアナ諸島で住んでいる人の数を見てみましょう。番

号は52,263 (7/2017 推定)です。 そう多くの人がここに住んで
いるわけではありません。ここに住んでいる人は？ アジア50％
フィリピン35.3％、中国6.8％、韓国4.2％、その他アジア
3.7％）、ネイティブハワイアンまたはその他の太平洋諸島
34.9％（チャモロ23.9％、キャロリーヌ4.6％、その他のネイティブ
ハワイアンまたは太平洋諸島6.4％ ％、2つ以上の民族また
は人種12.7％（2010年の推定）。 北マリアナ諸島の言語は何
ですか？ フィリピン語32.8％、チャモロ24.1％、英語17％、そ
の他の太平洋島嶼国語10.1％、中国語6.8％、その他のアジ
ア系言語7.3％、その他1.9％（2010年版）。そして宗教：クリス
チャン（ローマカトリック大多数、サイパンサイパン（首都）49,000
人（2014年）75.4歳2.8 歳の子供（2017年est ）に。人々は平
均して何歳ですか？ 33.6 年。この数字は中央値であると付
け加えなければなりません。つまり、半分の人がこれより年上
で、半分が若いです。そして、彼らの平均余命（出生時）は何
ですか？これは：75.4 年。人々は北マリアナ諸島で住んでいる
ところ？ここ：の人口の約90％が住んでいます。。）大統領民
主主義。米国のサイパンとの政治的な連合の共通点15 12
N、145 45 E。 北マリアナ諸島の大都市圏は、です。

政府と経済の北マリアナ諸島
北マリアナ諸島の首都はであり、政府のタイプはです。行

政部門 - なし（米国との政治的連合における連邦）。北部諸
島、ロタ、サイパン、ティニアンを見てみましょう。 北マリアナ諸



島の経済に関して、重要な工業製品は観光、銀行、建設、
漁業、手工芸品、その他のサービスです。重要な農産物は野
菜やメロン、フルーツ、ナッツ、観葉植物; 家畜、家禽、卵; 魚
および養殖製品です。最も重要な輸出商品は衣類であり、
最も重要な輸出相手はこれは不明ですです。最も重要な輸
入商品は食品、建設機器および材料、石油製品であり、最
も重要な輸入相手はこれは不明ですです。どのくらい金持ち
で、この国の人口はどれくらい豊富ですか？ここで最も重要な
数字は1人当たりGDP（PPP）です：$13,300 (2013 推定)。 こ
れはかなり良いです。これは、1人あたりの国内総生産（Gross
Domestic Product）を意味し、現地の財やサービスの相対コス
トに関して再計算されることを意味します。もう一つの重要な
数字 - 貧困線以下の人口：未知の%。

北マリアナ諸島の地図
 



我々は強くお勧めします



トップアドベンチャーゲーム：アリスと魔女のための改革

MapsGuides.com：あなたの旅行のための自由なガイド

ノルウェー

インデックス：大陸と国, 世界の地図
ここでは、ノルウェーの地理、住民、政府、経済および歴

史に関するオンラインで選択された情報を見つけることができま
す。選択された統計、全体図、ノルウェー - の詳細マップが含
まれていますが、ここでノルウェーの国旗から始めましょう：
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


ノルウェー - 概要：
ノルウェーについて知っておくべきことは何ですか？これから

始めましょう：994年にOlav Tryggvason王のキリスト教の採択に
続いて2世紀に渡ってヨーロッパに侵入した。ノルウェーの王国
の改宗は数十年にわたって起こった。1397年、ノルウェーは4
世紀以上続いたデンマークとの組合に吸収された。1814年、
ノルウェー人はスウェーデンへの自国の譲歩に抵抗し、新しい
憲法を採択した。スウェーデンはノルウェーを侵略したが、ノル
ウェーにスウェーデンの王の下で組合を受け入れることの代償と
して憲法を守らせることに合意した。19世紀を通じて上昇する
ナショナリズムは、1905年のノルウェーの独立を支持する国民
投票をもたらした。ノルウェーは第一次世界大戦では中立を
保っていましたが、船積みに大きな損失を被りました。ノル
ウェーは第二次世界大戦の始まりで中立性を宣言しました
が、それにもかかわらずナチス・ドイツ（1940-45）が5年間占領
しました。1949年、ノルウェーは中立性を放棄し、NATOのメ
ンバーになった。1960年代後半に隣接する水域での石油とガ
スの発見は、ノルウェーの経済的運勢を高めました。1972年と
1994年に行われた国民投票では、ノルウェーはEU加盟を拒
否した。国内の主な問題には、少数民族の移住と統合、高
齢化社会の中での社会的安全網の維持、経済競争力の維
持などがあります。

ノルウェーの地理



地球上のどこにノルウェーがあります
か？この国の所在地はスウェーデン西部の北海と北大西洋に

接する北ヨーロッパです。 ノルウェーの総面積は323,802 km2

であり、そのうち304,282 km2は土地である。 これはかなり大き
な国です。国の地形はどうやって説明できますか？このように：
氷に覆われた。肥沃な谷で崩壊した大部分の高原と険しい
山々。小さい、散らばった平地。フィヨルドによって深くくぼんだ
海岸線。天然ガス、鉄鉱石、銅、鉛、亜鉛、チタニウム、パイ
ライト、ニッケル、魚、木材、ハイドロポーの北極。 ノルウェーの
最下点はノルウェー海0 m、最も高い点Galdhopiggen 2,469 m
です。気候は海岸沿いの温帯、北大西洋の流れによって修
正された。増加した降水量と寒い夏を伴うより冷たい室内; 西
海岸の雨が一年中です。

ノルウェーの住人
ノルウェーで住んでいる人の数を見てみましょう。番号は

5,320,045 (7/2017 推定)です。 だから、これはあまり大きな人
口ではありません。ここに住んでいる人は？ ノルウェーの83.2
パーセント（約60,000サミを含みます）、他のヨーロッパ8.3％、
その他8.5％（2017 EST。）。 ノルウェーの言語は何ですか？
ブークモールノルウェー語（公式）、ニーノシュクノルウェー（公



式） 、小さなSami-とフィンランド圏の少数民族。そして宗教：
ノルウェーの教会（福音ルーテル-公式）71.5パーセント、ローマ
カトリック2.8％、その他のキリスト教3.9％、イスラム教2.8％、そ
の他2％、未指定の7.5％（2016 EST）。人々は平均して何
歳ですか？ 39.2 年。この数字は中央値であると付け加えな
ければなりません。つまり、半分の人がこれより年上で、半分が
若いです。そして、彼らの平均余命（出生時）は何ですか？こ
れは：81.9 年。人々はノルウェーで住んでいるところ？ここ：ほと
んどのノルウェー人は気候が緩やかな南部に住み、欧州本土
との良好なつながりがあります。人口クラスターは南西部の北
海岸、南東部のスカゲラクに沿って、北の内部領域は、過疎
のまま。 ノルウェーの大都市圏は、OSLO（資本）
986000（2015）です。

政府と経済のノルウェー
ノルウェーの首都はオスロであり、政府のタイプは議会立憲

君主制です。行政部門 - 19の郡（fylker、単数- Fylkeの）; ノ
ルウェー、オランダ、オスロ、オストフォルド、ロガランド、ソーゴ
ン・ジョルダン、ソー・トロンデラグ、テレマーク、トロムス、ベスト・
エイダー、ベストフォルド、オス・アゲーダー、オースト・アゲー
ダー、ブスケルー、フィンランド、ヘドマルク、を見てみましょう。
ノルウェーの経済に関して、重要な工業製品は石油・ガス、
海運、漁業、養殖業、食品加工、造船、パルプおよび紙製
品、金属、化学品、木材、鉱業、繊維です。重要な農産物
は豚肉、牛肉、子牛、乳; 魚のです。最も重要な輸出商品
は魚石油及び石油製品、機械設備、金属、化学薬品、船
を、であり、最も重要な輸出相手は英国21 、ドイツ14.4％、
オランダ10.7％、フランス6.9％、スウェーデン6.5％、ベルギー
4.4％、米国4.3％、デンマーク4％（2016）です。最も重要な



輸入商品は機械器具、化学品、金属、食料品であり、最も
重要な輸入相手はドイツ12.2％、スウェーデン12.2％、中国
11.2％、米国6.6％、デンマーク5.7％、英国5.2％、オランダ
4.1％（2016年）です。どのくらい金持ちで、この国の人口はど
れくらい豊富ですか？ここで最も重要な数字は1人当たり
GDP（PPP）です：$70,600 (2017 推定)。 これは、人々がここ
で平均的に富んでいることを意味します。これは、1人あたりの
国内総生産（Gross Domestic Product）を意味し、現地の財
やサービスの相対コストに関して再計算されることを意味しま
す。もう一つの重要な数字 - 貧困線以下の人口：未知の%。

ノルウェーの地図
 





我々は強くお勧めします

トップアドベンチャーゲーム：アリスと魔女のための改革

MapsGuides.com：あなたの旅行のための自由なガイド

オマーン

インデックス：大陸と国, 世界の地図
ここでは、オマーンの地理、住民、政府、経済および歴史

に関するオンラインで選択された情報を見つけることができま
す。選択された統計、全体図、オマーン - の詳細マップが含ま

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


れていますが、ここでオマーンの国旗から始めましょう：
 

オマーン - 概要：
オマーンについて知っておくべきことは何ですか？これから始

めましょう：オマーンの住民はインド洋の貿易から長い間繁栄し
てきました。18世紀後半には、マスカットの新生国のサルタン
人が、英国と一連の友好条約に署名しました。時間の経過と
ともに、英国の政治・軍事顧問へのオマーンの依存度は高まり
ましたが、スルタン帝国は決して英国の植民地にはなりません
でした。1970年、カブース・ビン・サイド・アル・サイドは父親を転
覆し、以来、サルタンとして支配してきたが、後継者を指定し
ていない。彼の広範な近代化プログラムは、英国と米国との
長年の緊密な関係を維持しながら、外の国に国を開いた。オ
マーンの中等度の独立した外交政策は、近隣諸国との良好
な関係を維持し、外部の絡み合いを避けるよう努めてきた。
2011年1月から中東および北アフリカを襲った人気蜂起に触発
されたオマーン人は、より多くの雇用と経済的利益と腐敗の終
了を求めるデモを上演しました。こうした抗議者の要求に応え
て、2011年のカブースは、マズリス・シュウラに立法権や規制権
限を与え、失業給付を増やすなど、経済的・政治的改革を
実行することを約束した。さらに、2012年8月、スルタンは、何
千もの公的および民間部門のオマーンの職種のための国家雇
用創出計画の迅速な実施を義務付ける王立指令を発表し
た。オマーンは、権威を分権化し、地方自治体への市民参加
を拡大する政府の努力の一環として、2012年12月に最初の
地方議会選挙を成功裏に実施した。2011年にスルタンによっ



て発表された地方自治体評議会は、オマーンの11の地方の
地方地区のニーズについて王立裁判所に助言する権限を
持っています。スルタンはドイツで8ヶ月後に2015年3月にオ
マーンに戻って医療を受けた。彼はその後、何度か公表され
た。

オマーンの地理

地球上のどこにオマーンがありますか？
この国の所在地はアラブ海、オマーン湾、ペルシャ湾と接する
中東、イエメンとアラブ首長国連邦との間です。 オマーンの総

面積は309,500 km2であり、そのうち309,500 km2は土地であ
る。 これはかなり大きな国です。国の地形はどうやって説明で
きますか？このように：中央砂漠北部の平野、険しい山々や
南。 オマーンの最下点は、アラビア海0メートル、最も高い点
ジャバルシャムス3004メートルです。気候は乾燥砂漠; 海岸に
沿って高温多湿 ホット、ドライインテリア; 強いはるか南の南西
夏のモンスーン（9月-5月）です。

オマーンの住人
オマーンで住んでいる人の数を見てみましょう。番号は

3,424,386 (7/2017 推定)です。 だから、これはあまり大きな人
口ではありません。ここに住んでいる人は？ （インド、パキスタ
ン、スリランカ、バングラデシュ）、アフリカ。 オマーンの言語は何



ですか？ アラビア語（公用語）、英語、バルチ、ウルドゥー語、
インド方言。そして宗教：85.9％、キリスト教徒6.5％、ヒンズー
教徒5.5％、仏教徒0.8％、ユダヤ人。人々は平均して何歳
ですか？ 25.6 年。この数字は中央値であると付け加えなけれ
ばなりません。つまり、半分の人がこれより年上で、半分が若
いです。そして、彼らの平均余命（出生時）は何ですか？これ
は：75.7 年。人々はオマーンで住んでいるところ？ここ：人口の
大部分は、北のアルハーガル山脈周辺に位置している。遠い
南部のサラーラ市のまわりにもう一つの小さい群集が見いださ
れます。ほとんどの国はまばらに残っています。 オマーンの大都
市圏は、マスカット（首都）838,000（2015年）です。

政府と経済のオマーン
オマーンの首都はマスカットであり、政府のタイプは絶対君

主制です。行政部門 - 11総督（ムハファザト、単数 - ムハ
ファーザ）; （Al Batinah South）、Janub ash Sharqiyah（Ash
Sharqiyah South）、Masqat（Muscat）、Musandam、Shamal al
Batinah（Al Batinah North）、シャマル灰シャルキヤ（Shamal ash
Sharqiyah）アブ・シャルキア・ノース）、ズファール（Dhofar）を見て
みましょう。 オマーンの経済に関して、重要な工業製品は原
油の生産および精製、天然および液化天然ガスの生産、建
設、セメント、銅、鉄鋼、化学、視神経fibeです。重要な農産
物は日付、石灰、バナナ、アルファルファ、ラクダ、牛; 魚油で
す。最も重要な輸出商品は石油、再輸出、魚、金属、繊維
製品であり、最も重要な輸出相手は、中国の47.8パーセン
ト、UAE 8.3％、インド4.1％（2016年）です。最も重要な輸入
商品は機械や輸送機器、工業製品、食品、畜産、潤滑剤
であり、最も重要な輸入相手はUAE 44.9パーセント、中国
4.8％、インド4.8％（2016年）です。どのくらい金持ちで、この



国の人口はどれくらい豊富ですか？ここで最も重要な数字は1
人当たりGDP（PPP）です：$45,500 (2017 推定)。 これは、
人々がここで平均的に富んでいることを意味します。これは、1
人あたりの国内総生産（Gross Domestic Product）を意味し、
現地の財やサービスの相対コストに関して再計算されることを
意味します。もう一つの重要な数字 - 貧困線以下の人口：
未知の%。

オマーンの地図
 



我々は強くお勧めします

トップアドベンチャーゲーム：アリスと魔女のための改革

MapsGuides.com：あなたの旅行のための自由なガイド

パキスタン

インデックス：大陸と国, 世界の地図
ここでは、パキスタンの地理、住民、政府、経済および歴

史に関するオンラインで選択された情報を見つけることができま
す。選択された統計、全体図、パキスタン - の詳細マップが含
まれていますが、ここでパキスタンの国旗から始めましょう：

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


 

パキスタン - 概要：
パキスタンについて知っておくべきことは何ですか？これから

始めましょう：インダスバレーの文明は、世界で最も古く、少なく
とも5,000年前のもので、現在パキスタンの多くに広がっていま
す。纪元前2千年の間に、この文化の残骸は移住インドアリア
人と融合しました。ペルシャ人、ギリシャ人、スキタイ人、アラブ
人（イスラム教徒を連れてきた人）、アフガニスタン人、トルコ人
から、何世紀にもわたって侵略が続いています。ムガール帝国
は16世紀と17世紀に栄えた。イギリス人は18世紀にこの地域
を支配するようになりました。1947年に英国のインドがパキスタ
ンのムスリム州（西部と東部を含む）と主にヒンズー教徒のイン
ドに分離されたことは決して満足のいくものではなく、インドとパ
キスタンは1947-48年、1965年、1999年に2回の戦争と限られ
た紛争紛争を起こしたカシミール地方で インドがパキスタン政
界でベンガリスを疎外させた1971年の第3次戦争により、東パ
キスタンはバングラデシュの独立国となった。インドの核兵器テ
ストに対応して、パキスタンは1998年中頃に独自のテストを実
施した。インドとパキスタンの関係は2000年代半ばに改善した
が、2008年11月のムンバイ攻撃以来激しく、パキスタンに拠点
を置く疑いのある過激派によるインドの攻撃によってさらに緊張
している。ナワズ・シャリフ氏は、2013年に首相に就任し、民
主的に選出された政府が満期を迎え、続いて民主的に選出
された政府に移行したことを初めて表明した。2017年7月、最
高裁判所はSharifを公職から解任し、8月にShahid Khaqan
Abbasiが彼を首相に代えた。パキスタンはテフリック・タリバン・パ



キスタン（TTP）やその他の戦闘的なネットワークを含む政府機
関と民間人を標的とする過激派との数十年間にわたる武力
紛争に巻き込まれている。

パキスタンの地理

地球上のどこにパキスタンがあります
か？この国の所在地はアラビア海に接する南アジア、西インド
のイランとアフガニスタン、北部の中国との間です。 パキスタンの

総面積は796,095 km2であり、そのうち770,875 km2は土地で
ある。 これはかなり大きな国です。国の地形はどうやって説明
できますか？このように：三個の大地理的領域に分割さ：北部
高地、中央および東のインダス川平野、および南部のバロチス
タン高原と西。 パキスタンの最下点は、アラビア海0メートル、
最も高い点K2（山ゴドウィン・オースティン）8611メートルです。
気候は大部分が暑く乾燥した砂漠。北西部の温帯; 北部の
北極です。

パキスタンの住人
パキスタンで住んでいる人の数を見てみましょう。番号は

204,924,861 (7/2017 推定)です。 だから、この国は世界で最
も人口の多い国の一つです。ここに住んでいる人は？ パンジャ
ブ44.7％、パシュトゥン15.4％、シンディ14.1％、サリアキ
8.4％、ムハジール7.6％、バロチア3.6％、その他6.3％。 パキ
スタンの言語は何ですか？ パンジャブ48％、シンディ12％、サ



ライキ（パンジャブ語）10％パキスタン）8％、ウルドゥー語（公
式）8％、バロチ3％、ヒンズーコ2％、ブラフイ1％、英国（パキ
スタンのエリートとほとんどの政府省庁のリンガフランカ）、ブルサ
スキー、その他8％の。そして宗教：イスラム教徒）96.4％（スン
ニ派85-90％、シアー10-15％）、その他（キリスト教とヒンズー
教徒を含む）3.6％（2010年の推定値）。人々は平均して何
歳ですか？ 23.8 年。この数字は中央値であると付け加えな
ければなりません。つまり、半分の人がこれより年上で、半分が
若いです。そして、彼らの平均余命（出生時）は何ですか？こ
れは：68.1 年。人々はパキスタンで住んでいるところ？ここ：イ
ンダス川とその支流は、パンジャブ州で最も密集した住民との
和解。 パキスタンの大都市圏は、カラチ16,618,000; ラホール
8.741百万人、ファイサラバード35670000; ラワルピンディ2506
百万; マルタン1.921百万。イスラマバード（首都）136万5,000
人（2015年）です。

政府と経済のパキスタン
パキスタンの首都はイスラマバードであり、政府のタイプは

連邦議会共和国です。行政部門 - 4州、1テリトリー、1首都
圏。バロチスタン、連邦直轄部族地域、イスラマバード首都
特別地域、カイバル・パクトゥンクワ州（旧北西辺境州）、パン
ジャブ、シンドを見てみましょう。 パキスタンの経済に関して、
重要な工業製品は衣料品、ベッドリネン、綿布、糸）、米、皮
革製品、スポーツ用品、化学品（繊維、衣料品、食品加
工、医薬品、外科用器具、建材、紙製品、肥料、エビ）で
す。重要な農産物は綿、小麦、米、サトウキビ、果物、野
菜、ミルク、ビーフ、マトン、卵です。最も重要な輸出商品は、
製造、手術器具、カーペットやラグであり、最も重要な輸出相
手は米国16.3％、中国7.6％、英国7.4％、アフガニスタン



6.5％、ドイツ5.7％（2016年）です。最も重要な輸入商品は、
石油、石油製品、機械、プラスチック、輸送機器、食用油、
紙・板紙、鉄鋼、茶であり、最も重要な輸入相手は中国
29.1％、アラブ首長国連邦13.2％、インドネシア4.4％、米国
4.3％、日本4.2％（2016年）です。どのくらい金持ちで、この国
の人口はどれくらい豊富ですか？ここで最も重要な数字は1人
当たりGDP（PPP）です：$5,400 (2017 推定)。 これはかなり低
い数字です。これは、1人あたりの国内総生産（Gross
Domestic Product）を意味し、現地の財やサービスの相対コス
トに関して再計算されることを意味します。もう一つの重要な
数字 - 貧困線以下の人口：29.5% (FY2013 推定)。

パキスタンの地図
 



我々は強くお勧めします



トップアドベンチャーゲーム：アリスと魔女のための改革

MapsGuides.com：あなたの旅行のための自由なガイド

パラオ

インデックス：大陸と国, 世界の地図
ここでは、パラオの地理、住民、政府、経済および歴史に

関するオンラインで選択された情報を見つけることができます。
選択された統計、全体図、パラオ - の詳細マップが含まれてい
ますが、ここでパラオの国旗から始めましょう：
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パラオ - 概要：
パラオについて知っておくべきことは何ですか？これから始め

ましょう：米国の政権下にある国連太平洋地域の一環として
の30年後、キャロライン諸島の最西端の集落は、ミクロネシア
連邦に加わるのではなく、1978年に独立を選んだ。米国との
自由協定は1986年に承認されたが、1993年まで批准されて
いない。島は独立した翌年に発効した。

パラオの地理

地球上のどこにパラオがありますか？
この国の所在地はオセアニア、北太平洋の島々、フィリピンの

南東です。 パラオの総面積は459 km2であり、そのうち459
km2は土地である。 だからこれはかなり小さい国です。国の地
形はどうやって説明できますか？このように：山脈の高い山間
の主要島から、通常は大きな珊瑚礁の島々までさまざまな地
形があります。 パラオの最下点は太平洋0 m、最も高い点山
岳地帯242 mです。気候はtropical; 高温多湿; 雨季5月から
11月までバベルトアプです。

パラオの住人
パラオで住んでいる人の数を見てみましょう。番号は

21,431 (7/2017 推定)です。 そう多くの人がここに住んでいるわ



けではありません。ここに住んでいる人は？ パラオ（マレーとメラ
ネシアの混合物とミクロネシア）73％、カロライニアン2％、アジ
ア21.7％、白人1.2％、その他2.1％（2015 EST。）。 パラオの
言語は何ですか？ パラオ（ほとんどの島々に関する公式）65.2
パーセント、他のミクロネシア1.9％、英語（公式）19.1％、フィリ
ピン9.9％、中国1.2％、他の2.8％の。そして宗教：ローマカト
リック教徒45.3％、プロテスタント34.9％（福音26.4％、第七
日の再臨6.9％、神のアセンブリ9％、バプテスト7％）、モード
ネージ5.7％（パラオに先住民）、ムスリム3％、モルモン1.5％、
その他9.7％（2015年）。人々は平均して何歳ですか？ 33.4
年。この数字は中央値であると付け加えなければなりません。
つまり、半分の人がこれより年上で、半分が若いです。そして、
彼らの平均余命（出生時）は何ですか？これは：73.4 年。
人々はパラオで住んでいるところ？ここ：人口の大部分は
Babelthuap。 パラオの大都市圏は、Melekeok（首都）の主要
島の南端に位置しています299（2012）です。

政府と経済のパラオ
パラオの首都はであり、政府のタイプは大統領共和国7 30

N 、134 37 E 16州; 1994年10月1日（米国の国連信託基金
からの）、301百万ドル（2017年の推定）のAimeliik、Airai、
Angaur、Hatohobei、Kayangel、Koror、Melekeok、
Ngaraard、Ngarchelong、Ngardmau、Ngatpang、Ngchesar、
Ngeremlengui、Ngiwal、Peleliu、Sonsorol 321百万ドル（2016
年時点）16,700ドル（2017年時点）です。行政部門 - を見て
みましょう。 パラオの経済に関して、重要な工業製品は観
光、釣り、自給的農業です。重要な農産物はココナッツ、
キャッサバ（manioc、タピオカ）、サツマイモ。魚、豚、鶏肉、卵、
バナナ、パパイヤ、パンフルーツ、カラマンシ、サルサップ、ポリネ



シアンクリーム、ポリネシアンアーモンド、マンゴー、タロ、グアバ、
豆、キュウリ、キュウリ、カボチャ（ナス）、ナス、タマネギ、 、キャ
ベツ（各種）、大根、キンマのナッツ、メロン、ピーマン、ノニ、オ
クラのです。最も重要な輸出商品は貝、マグロ、他の魚（多く
の種）であり、最も重要な輸出相手はギリシャ82.4パーセント、
米国6.9％（2016年）、です。最も重要な輸入商品は機械設
備、燃料、金属; 食料品であり、最も重要な輸入相手は
24.6％、日本19.8％、中国14.3％、グアム14.2％、フィリピン
4.4％（2016年）です。どのくらい金持ちで、この国の人口はど
れくらい豊富ですか？ここで最も重要な数字は1人当たり
GDP（PPP）です：$16,700 (2017 推定)。 これはかなり良いで
す。これは、1人あたりの国内総生産（Gross Domestic
Product）を意味し、現地の財やサービスの相対コストに関して
再計算されることを意味します。もう一つの重要な数字 - 貧
困線以下の人口：未知の%。

パラオの地図
 



我々は強くお勧めします



トップアドベンチャーゲーム：アリスと魔女のための改革

MapsGuides.com：あなたの旅行のための自由なガイド

パナマ

インデックス：大陸と国, 世界の地図
ここでは、パナマの地理、住民、政府、経済および歴史に

関するオンラインで選択された情報を見つけることができます。
選択された統計、全体図、パナマ - の詳細マップが含まれてい
ますが、ここでパナマの国旗から始めましょう：
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


パナマ - 概要：
パナマについて知っておくべきことは何ですか？これから始め

ましょう：16世紀にスペイン人が調査し解決したパナマは、
1821年にスペインと崩壊し、コロンビア、エクアドル、ベネズエラ
の組合に加わり、グラン・コロンビア共和国と名づけられました。
後者が1830年に解散したとき、パナマはコロンビアの一部とし
て残った。米国の支援を受けて、パナマは1903年にコロンビア
から脱退し、すぐに米国との条約に署名し、運河の建設と構
造の両側にある土地のストリップ（パナマ運河ゾーン）に対する
米国の主権を認めた。パナマ運河は、1904年から1914年の
間に米陸軍工兵隊によって建設されました。1977年には、世
紀末までに米国からパナマへの運河の完全移転が合意されま
した。ゾーンの特定の部分と運河の責任の増加は、その後数
十年に引き継がれました。米国の助けを借りて、

パナマの地理

地球上のどこにパナマがあります
か？この国の所在地はコロンビアとコスタリカの間のカリブ海と北

太平洋にまたがる中米です。 パナマの総面積は75,420 km2で

あり、そのうち74,340 km2は土地である。 だから、これは大きな
国ではない。国の地形はどうやって説明できますか？このよう
に：内部は主に険しく、険しい山が切れた高地にあり、丘陵地



帯のある沿岸平野。 パナマの最下点は太平洋0 m、最も高
い点Volcan Baru 3,475 mのです。気候は熱帯海洋; 暑い、湿
気、曇り; （5月〜1月）、短期乾期（1月〜5月）です。

パナマの住人
パナマで住んでいる人の数を見てみましょう。番号は

3,753,142 (7/2017 推定)です。 だから、これはあまり大きな人
口ではありません。ここに住んでいる人は？ ネイティブアメリカン
12.3％（ネガベ7.6％、クナ2.4％、エンベラ0.9％、バグ0.8％、
その他0.4％、不特定0.2％）、黒人またはアフリカ系出生
9.2％、ムラト6.8％ 、ホワイト6.7％（2010年推定）。 パナマの
言語は何ですか？ スペイン語（公用語）、先住民言語
（Ngabere（またはGuaymi）、Buglere、Kuna、Embera、
Wounaan、Naso（またはTeribe）、Bri Briを含む）、Panamanian
English Creole英語、中国語（Yue and Hakka）、アラビア語、フ
ランス語Creole、その他（イディッシュ語、ヘブライ語、韓国語、
日本語）。そして宗教：ローマカトリック教徒、グリーグアリとコロ
ンクレオールとも呼ばれる英語のクレオール、85％、プロテスタン
ト15％。人々は平均して何歳ですか？ 29.2 年。この数字は
中央値であると付け加えなければなりません。つまり、半分の
人がこれより年上で、半分が若いです。そして、彼らの平均余
命（出生時）は何ですか？これは：78.8 年。人々はパナマで
住んでいるところ？ここ：人口は国の中心に、特に運河の周り
に集中していますが、人口のかなりの部分はデービッドの遠い
西方にも住んでいます。国の東部第三は、まばらに生息して
いる。 パナマの大都市圏は、パナマシティ（首都）
1673000（2015）です。

政府と経済のパナマ



パナマの首都はパナマシティであり、政府のタイプはの大統
領共和国です。行政部門 - 10の省（provincias、単数 -
provincia）と3つの先住民族（コミカ）。を見てみましょう。 パナマ
の経済に関して、重要な工業製品は建設、醸造、セメントな
どの建設資材、砂糖製粉です。重要な農産物はバナナ、
米、トウモロコシ、コーヒー、サトウキビ、野菜; 家畜; エビです。
最も重要な輸出商品はフルーツやナッツ類、魚、鉄鋼くず、木
材であり、最も重要な輸出相手は米国21.4％、オランダが
15.2％、コスタリカ6％、中国5.6％（2016年）です。最も重要
な輸入商品は燃料、機械、自動車、鉄鋼棒、医薬品であ
り、最も重要な輸入相手は米国25.7％、中国9.2％、メキシ
コ5.3％（2016年）です。どのくらい金持ちで、この国の人口は
どれくらい豊富ですか？ここで最も重要な数字は1人当たり
GDP（PPP）です：$24,300 (2017 推定)。 これは、生活水準
がここで良いことを意味します。これは、1人あたりの国内総生
産（Gross Domestic Product）を意味し、現地の財やサービス
の相対コストに関して再計算されることを意味します。もう一つ
の重要な数字 - 貧困線以下の人口：23% (2015 推定)。

パナマの地図
 



我々は強くお勧めします

トップアドベンチャーゲーム：アリスと魔女のための改革

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199


MapsGuides.com：あなたの旅行のための自由なガイド

パプアニューギニア

インデックス：大陸と国, 世界の地図
ここでは、パプアニューギニアの地理、住民、政府、経済お

よび歴史に関するオンラインで選択された情報を見つけること
ができます。選択された統計、全体図、パプアニューギニア - の
詳細マップが含まれていますが、ここでパプアニューギニアの国
旗から始めましょう：
 

パプアニューギニア - 概要：
パプアニューギニアについて知っておくべきことは何ですか？

これから始めましょう：1885年にドイツ（北部）と英国（南部）に
分かれた。後者は1902年にオーストラリアに移され、第二次世
界大戦中に北部を占領した私は1975年に独立するまで引き
続き複合地区を管理しました。ブーゲンビル島での9年間の分
裂主義反乱は1997年に約2万人の命を奪って終了しました。

http://mapsguides.com/


2001年以来、ブーゲンビルは自治を経験しています。平和協
定の条件の下で、2015年は独立の問題に関する国民投票
のために5年間の窓口が開かれる年です。

パプアニューギニアの地理

地球上のどこにパプアニューギニアが
ありますか？この国の所在地はオセアニア、ニューギニア島の東
半分を含む島群、インドネシアの東、サンゴ海と南太平洋の

間です。 パプアニューギニアの総面積は462,840 km2であり、そ

のうち452,860 km2は土地である。 これはかなり大きな国で
す。国の地形はどうやって説明できますか？このように：が主に
沿岸の低地と丘陵地帯の山々。 パプアニューギニアの最下点
は太平洋0 m、最も高い点Mount Wilhelm 4,509 mです。気
候は熱帯の452,860平方キロメートル; 北西モンスーン（12
月〜3月）、南東モンスーン（5月〜10月）。わずかな季節的な
気温の変動です。

パプアニューギニアの住人
パプアニューギニアで住んでいる人の数を見てみましょう。

番号は6,909,701 (7/2017 推定)です。 だから、これはあまり大
きな人口ではありません。ここに住んでいる人は？ メラネシア、
パプア、ネグリト、ミクロネシア、ポリネシア。 パプアニューギニアの
言語は何ですか？ Tok Pisin（公式）、英語（公式）、Hiri



Motu（公式）、話す839の先住民言語（世界全体の約
12％）。多くの言語は、1000人未満のスピーカー。そして宗
教：ローマカトリック教徒27％、プロテスタント69.4％（福音ル
ター派19.5％、ユダヤ教会11.5％、第七日の再臨師10％、ペ
ンテコステ派8.6％、福音同盟5.2％、アングリカン3.2％、バプ
テスト2.5％他のプロテスタント8.9％）、Baha'i 0.3％、先住民
的信念その他3.3％（2000年国勢調査）。人々は平均して何
歳ですか？ 23.1 年。この数字は中央値であると付け加えな
ければなりません。つまり、半分の人がこれより年上で、半分が
若いです。そして、彼らの平均余命（出生時）は何ですか？こ
れは：67.3 年。人々はパプアニューギニアで住んでいるところ？
ここ：人）。主に都市部に住む人口の約5分の1の農村部の分
布。 パプアニューギニアの大都市圏は、PORT Moresby（資本
金）345,000（2015年）です。

政府と経済のパプアニューギニア
パプアニューギニアの首都はポート・モレスビーであり、政府

のタイプはコモンウェルス・レルム・です。行政部門 - 20州、1自
治区、1区域。ブーゲンビル、中央、シャンブ、東部高原、東
ニューブリテン、東セピック、エンガ、湾岸、ヘラ、ジワカ、マダン、
マヌス、ミルベイ、モロベ、首都、ニューアイルランド、北部、南
部の高地、西部、西部の高地、西部を見てみましょう。 パプ
アニューギニアの経済に関して、重要な工業製品はコプラ粉
砕、パーム油加工、合板生産、木材チップ製造; 鉱業（金、
銀、銅）; 原油および石油製品; 建設、観光です。重要な農
産物はコーヒー、ココア、コプラ、パーム核、茶、砂糖、ゴム、サ
ツマイモ、果物、野菜、バニラ; 家禽、豚肉; 貝です。最も重
要な輸出商品は油、金、銅鉱石、ログ、パーム油、コーヒー、
ココア、ザリガニ、エビであり、最も重要な輸出相手は、シンガ



ポール23.7％、オーストラリア22.9％、日本13.2％、中国
11.9％（2016年）、です。最も重要な輸入商品は機械、輸送
機器、工業製品、食品、燃料、化学薬品であり、最も重要
な輸入相手はオーストラリア36％、中国14.9％、シンガポール
8.5％、マレーシア7.5％（2016年）です。どのくらい金持ちで、こ
の国の人口はどれくらい豊富ですか？ここで最も重要な数字
は1人当たりGDP（PPP）です：$3,800 (2017 推定)。 これは非
常に低い数値です。これは、1人あたりの国内総生産（Gross
Domestic Product）を意味し、現地の財やサービスの相対コス
トに関して再計算されることを意味します。もう一つの重要な
数字 - 貧困線以下の人口：37% (2002 推定)。

パプアニューギニアの地図
 



我々は強くお勧めします



トップアドベンチャーゲーム：アリスと魔女のための改革

MapsGuides.com：あなたの旅行のための自由なガイド

パラグアイ

インデックス：大陸と国, 世界の地図
ここでは、パラグアイの地理、住民、政府、経済および歴

史に関するオンラインで選択された情報を見つけることができま
す。選択された統計、全体図、パラグアイ - の詳細マップが含
まれていますが、ここでパラグアイの国旗から始めましょう：
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


パラグアイ  - 概要：
パラグアイについて知っておくべきことは何ですか？これから

始めましょう：パラグアイは1811年にスペインから独立した。パラ
グアイとアルゼンチン、ブラジル、ウルグアイの間の悲惨な戦争
（1865〜70年）で、パラグアイは大人の男性の3分の2と領土の
多くを失った。その国は次の半世紀にわたって経済的に停滞
した。ボリビアとの1932-35年のチャコ戦争に続き、パラグアイは
チャコ低地の大部分を得た。アルフレド・ストロスナー（Alfredo
Stroessner）の35年間の独裁政権は1989年に終了し、近年
政治的な内戦が著しく増加したにもかかわらず、パラグアイは
民主化への復帰以来、比較的自由で定期的な大統領選挙
を行ってきた。

パラグアイの地理

地球上のどこにパラグアイがあります
か？この国の所在地は中南米中部、アルゼンチンの北東、ブ

ラジルの南西です。 パラグアイの総面積は406,752 km2であ

り、そのうち397,302 km2は土地である。 これはかなり大きな国
です。国の地形はどうやって説明できますか？このように：リオ
パラグアイの東側の遠くの西側の草原や樹木が茂った丘陵地



帯では半乾燥状態になり、グランチャコ地域の大部分は低リ
オパラグアイの西、川の近くの湿地平野、ドライ森とイバラの他
の場所でスクラブ。 パラグアイの最下点はリオパラグアイとリオパ
ラナのジャンクション46メートル、最も高い点ペロー山842メート
ルです。気候は亜熱帯から温暖である。です。

パラグアイの住人
パラグアイで住んでいる人の数を見てみましょう。番号は

6,943,739 (7/2017 推定)です。 だから、これはあまり大きな人
口ではありません。ここに住んでいる人は？ メスティーゾ（スペイ
ン語とアメリカ人の混合）95％ 、その他5％。 パラグアイの言語
は何ですか？ スペイン語（公用語）、グアラニー語（公用語）。
そして宗教：ローマカトリック89.6％、プロテスタント6.2％、その
他キリスト教1.1％、その他1.9％、なし1.1％（2002年国勢調
査）。人々は平均して何歳ですか？ 28.2 年。この数字は中
央値であると付け加えなければなりません。つまり、半分の人
がこれより年上で、半分が若いです。そして、彼らの平均余命
（出生時）は何ですか？これは：77.4 年。人々はパラグアイで
住んでいるところ？ここ：人口のほとんどは、西にはグラン・チャ
コ（半乾燥地帯平野）があり、土地面積の60％を占めていま
すが、人口全体の2％にすぎません。。 パラグアイの大都市圏
は、アスンシオン（首都）235.6百万人（2015年）です。

政府と経済のパラグアイ
パラグアイの首都はであり、政府のタイプはです。行政部

門 - 17の部門（departamentos、単一のdepartamento）および1
つの首都; アルゼンチン、アマルフィ、パラグアイ、アムンバレー、
アスンシオン、ボケロン、カヤグアズ、カザパ、カンデパイ、コンセ
プシオン、コルディジェラ、グアイラ、イタプア、ミシオネス、ネブク



チュー、パラグアリ、プレジデントヘイズ、サンペドロを見てみま
しょう。 パラグアイの経済に関して、重要な工業製品は砂糖
処理、セメント、繊維製品、飲料、木材製品、鉄鋼、非鉄
金属、電気ポウです。重要な農産物は綿、サトウキビ、大
豆、トウモロコシ、小麦、タバコ、キャッサバ（キャッサバ、タピオ
カ）、果物、野菜、牛肉、豚肉、卵、ミルク; timbeのです。最も
重要な輸出商品は大豆、飼料、綿、肉、食用油、木材、皮
革、金であり、最も重要な輸出相手はブラジル35.4％、アルゼ
ンチン10.5％、ロシア7.6％、チリ6.1％（2016年）です。最も重
要な輸入商品は道路車両、消費財、タバコ、石油製品、電
気機械、トラクター、化学品、自動車部品であり、最も重要
な輸入相手は中国27.3％、ブラジル24.3％、アルゼンチン
14.3％米国7.1％（2016年）です。どのくらい金持ちで、この国
の人口はどれくらい豊富ですか？ここで最も重要な数字は1人
当たりGDP（PPP）です：$9,800 (2017 推定)。 これはかなり低
い数字です。これは、1人あたりの国内総生産（Gross
Domestic Product）を意味し、現地の財やサービスの相対コス
トに関して再計算されることを意味します。もう一つの重要な
数字 - 貧困線以下の人口：22.2% (2015 推定)。

パラグアイの地図
 



我々は強くお勧めします



トップアドベンチャーゲーム：アリスと魔女のための改革

MapsGuides.com：あなたの旅行のための自由なガイド

ペルー

インデックス：大陸と国, 世界の地図
ここでは、ペルーの地理、住民、政府、経済および歴史に

関するオンラインで選択された情報を見つけることができます。
選択された統計、全体図、ペルー - の詳細マップが含まれてい
ますが、ここでペルーの国旗から始めましょう：
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


ペルー - 概要：
ペルーについて知っておくべきことは何ですか？これから始

めましょう：古代ペルーはいくつかの有名なアンデス文明の席で
あり、1533年にスペインの征服者によって帝国が占領されたイ
ンカのそれが最も顕著であった。ペルーは1821年に独立を宣
言し、残りのスペイン軍は1824年に敗北した。ペルーは1980
年に民主的指導者に復帰したが、経済的な問題や激しい反
乱の発生を経験した。1990年のアルベルト・フジモリ大統領の
選挙では、経済の劇的な転換とゲリラ活動の大幅な進展が
見られた。それにもかかわらず、大統領の権威主義的な措置
への依存の高まりと1990年代後半の景気の低迷は、政権不
満を引き起こし、2000年の彼の辞任につながった。2001年の
春、ケニア政府はアレハンドロ・トレド・マンリケを政府の新首
相に就任させた新しい選挙を監督した。ペルー初の民主的に
選出された先住民族の大統領。2006年の大統領選挙で
は、1985年から1990年にかけて失望した大統領任期の後、
堅調な経済的リバウンドを監督したアラン・ガルシア・ペレス氏
の復帰を見た。前オランタ軍事長官であったオオタンタ・フマラ・
タッソは、2011年6月に大統領に選出され、過去3回の政権の
健全な市場指向の経済政策を実行した。過去10年間に貧
困と失業率が劇的に低下しており、今日、ペルーは中南米で
最も優れた経済の1つを誇っています。ペドロ・パブロ・クッチン
スキー・ゴダールは、2016年6月に非常に狭い大統領選挙で
優勝した。ペルー初の民主的に選出された先住民族の大統
領であるアレハンドロ・トレド・マンリケを新たな政府首席として



設置した。2006年の大統領選挙では、1985年から1990年に
かけて失望した大統領任期の後、堅調な経済的リバウンドを
監督したアラン・ガルシア・ペレス氏の復帰を見た。前オランタ
軍事長官であったオオタンタ・フマラ・タッソは、2011年6月に大
統領に選出され、過去3回の政権の健全な市場指向の経済
政策を実行した。過去10年間に貧困と失業率が劇的に低
下しており、今日、ペルーは中南米で最も優れた経済の1つを
誇っています。ペドロ・パブロ・クッチンスキー・ゴダールは、2016
年6月に非常に狭い大統領選挙で優勝した。ペルー初の民
主的に選出された先住民族の大統領であるアレハンドロ・トレ
ド・マンリケを新たな政府首席として設置した。2006年の大統
領選挙では、1985年から1990年にかけて失望した大統領任
期の後、堅調な経済的リバウンドを監督したアラン・ガルシア・
ペレス氏の復帰を見た。前オランタ軍事長官であったオオタン
タ・フマラ・タッソは、2011年6月に大統領に選出され、過去3
回の政権の健全な市場指向の経済政策を実行した。過去
10年間に貧困と失業率が劇的に低下しており、今日、ペルー
は中南米で最も優れた経済の1つを誇っています。ペドロ・パブ
ロ・クッチンスキー・ゴダールは、2016年6月に非常に狭い大統
領選挙で優勝した。2006年の大統領選挙では、1985年から
1990年にかけて失望した大統領任期の後、堅調な経済的リ
バウンドを監督したアラン・ガルシア・ペレス氏の復帰を見た。
前オランタ軍事長官であったオオタンタ・フマラ・タッソは、2011
年6月に大統領に選出され、過去3回の政権の健全な市場
指向の経済政策を実行した。過去10年間に貧困と失業率
が劇的に低下しており、今日、ペルーは中南米で最も優れた
経済の1つを誇っています。ペドロ・パブロ・クッチンスキー・ゴ
ダールは、2016年6月に非常に狭い大統領選挙で優勝した。



2006年の大統領選挙では、1985年から1990年にかけて失望
した大統領任期の後、堅調な経済的リバウンドを監督したア
ラン・ガルシア・ペレス氏の復帰を見た。前オランタ軍司法長官
オリアンタ・フマラ・タッソが2011年6月に大統領に選出され、前
3回の政権の健全な市場指向の経済政策を実行した。過去
10年間に貧困と失業率が劇的に低下しており、今日、ペルー
は中南米で最も優れた経済の1つを誇っています。ペドロ・パブ
ロ・クッチンスキー・ゴダールは、2016年6月に非常に狭い大統
領選挙で優勝した。これまでの3つの政権の市場志向の経済
政策。過去10年間に貧困と失業率が劇的に低下しており、
今日、ペルーは中南米で最も優れた経済の1つを誇っていま
す。ペドロ・パブロ・クッチンスキー・ゴダールは、2016年6月に非
常に狭い大統領選挙で優勝した。これまでの3つの政権の市
場志向の経済政策。過去10年間に貧困と失業率が劇的に
低下しており、今日、ペルーは中南米で最も優れた経済の1
つを誇っています。ペドロ・パブロ・クッチンスキー・ゴダールは、
2016年6月に非常に狭い大統領選挙で優勝した。

ペルーの地理

地球上のどこにペルーがありますか？こ
の国の所在地は西南アメリカ、南太平洋に接する、チリとエク

アドの間です。 ペルーの総面積は1,285,216 km2であり、そのう



ち1,279,996 km2は土地である。 だからこれは非常に大きな国
です。国の地形はどうやって説明できますか？このように：西部
沿岸平原（コスタ）、中部（シエラ）の高地と険しいアンデス、ア
マゾン盆地（セルバ）の東部低地ジャングル。 ペルーの最下点
は太平洋0 m、最も高い点ネヴァド・ワスカラン6,746 mです。
気候はは東の熱帯から西の乾燥した砂漠まで様々である。ア
ンデスです。

ペルーの住人
ペルーで住んでいる人の数を見てみましょう。番号は

31,036,656 (7/2017 推定)です。 とてもたくさんの人がここに住
んでいます。ここに住んでいる人は？ 人の45％、メスティゾー
（混合アメリジン人と白人）37％、白人15％、黒人、日本人、
中国人、その他3％。 ペルーの言語は何ですか？ スペイン語
の人口は31,036,656人（2017年7月）（公式）84.1％、ケチュ
ア（公式）13％、アイマラ（公式）1.7％、アシャハンカ0.3％、そ
の他の母国語（マイナーアマゾンの言語を多数含む）0.7％、そ
の他（外国語と手話を含む）0.2 ％（2007年の推定値）。そし
て宗教：ローマ・カトリック81.3％、福音12.5％、その他3.3％、
なし2.9％（2007年推定）。人々は平均して何歳ですか？ 28
年。この数字は中央値であると付け加えなければなりません。
つまり、半分の人がこれより年上で、半分が若いです。そして、
彼らの平均余命（出生時）は何ですか？これは：74 年。人々
はペルーで住んでいるところ？ここ：で、西側の砂漠の海岸帯
に沿っており、リマの首都に焦点を当てる。アンデス山脈の高
地、またはシーアラは、全米人口の約半数を占めています。ア
ンデスの東斜面、および隣接する熱帯雨林は、まばらに住ん
でいる。 ペルーの大都市圏は、LIMA（首都）9.897百万で



す。アレキパ850,000; トルヒーリョ798,000（2015年）です。
政府と経済のペルー
ペルーの首都はリマであり、政府のタイプは大統領です。

行政部門 - 25の領域（領域、特異領域）と1つの省（省）リヤ
ベルト、リマ、リマ、ロレート、マードレ・デ・ディオス、モケグア、パ
スコ、ピウラ、プノ、サン・マーチン、アマシャス、アンカシュ、アプリ
マック、アレキパ、アヤコッチョ、カハマルカ、カカオ、クスコ、フアン
カベリカ、ココア、コットン、サトウキビ、コメ、タコナ、トゥンブス、ウ
カヤリを見てみましょう。 ペルーの経済に関して、重要な工業
製品はミネラルの鉱業および精製; スチール、金属製作; 石油
の抽出および精製、天然ガスおよび天然ガスの液化; セメン
ト、ガラス、織物、衣類、食品加工、ビール、ソフトドリンク、ゴ
ム、機械、電気機械、化学品、家具です。重要な農産物は
アーティチョーク、アスパラガス、アボカドス、バナナ、リンゴ、レモ
ン、ナシ、コカ、トマト、マンゴー、オオムギ、薬草、キノア、パー
ム油、マリーゴールド、タマネギ、小麦、乾燥豆; 家禽、牛肉、
豚肉、乳製品; モルモット; 魚です。最も重要な輸出商品は
銅、金、鉛、亜鉛、錫、鉄鉱石、モリブデン、銀; 原油および
石油製品、天然ガス;であり、最も重要な輸出相手は中国
23.5％、米国17.3％、スイス7.1％、カナダ4.7％（2016年）、
穀物、魚介類、です。最も重要な輸入商品はトウモロコシ、
大豆製品、紙、綿、ワクチン、医薬品などであり、最も重要な
輸入相手は中国22.8％中国、中国、韓国、、米国20.2％、
ブラジル5.8％、メキシコ4.5％（2016年）です。どのくらい金持ち
で、この国の人口はどれくらい豊富ですか？ここで最も重要な
数字は1人当たりGDP（PPP）です：$13,300 (2017 推定)。 こ
れはかなり良いです。これは、1人あたりの国内総生産（Gross
Domestic Product）を意味し、現地の財やサービスの相対コス



トに関して再計算されることを意味します。もう一つの重要な
数字 - 貧困線以下の人口：22.7% (2014 推定)。

ペルーの地図
 

我々は強くお勧めします



トップアドベンチャーゲーム：アリスと魔女のための改革

MapsGuides.com：あなたの旅行のための自由なガイド

フィリピン

インデックス：大陸と国, 世界の地図
ここでは、フィリピンの地理、住民、政府、経済および歴史

に関するオンラインで選択された情報を見つけることができま
す。選択された統計、全体図、フィリピン - の詳細マップが含ま
れていますが、ここでフィリピンの国旗から始めましょう：
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


フィリピン - 概要：
フィリピンについて知っておくべきことは何ですか？これから

始めましょう：フィリピン諸島は16世紀にスペインの植民地に
なった。彼らはスペインとアメリカの戦争に続いて1898年に米国
に譲渡された。1935年にフィリピンは自治権を得ました。マヌエ
ル・ケソンは大統領に選出され、10年間の移行後に独立のた
めに国を準備することを任命された。1942年、第2次世界大
戦中に島嶼は日本の占領下に落ち、1944年から45年にかけ
て米軍とフィリピンは戦闘を再開した。1946年7月4日、フィリピ
ン共和国は独立を達成した。フェルディナンド・マルコスの20年
ルールは1986年に終わり、マニラの「人民勢力」運動（「EDSA
1」）は彼を追放し、コラソン・アキーノを大統領に任命した。彼
女の大統領は、完全な政治的安定と経済発展への復帰を
妨げるいくつかのクーデターの試みによって妨げられた。フィデ
ル・ラモスは1992年に大統領に選出された。彼の政権は安定
性の向上と経済改革の進展によって特徴付けられた。1992
年、米国は島の最後の軍事基地を閉鎖した。ジョセフ・エスト
ラダは1998年に大統領に選出された。2001年1月、エストラダ
の暴動による弾劾裁判の弾劾裁判が却下され、別の「人力」
運動（「EDSA 2」）が彼に要求した後、彼は副大統領グロリ
ア・マカパガル・アロヨ辞任。Macapagal-arroyoは2004年5月に
大統領として6年間任期に選出された。彼女の大統領はいく
つかの腐敗の申し立てによって傷ついたが、フィリピンの経済
は、2008年の世界的な金融危機の後に収縮を避け、毎年
彼女の政権を拡大する少数の1つだった。Benigno Aquino III
は、2010年5月に大統領として6年間任命され、2016年5月



にRodrigo Duterteに引き継がれました。フィリピン政府はいくつ
かの団体の脅威に直面しています。そのうちのいくつかは米国
政府の外国テロ組織リストにあります。マニラは、モロ国家解
放戦線との和平交渉とモロイスラム解放戦線との継続的な和
平協議につながった南フィリピンの民族モロ勢力との数十年間
の闘争を繰り広げてきた。何十年もの間、マオイストからインス
パイアされた新人民軍の武装勢力もまた、国の大部分を支
配している。

フィリピンの地理

地球上のどこにフィリピンがあります
か？この国の所在地は東南アジア、フィリピン海と南シナ海の

群島、ベトナム東部です。 フィリピンの総面積は300,000 km2

であり、そのうち298,170 km2は土地である。 これはかなり大き
な国です。国の地形はどうやって説明できますか？このように：
広範囲の沿岸低地に狭いと、ほとんどの山。 フィリピンの最下
点はフィリピン海0メートル、最も高い点アポ山2954メートルで
す。気候は熱帯海洋; 北東モンスーン（11月から4月）。南西
モンスーン（10月-5月）です。

フィリピンの住人
フィリピンで住んでいる人の数を見てみましょう。番号は

104,256,076 (7/2017 推定)です。 だから、この国は世界で最



も人口の多い国の一つです。ここに住んでいる人は？ タガログ
語28.1％、セブアノ13.1％、イロカノ9％、ビサヤ/ビニサヤ
7.6％、ヒリガイノンイロンゴ7.5％、ビコール6％、ワーレ3.4％、
その他25.3％（2000年国勢調査）。 フィリピンの言語は何です
か？ フィリピン人（タガログ語に基づく） ）; 8つの主要な方言-タ
ガログ語、セブアノ語、イロカノ、ヒリガイノンかがIlonggo、ビコ
ル、ワライ、Pampango、およびパンガシナン。そして宗教：カト
リック82.9パーセント（ローマカトリック80.9パーセント、Aglipayan
2％）、イスラム教5％、福音2.8％、イグレシアNIクリスト
2.3％、他のキリスト教徒4.5％、その他1.8％、不特定0.6％、
なし0.1％（2000年国勢調査）。人々は平均して何歳です
か？ 23.5 年。この数字は中央値であると付け加えなければ
なりません。つまり、半分の人がこれより年上で、半分が若いで
す。そして、彼らの平均余命（出生時）は何ですか？これは：
69.4 年。人々はフィリピンで住んでいるところ？ここ：人口は集
中して良い農地がある。最も高い濃度はルソン島の北西部と
南部のルソン島、南東部のルソン島、ヴィサヤ海の島々、特に
セブとネグロスである。マニラは全国人口の8分の1を占める。
フィリピンの大都市圏は、マニラ（資本金）12.946百万人、ダバ
オ163万人 セブ市951,000; ジャンボアンガ936,000（2015年）
です。

政府と経済のフィリピン
フィリピンの首都はマニラであり、政府のタイプは大統領共

和国です。行政部門 - 80州とチャーターされた都市39都市を
見てみましょう。 フィリピンの経済に関して、重要な工業製品
は半導体および電子機器組立、食品および飲料製造、建
設、電気/ガス/水供給、化学製品、ラジオ/テレビ/通信石油・
燃料、繊維・衣料品、非金属鉱物、基礎金属産業、輸送



機器半導体および電子製品、機械および輸送機器、木材
製造業、化学品、加工食品および飲料などです。重要な農
産物はココナッツ/コプラ、トウモロコシ、サトウキビ、マンゴー、パ
イナップル、キャッサバです。最も重要な輸出商品はバナナ/果
物であり、最も重要な輸出相手は日本20.8％、米国
15.5％、香港11.7％、中国11％、シンガポール6.6％、ドイツ
4.1％（2016年）です。最も重要な輸入商品は電子製品、鉱
物性燃料、機械、輸送用機器、鉄鋼、織物、穀物、化学
品、プラスチックであり、最も重要な輸入相手は、中国
17.3％、日本11.1％、米国8.4％、タイ7.3％、韓国6.1％、シ
ンガポール6.1％、インドネシア5.1 ％（2016年）です。どのくらい
金持ちで、この国の人口はどれくらい豊富ですか？ここで最も
重要な数字は1人当たりGDP（PPP）です：$8,200 (2017 推
定)。 これはかなり低い数字です。これは、1人あたりの国内総
生産（Gross Domestic Product）を意味し、現地の財やサービ
スの相対コストに関して再計算されることを意味します。もう一
つの重要な数字 - 貧困線以下の人口：21.6% (2015 推
定)。

フィリピンの地図
 





我々は強くお勧めします

トップアドベンチャーゲーム：アリスと魔女のための改革

MapsGuides.com：あなたの旅行のための自由なガイド

ポーランド

インデックス：大陸と国, 世界の地図
ここでは、ポーランドの地理、住民、政府、経済および歴

史に関するオンラインで選択された情報を見つけることができま
す。選択された統計、全体図、ポーランド - の詳細マップが含

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


まれていますが、ここでポーランドの国旗から始めましょう：
 

ポーランド  - 概要：
ポーランドについて知っておくべきことは何ですか？これから

始めましょう：ポーランドの国家としての歴史は、10世紀半ばに
始まった。16世紀半ばまでに、ポーランド - リトアニア連邦は中
東欧の広大な土地を支配した。18世紀には、内的な障害が
国家を弱体化させ、1772年から1795年の一連の合意で、ロ
シア、プロイセン、オーストリアがポーランドを分断しました。ポー
ランドは、1918年に第二次世界大戦でドイツとソ連によって暴
かれただけで独立を回復した。戦後のソビエト連邦国家になっ
たが、政府は比較的寛容で進歩的だった。1980年の労働の
混乱は、時間の経過と共に1000万人を超える政治勢力と
なった独立した労働組合「連帯」の形成をもたらした。1989年
と1990年の自由選挙は、共産主義時代を終結させる議会と
大統領の連帯管理を獲得した。1990年代初頭の「ショック療
法」プログラムは、中央アジアで最も経済的な経済に変身する
ことを可能にしました。ポーランドは1999年にNATOに加盟し、
2004年にEUに加わりました。ポーランドは、民主的で市場主
義的な国への変革を主に完了し、防衛、エネルギー、その他
のインフラに多大な投資を行っており、

ポーランドの地理



地球上のどこにポーランドがあります
か？この国の所在地は中部ヨーロッパ、ドイツ東部です。 ポー

ランドの総面積は312,685 km2であり、そのうち304,255 km2は
土地である。 これはかなり大きな国です。国の地形はどうやっ
て説明できますか？このように：ほとんど平坦な平野。Raczki
Elblaskieの近くの。 ポーランドの最下点は-2 m、最も高い点
Rysy 2,499 mです。気候は寒くて曇り、中程度に激しい冬、
降水量が多い。穏やかな夏と頻繁なシャワーと雷雨はです。

ポーランドの住人
ポーランドで住んでいる人の数を見てみましょう。番号は

38,476,269 (7/2017 推定)です。 とてもたくさんの人がここに住
んでいます。ここに住んでいる人は？ ポーランド96.9％、シレジ
ア1.1％、ドイツ0.2％、ウクライナ0.1％、その他1.7％。 ポーラ
ンドの言語は何ですか？ 。そして宗教：ローマカトリック
86.9％、ギリシャカトリック、アルメニアカトリック、ビザンチン・スラ
ブカトリック3％）、正教会1.3％（ほとんどすべて）、ポーランド語
（公式）98.2％、シレジアン1.4％、その他1.1％、不特定1.3％
カトリック87.2％ポーランドAutocephalous正教）、プロテスタント
0.4％（主にアウグスブルク福音とPentacostal）、その他0.4％（エ
ホバの証人、仏教、ハーレクリシュナ、Gaudiyaヴィシュヌ派、イ



スラム教、ユダヤ教、モルモンが含まれます）、未指定の
10.8％（2012 EST。）ある。人々は平均して何歳ですか？
40.7 年。この数字は中央値であると付け加えなければなりま
せん。つまり、半分の人がこれより年上で、半分が若いです。
そして、彼らの平均余命（出生時）は何ですか？これは：77.8
年。人々はポーランドで住んでいるところ？ここ：人）の人口。
北部の沿岸都市であるグダニスク。 ポーランドの大都市圏は、
ワルシャワ（首都）1.722百万人に延長された。クラクフ
760,000（2015年）です。

政府と経済のポーランド
ポーランドの首都はワルシャワであり、政府のタイプは議会

共和国です。行政部門 - 16の州（wojewodztwa、singular -
wojewodztwo）; ルドスキー（ルブリン）、ルブスキー（ルブス）、マ
ロポルスキー（レソーポーランド）、マゾヴィエキ（マゾヴィア）、オポ
ルスキー（オポレ）、ポドカルパッキー（サブカルパチア） （ポーラン
ド）、スラスキー（シルケリア）、スウィートクルシスキー（聖十字
架）、ワルミア・マズールキー（ヴォルミア・マズリア）、ヴィエルコポ
ルスキー（グレーター・ポーランド）、ザコドニポモルスキー（西ポメ
ラニア）を見てみましょう。 ポーランドの経済に関して、重要な
工業製品は石炭、卵、豚肉、酪農機械、鉄鋼、石炭鉱業、
化学品、造船、食品加工、ガラス、飲料、織物です。重要な
農産物はジャガイモ、果物、野菜、小麦;です。最も重要な輸
出商品は機械および輸送機器37.8％、中間製品23.7％、
雑であり、最も重要な輸出相手はドイツ27.3％、英国
6.6％、チェコ共和国6.6％、フランス5.4％、イタリア4.8％、オラ
ンダ4.5％（2016）です。最も重要な輸入商品は機械および輸
送機器38％、食品および生きている動物17.1％であり、最も
重要な輸入相手はドイツ28.3％、中国7.9％、オランダ6％、



ロシア5.8％、イタリア5.3％、フランス4.2％、インドネシア
21％、化学品15％、ミネラル、燃料、潤滑油および関連材
料9％チェコ共和国4.1％（2016年）です。どのくらい金持ち
で、この国の人口はどれくらい豊富ですか？ここで最も重要な
数字は1人当たりGDP（PPP）です：$29,300 (2017 推定)。 こ
れは、生活水準がここで良いことを意味します。これは、1人あ
たりの国内総生産（Gross Domestic Product）を意味し、現地
の財やサービスの相対コストに関して再計算されることを意味
します。もう一つの重要な数字 - 貧困線以下の人口：17.6%
(2015 推定)。

ポーランドの地図
 



我々は強くお勧めします



トップアドベンチャーゲーム：アリスと魔女のための改革

MapsGuides.com：あなたの旅行のための自由なガイド

ポルトガル

インデックス：大陸と国, 世界の地図
ここでは、ポルトガルの地理、住民、政府、経済および歴

史に関するオンラインで選択された情報を見つけることができま
す。選択された統計、全体図、ポルトガル - の詳細マップが含
まれていますが、ここでポルトガルの国旗から始めましょう：
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


ポルトガル - 概要：
ポルトガルについて知っておくべきことは何ですか？これから

始めましょう：ポルトガルは、15世紀と16世紀の世界的な海洋
権力としての絶滅の後、1755年の地震、ナポレオン大戦中の
占領、そして最も豊かな植民地であったブラジルの独立に、リ
スボンの破壊と富と地位の多くを失った。 1922年の革命は君
主制を廃止した。次の60年間の大半において、抑圧的な政
府が国を襲った。1974年、左派の軍事クーデターが広範な民
主的改革を導入した。翌年、ポルトガルはすべてのアフリカの
植民地への独立を認めた。ポルトガルはNATOの創設メン
バーであり、1986年にEC（現EU）に加盟した。

ポルトガルの地理

地球上のどこにポルトガルがあります
か？この国の所在地は南西ヨーロッパ、スペイン西部の北大

西洋に接するです。 ポルトガルの総面積は92,090 km2であ

り、そのうち91,470 km2は土地である。 だから、これは大きな
国ではない。国の地形はどうやって説明できますか？このよう
に：。西に流れるTagus川は国を分けています。南は内陸に向



かって山があり、南は圧延平野が特徴です。 ポルトガルの最
下点は大西洋0 m、最も高い点Ponta do Pico（Pico or Picoイ
ルハ上アルト）アゾレス2351メートルのにピコを行うです。気候
は海洋温帯; 涼しくて雨が降っていて、南には暖かく乾燥して
いますです。

ポルトガルの住人
ポルトガルで住んでいる人の数を見てみましょう。番号は

10,839,514 (7/2017 推定)です。 だから、これはあまり大きな
人口ではありません。ここに住んでいる人は？ 均質な地中海
人口; 脱植民地化の間に本土に移住した黒人アフリカ系民
族の市民は10万人未満である。ローマカトリック81％、その他
クリスチャン3.3％、その他（ユダヤ人、イスラム教徒、その他）
0.6％、なし6.8％、不特定8.3％、東アジア人はポルトガル。
ポルトガルの言語は何ですか？ 語（公式）42.2年
0.04％（2017年）の濃度は、主に大西洋沿岸に沿ってまたは
その近くにある。リスボンと第2の都市であるポルトは、リスボン
（首都）2,884百万人の沿岸都市です。ポルトガル129.9百万
人（2015年）79.4歳1.53人の女性/女性（2017年頃）95.7％
セミ・プレジデント・リスボン38 43 N、9 08 W。そして宗教：。
人々は平均して何歳ですか？ 42.2 年。この数字は中央値
であると付け加えなければなりません。つまり、半分の人がこれ
より年上で、半分が若いです。そして、彼らの平均余命（出生
時）は何ですか？これは：79.4 年。人々はポルトガルで住んで
いるところ？ここ：。 ポルトガルの大都市圏は、です。

政府と経済のポルトガル
ポルトガルの首都はであり、政府のタイプはです。行政部

門 - 18の地区（distritos、単数 - distrito）と2つの自治地域（レ



ジオ自治体、単数 - 自治体autonoma）。アベイロ、アゾレス諸
島、ベジャ、ブラガ、ブラガンカ、カステロブランコ、コインブラ、グ
アルダ、レイリア、リスボン（リスボン）、マデイラ、ポルトガル、ポル
ト、サンタレン、セトゥーバル、ヴィアナドカステロ、ビラレアル、ビ
ゼーを見てみましょう。 ポルトガルの経済に関して、重要な工
業製品は衣類、靴、木材およびコルク、紙およびパルプ、化学
薬品、燃料および潤滑油、自動車および自動車部品、卑金
属、鉱物、磁器および陶器、ガラス製品、技術、電気通信;
乳製品、ワイン、他の食料品; 船の建設と改装; 観光、プラス
チック、金融サービス、光学系です。重要な農産物は穀物、
ジャガイモ、トマト、オリーブ、ブドウ。ヒツジ、ウシ、ヤギ、ブタ、
家禽、乳製品; 魚です。最も重要な輸出商品は農産物、食
品、ワイン、石油製品、化学製品、プラスチック、ゴム、皮革、
皮革、木材およびコルク、木材パルプや紙、繊維材料、衣
類、靴、機械、工具、卑金属であり、最も重要な輸出相手
はスペイン26.2パーセント、フランス12.6％、ドイツ11.7％、英
国7％、米国4.9％（2016年）です。最も重要な輸入商品は
光学機器および精密機器、コンピュータアクセサリーおよび部
品、半導体および関連機器、石油製品、卑金属、食品、繊
維材料であり、最も重要な輸入相手はスペイン32.8％、ドイ
ツ13.5％、フランス7.8％イタリア5.5％、オランダ5.1％（2016
年）です。どのくらい金持ちで、この国の人口はどれくらい豊富
ですか？ここで最も重要な数字は1人当たりGDP（PPP）です：
$30,300 (2017 推定)。 これは、生活水準がここで良いことを
意味します。これは、1人あたりの国内総生産（Gross
Domestic Product）を意味し、現地の財やサービスの相対コス
トに関して再計算されることを意味します。もう一つの重要な
数字 - 貧困線以下の人口：19% (2015 推定)。



ポルトガルの地図
 





我々は強くお勧めします

トップアドベンチャーゲーム：アリスと魔女のための改革

MapsGuides.com：あなたの旅行のための自由なガイド

プエルトリコ

インデックス：大陸と国, 世界の地図
ここでは、プエルトリコの地理、住民、政府、経済および歴

史に関するオンラインで選択された情報を見つけることができま
す。選択された統計、全体図、プエルトリコ - の詳細マップが

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


含まれていますが、ここでプエルトリコの国旗から始めましょう：
 

プエルトリコ - 概要：
プエルトリコについて知っておくべきことは何ですか？これか

ら始めましょう：先住民族によって何世紀にもわたって作られた
この島は、1493年にアメリカ大陸への第2回クリストファー・コロ
ンブスの航海に続いて、スペインの王冠によって主張された。
先住民族がほぼ撲滅され、アフリカの奴隷労働が導入された
400年の植民地支配後の1898年に、プエルトリコはスペイン -
アメリカ戦争の結果として米国に譲渡された。プエルトリコ人は
1917年に米国市民権を与えられました。1948年以来、一般
に選ばれた知事が務めました。1952年に、内部自治のための
憲法が制定されました。1967年、1993年、および1998年に開
催された投票用紙では、有権者は既存の政治的地位を米
国と変えないことを選択したが、2012年投票の結果はアメリカ
の国家の可能性を残した。この島での景気後退により、2005
年頃から純人口が減少し、多数の居住者が米国本土に移
住したためです。この傾向は2010年以降加速しています。
2014年にプエルトリコは本土への正味人口減少を経験し、
2010年の純損失は2万6000倍になりました。ハリケーン・マリア
は2017年9月20日に島に襲い掛かりました。ちょうど2週間前
にハリケーンアーマー。80年間で島を襲うのは最悪の嵐で、被
害は数千億ドルと推定されています。ハリケーン・マリアが2017
年9月20日にこの島を襲ったが、その2週間前にハリケーン・イ
ルマが犠牲にした電気グリッドの破壊を含む致命的な被害を
引き起こした。80年間で島を襲うのは最悪の嵐で、被害は数



千億ドルと推定されています。ハリケーン・マリアが2017年9月
20日にこの島を襲ったが、その2週間前にハリケーン・イルマが
犠牲にした電気グリッドの破壊を含む致命的な被害を引き起
こした。80年間で島を襲うのは最悪の嵐で、被害は数千億ド
ルと推定されています。

プエルトリコの地理

地球上のどこにプエルトリコがありま
すか？この国の所在地はカリブ海、カリブ海と北大西洋の間の
島、ドミニカ共和国の東です。 プエルトリコの総面積は9,104
km2であり、そのうち8,959 km2は土地である。 だからこれはか
なり小さい国です。国の地形はどうやって説明できますか？こ
のように：ほとんどなく、北部には沿岸平原がある。西海岸の
海には急な山があります。ほとんどの沿岸地域に沿った砂浜。
プエルトリコの最下点はカリブ海0 m、最も高い点セロ・デ・プン
タ1,338 mです。気候は熱帯海洋、マイルド、季節的な温度
変化はです。

プエルトリコの住人
プエルトリコで住んでいる人の数を見てみましょう。番号は

3,351,827 (7/2017 推定)です。 だから、これはあまり大きな人
口ではありません。ここに住んでいる人は？ 白75.8％、黒/アフ
リカ系アメリカ人12.4％、その他8.5％（含まれているコルディジェ
ラ中央山脈に支配されていますアメリカインディアン、アラスカ先
住民、ハワイ先住民、他の太平洋諸島、その他）、混合



3.3％。 プエルトリコの言語は何ですか？ 、スペイン語、英語
の。そして宗教：ローマカトリック85％、プロテスタントや他の
15％の。人々は平均して何歳ですか？ 41.5 年。この数字は
中央値であると付け加えなければなりません。つまり、半分の
人がこれより年上で、半分が若いです。そして、彼らの平均余
命（出生時）は何ですか？これは：80.9 年。人々はプエルトリ
コで住んでいるところ？ここ：人口群は沿岸に沿って見られる
傾向があり、そのうち最大のものはサンファンの中とその周辺に
あります。この例外は、カグアス周辺の首都のすぐ南にある島
の内部にあるかなりの人口である。内陸部のほとんどは、特に
島の西半分の人口密度が低いコルディジェラ中央山脈に支
配されています。 プエルトリコの大都市圏は、。SAN
JUAN（首都）2.463百万人（2015年）です。

政府と経済のプエルトリコ
プエルトリコの首都はサンフアンとの政治的連合における自

治的なコモンウェルスであり、政府のタイプは大統領民主主
義;です。行政部門 - なし（コモンウェルス状態の米国の領
土）。米国政府が定義した第1次行政区分は存在しないが、
第2位には78の市町村（市町村、市町村）があり、アガド、ア
グアディラ、アグアスブエナス、アイボニト、アナスコ、アレシボ、ア
ロヨ、バルバロナタ、バラモンキタス、バヤモン、カボロジョ、カガ
ス、カミュ、カノバナス、カロリーナ、カターノ、ケーイ、セイバ、シ
アル、シドラ、コアモ、コメルシオ、マラッコ、ルカッコ、マラッコ、ラ・
ピエドラス、ラザ・マリアス、ラス・マリアス、ラス・ピエトラ、ラ・ピエ
ドラス、マラカオ、マラカオ、マラッコ、マラッコ、Maunabo、
Mayaguez、Moca、Morovis、Naguabo、Naranjito、Orocovis、
Patillas、Penuelas、Ponce、Quebradillas、Rincon、Rio
Grande、Sabana Grande、Salinas、San German、San Juan、



San Lorenzo、を見てみましょう。 プエルトリコの経済に関して、
重要な工業製品は医薬品、電子機器、アパレル、食品、観
光業です。重要な農産物はサトウキビ、コーヒー、パイナップ
ル、バナナ、バナナ、畜産品、鶏肉です。最も重要な輸出商
品は化学品、エレクトロニクス、アパレル、缶詰マグロ、ラム、飲
料濃縮であり、最も重要な輸出相手はこれは不明ですです。
最も重要な輸入商品は品、医療機器化学薬品、機械器
具、衣類、食品、魚、石油製品であり、最も重要な輸入相
手はこれは不明ですです。どのくらい金持ちで、この国の人口
はどれくらい豊富ですか？ここで最も重要な数字は1人当たり
GDP（PPP）です：$37,900 (2017 推定)。 これは、生活水準
がここで良いことを意味します。これは、1人あたりの国内総生
産（Gross Domestic Product）を意味し、現地の財やサービス
の相対コストに関して再計算されることを意味します。もう一つ
の重要な数字 - 貧困線以下の人口：未知の%。

プエルトリコの地図
 

我々は強くお勧めします



トップアドベンチャーゲーム：アリスと魔女のための改革

MapsGuides.com：あなたの旅行のための自由なガイド

カタール

インデックス：大陸と国, 世界の地図
ここでは、カタールの地理、住民、政府、経済および歴史

に関するオンラインで選択された情報を見つけることができま
す。選択された統計、全体図、カタール - の詳細マップが含ま
れていますが、ここでカタールの国旗から始めましょう：
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


カタール - 概要：
カタールについて知っておくべきことは何ですか？これから始

めましょう：過去の60年間のカタールは、1800年代中頃からア
ル・タニ家によって支配され、主に石油と天然ガスの収入の多
い独立国家に注目している貧しい英国の保護領から変貌を
遂げました。ヨーロッパに常駐しているカタールの帝国主義者に
よる1990年代半ばまでの石油収入の連続的な吸い上げは、
カタールの経済成長を鈍化させた。1995年に無血クーデター
で父親を倒した元アミール・ハマド・ビン・カリファ・アル・タニ氏
は、幅広い政治・メディア改革、前例のない経済投資、成長
しているカタール地域のリーダーシップの役割を担い、アラブ衛
星ニュースネットワークアルジャジーラとカタールの地域紛争の調
停。2000年代には、カタールは、バーレーンとサウジアラビアの
両国との長期にわたる国境紛争を解決し、2007年までに世
界一の一人当たり所得を達成しました。カタールは、2010-11
年には、その豊富な富に一部起因して、他の近東・北アフリカ
諸国で見られるような国内の不安や暴力を経験しませんでし
た。2013年中頃、ハマドは平和的に彼の息子、現在のアミー
ル・タミム・ビン・ハマドに権力を委譲して棄権した。タミムは、
2022年のワールドカップの開催を前提として、高度な医療・教
育システムの確立やインフラの拡大など、カタールの国内福祉
の改善を重視したカタールの国民の支持を得ています。最
近、カタールと隣国との関係は時々緊張している。2011年の
地域不安の発生後、ドーハは、特にリビアとシリアで、多くの一
般的な革命を支持して自慢しました。この姿勢は、バーレー
ン、サウジアラビア、アラブ首長国連邦（UAE）とのカタールの関



係を損なうものであり、2014年3月にドーハからそれぞれの駐
韓大使を一時的に呼び戻した。タミムはその後、サウジアラビ
アのバーレーンとのカタールの関係の温暖化を監督し、クウェー
トの調停とリヤド協定締結後、2014年11月にアラブ首長国連
邦（UAE）が発足しました。しかし、2017年6月には、バーレー
ン、エジプト、サウジアラビア、アラブ首長国連邦などのカルテッ
トが、協定違反の疑いでカタールと外交的、経済的な関係を
結んだ。タミム氏はクウェートの調停とリヤド協定締結後、
2014年11月にバーレーン、サウジアラビア、アラブ首長国連邦
とのカタールの関係の温暖化を後に監督した。しかし、2017年
6月には、バーレーン、エジプト、サウジアラビア、アラブ首長国
連邦などのカルテットが、協定違反の疑いでカタールと外交
的、経済的な関係を結んだ。タミム氏はクウェートの調停とリヤ
ド協定締結後、2014年11月にバーレーン、サウジアラビア、ア
ラブ首長国連邦とのカタールの関係の温暖化を後に監督し
た。しかし、2017年6月には、バーレーン、エジプト、サウジアラ
ビア、アラブ首長国連邦などのカルテットが、協定違反の疑い
でカタールと外交的、経済的な関係を結んだ。

カタールの地理

地球上のどこにカタールがありますか？
この国の所在地は中東、ペルシャ湾とサウジアラビアに接する

半島です。 カタールの総面積は11,586 km2であり、そのうち



11,586 km2は土地である。 だからこれはかなり小さい国です。
国の地形はどうやって説明できますか？このように：ほとんど平
坦で不毛な砂漠。 カタールの最下点はペルシャ湾0 m、最も
高い点Tuwayyir al Hamir 103 mです。気候は、軽い、楽しい
冬。湿度の高い夏です。

カタールの住人
カタールで住んでいる人の数を見てみましょう。番号は

2,314,307 (7/2017 推定)です。 だから、これはあまり大きな人
口ではありません。ここに住んでいる人は？ 非カタール
88.4％、カタール11.6％（2015年末）。 カタールの言語は何で
すか？ アラビア語（公用語）、第二言語として一般的に使用
される英語。そして宗教：イスラム教徒67.7％、キリスト教徒
13.8％、ヒンズー教徒13.8％、仏教徒3.1％、民俗宗教。
人々は平均して何歳ですか？ 33.2 年。この数字は中央値
であると付け加えなければなりません。つまり、半分の人がこれ
より年上で、半分が若いです。そして、彼らの平均余命（出生
時）は何ですか？これは：78.9 年。人々はカタールで住んでい
るところ？ここ：人口の大部分は、ドーハの首都またはドーハの
首都である。ドーハ。 カタールの大都市圏は、（首都）
718,000人（2015年）です。

政府と経済のカタール
カタールの首都はドーハであり、政府のタイプは絶対君主

制です。行政部門 - 8市町村（バラディヤット、単数 - バラディ
ア）;を見てみましょう。 カタールの経済に関して、重要な工業
製品は液化天然ガス、原油生産や精製、アンモニア、肥料、
石油化学、鉄鋼鉄筋、セメント、商用船repaiです。重要な
農産物は果物、野菜; 家禽、乳製品、牛肉; 魚です。最も



重要な輸出商品は液化天然ガス（LNG）、石油製品、肥
料、鉄鋼であり、最も重要な輸出相手は、日本20％、韓国
15.5％、インド、シンガポール5.3％（2016）です。最も重要な
輸入商品は機械・輸送機器、食品であり、最も重要な輸入
相手は13.7％、ドイツ9.8％、アラブ首長国連邦9.2％、中国
8.6％、日本7.2％、英国5.5％、サウジアラビア13.1％、中国
8.2％、UAE 5.5％アラビア4.6％、イタリア4.4％（2016年）で
す。どのくらい金持ちで、この国の人口はどれくらい豊富です
か？ここで最も重要な数字は1人当たりGDP（PPP）です：
$124,900 (2017 推定)。 だから人々はここで平均的に非常に
豊かです。これは、1人あたりの国内総生産（Gross Domestic
Product）を意味し、現地の財やサービスの相対コストに関して
再計算されることを意味します。もう一つの重要な数字 - 貧
困線以下の人口：未知の%。

カタールの地図
 





我々は強くお勧めします

トップアドベンチャーゲーム：アリスと魔女のための改革

MapsGuides.com：あなたの旅行のための自由なガイド

ルーマニア

インデックス：大陸と国, 世界の地図
ここでは、ルーマニアの地理、住民、政府、経済および歴

史に関するオンラインで選択された情報を見つけることができま
す。選択された統計、全体図、ルーマニア - の詳細マップが含

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
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まれていますが、ここでルーマニアの国旗から始めましょう：
 

ルーマニア - 概要：
ルーマニアについて知っておくべきことは何ですか？これから

始めましょう：トルコのオスマン帝国の祖国の下で数年間、ワラ
キアとモルダビアの主権は1856年に自治を確保しました。彼ら
は事実上1859年に結びついており、1862年にはルーマニアの
新しい名のもとに正式に統一されました。その国は1878年に
独立を認められました。第1次世界大戦の連合国に加わり、
紛争後、特にトランシルバニアの新しい領土を獲得しました。
1940年、ルーマニアは枢軸軍と同盟し、1941年ドイツのソ連
侵攻に参加した。3年後、ソビエトが暴走し、ルーマニアは停
戦協定に調印した。戦後のソビエト占領は、1947年に共産
主義国民共和国が形成され、王が退位した。1965年に権力
を握った独裁者のニコラエ・チャウセススク（Nicolae Ceausescu）
彼のSecuritate警察国家は1980年代にかけてますます圧迫さ
れ、過酷であった。チャウセスクは1989年後半に打ち倒され、
処刑された。元政権は1996年まで政府を支配し、権力を奪
われた。ルーマニアは2004年にNATO、2007年にEUに加盟し
た。

ルーマニアの地理



地球上のどこにルーマニアがあります
か？この国の所在地はブルガリアとウクライナの間の黒海に接
する東南東ヨーロッパです。 ルーマニアの総面積は238,391
km2であり、そのうち229,891 km2は土地である。 これはかなり
大きな国です。国の地形はどうやって説明できますか？このよ
うに：トランシルヴァニアアルプスで南にWalachian平野から東カ
ルパチア山脈によって東にモルダヴィア高原から分離し、分離
された中央トランシルヴァニア盆地。 ルーマニアの最下点は黒
海0メートル、最も高い点Moldoveanu 2544メートルです。気
候は温帯; 頻繁な雪と霧を伴う寒い曇りの冬 頻繁ににわか
雨と雷雨で晴れた夏です。

ルーマニアの住人
ルーマニアで住んでいる人の数を見てみましょう。番号は

21,529,967 (7/2017 推定)です。 とてもたくさんの人がここに住
んでいます。ここに住んでいる人は？ ルーマニア83.4％、ハンガ
リー6.1％、ロマニ3.1％、ウクライナ0.3％、ドイツ0.2％、その他
0.7％、不特定6.1％ 2011年版）。 ルーマニアの言語は何で
すか？ ルーマニア（公式）85.4％、ハンガリー語6.3％、ロマニ
1.2％、その他1％、不特定6.1％（2011年推定）。そして宗
教：東方正教（すべての下位宗派を含む）81.9％、改革派



ローマカトリック教徒4.3％、その他（イスラム教徒を含む）
0.9％、無神論者0.2％、不特定6.3％（2011年推定）。人々
は平均して何歳ですか？ 41.1 年。この数字は中央値である
と付け加えなければなりません。つまり、半分の人がこれより年
上で、半分が若いです。そして、彼らの平均余命（出生時）は
何ですか？これは：75.4 年。人々はルーマニアで住んでいると
ころ？ここ：都市化はそれほど高くなく、ほとんどの国でかなりの
人口分布が見られ、都市部はより人口密度が高い。ハンガ
リー人は、東部トランシルバニア東部で特に強い。 ルーマニア
の大都市圏は、立場にある。ブカレスト（首都）18.88百万人
（2015年）です。

政府と経済のルーマニア
ルーマニアの首都はブカレストであり、政府のタイプは半大

統領共和国です。行政部門 - 41の郡（judete、singular -
judet）と1つの自治体（municipiu）。アルバ、アラド、Arges、
Bacau、Bihor、Bistrita-Nasaud、Botosani、Braila、Brasov、
Bucuresti（ブカレスト）、Buzau、Calarasi、Caras-Severin、Cluj、
Constanta、Covasna、Dambovita、Dolj、Galati、Gorj、
Giurgiu、Harghitaを見てみましょう。 ルーマニアの経済に関し
て、重要な工業製品は、電気機械装置、自動車組立、繊
維、履物、光機械、冶金、化学、食品加工、石油精製、鉱
業、木材、建材です。重要な農産物は小麦、トウモロコシ、
オオムギ、サトウダイコン、ヒマワリの種子、ジャガイモ、ブドウ;
卵、羊です。最も重要な輸出商品は機械装置、その他の工
業製品、農業であり、最も重要な輸出相手はドイツ21.5％、
イタリア11.6％、フランス7.2％、ハンガリー5.2％、英国
4.3％（2016）です。最も重要な輸入商品は機械器具、その
他の製造品、化学品、農産物、金属・金属製品、化学品、



鉱物、製品および食糧、燃料および鉱物、金属および金属
製品、原材料であり、最も重要な輸入相手はドイツ20.5％、
イタリア10.3％、ハンガリー7.5％、フランス5.6％、ポーランド
5.1％、中国5.1％、オランダ4.1％（2016年）です。どのくらい金
持ちで、この国の人口はどれくらい豊富ですか？ここで最も重
要な数字は1人当たりGDP（PPP）です：$24,000 (2017 推
定)。 これは、生活水準がここで良いことを意味します。これ
は、1人あたりの国内総生産（Gross Domestic Product）を意
味し、現地の財やサービスの相対コストに関して再計算される
ことを意味します。もう一つの重要な数字 - 貧困線以下の人
口：22.4% (2012 推定)。

ルーマニアの地図
 



我々は強くお勧めします



トップアドベンチャーゲーム：アリスと魔女のための改革

MapsGuides.com：あなたの旅行のための自由なガイド

ロシア

インデックス：大陸と国, 世界の地図
ここでは、ロシアの地理、住民、政府、経済および歴史に

関するオンラインで選択された情報を見つけることができます。
選択された統計、全体図、ロシア - の詳細マップが含まれてい
ますが、ここでロシアの国旗から始めましょう：
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ロシア - 概要：
ロシアについて知っておくべきことは何ですか？これから始め

ましょう：12世紀に設立されたモスクワ公国は、200年以上のモ
ンゴル支配（13世紀〜15世紀）から出現し、周りの主権を
徐々に征服し、吸収することができました。17世紀初め、ロマ
ノフの新しい王朝は、シベリアから太平洋への拡大というこの政
策を続けました。ピーター1世（1682-1725年）の下で、覇権は
バルト海に拡大され、国はロシア帝国と改名された。19世紀
には、ヨーロッパとアジアでより多くの領土の買収が行われまし
た。1904年から2005年の日露戦争での敗北は1905年の革
命に貢献し、議会の設立などの改革をもたらしました。第一
次世界大戦で繰り返し行われたロシア軍の敗北により、ロシ
ア帝国の大都市での暴動が広がり、1917年に皇室が崩壊し
た。すぐにウラジミール・レーニンの下の共産主義者が権力を
握り、ソ連を形成した。イオシフ・スターリン（1928-53）の残酷
な支配は、数千万の命を犠牲にして、共産主義とソ連の支
配を強化した。ソ連は、第二次世界大戦で米国との同盟
（1939-1945）の一環としてドイツを破った後、東ヨーロッパでそ
の領土と影響力を拡大し、グローバルな権力として浮上した。
ソ連は、冷戦時代（1947-1991）の米国の主要敵であった。ソ
連の経済と社会は、スターリンの統治に続く数十年間に停滞
し、ミハイル・ゴルバチョフ事務総長（1985-91）が共産主義近
代化のためにグラスノスト（開放）とペレストロイカ（再構成）を
導入するまで、しかし彼のイニシアチブは誤って1991年12月ま
でにソ連をロシアと14の独立共和国に分裂させた。ボリス・エリ



ツィン大統領（1991-99年）の政治的混乱の後、ロシアはウラ
ジミール・プーチン大統領（2000- 2008年、2012年現在）の
リーダーシップのもと中央集権的権威国家に移行した。選挙、
民衆主義訴訟、同国の地政学的影響を強化することに焦点
を当てた外交政策、そして商品ベースの経済成長。ロシア
は、チェチェンや他の周辺地域では、穏やかな反乱運動に直
面しており、

ロシアの地理

地球上のどこにロシアがありますか？
この国の所在地はヨーロッパから北西太平洋までの北極海に

接する北アジアです。 ロシアの総面積は17,098,242 km2であ

り、そのうち16,377,742 km2は土地である。 これは世界最大の
国の一つです。国の地形はどうやって説明できますか？このよ
うに：、ウラルの西の低い丘で広大な北極海岸に沿って冷やす
ために、草原の暖かいものから変化します。シベリアの広大な
針葉樹林とツンドラ。南の国境に沿った高地と山々。 ロシアの
最下点はカスピ海-28 m、最も高い点ゴーラ・エルブラス5,642
m（ヨーロッパで最も高い地点）です。気候はは、南部の大草
原からヨーロッパの多くの大陸の湿潤大陸まで; シベリアでは北
極圏のツンドラ気候への亜寒帯地帯、冬は黒海沿岸の涼し
いところからシベリアの寒いところまで変わります。夏はです。



ロシアの住人
ロシアで住んでいる人の数を見てみましょう。番号は

142,257,519 (7/2017 推定)です。 だから、この国は世界で最
も人口の多い国の一つです。ここに住んでいる人は？ 。 ロシ
アの言語は何ですか？ 。そして宗教：。人々は平均して何歳
ですか？ 39.6 年。この数字は中央値であると付け加えなけれ
ばなりません。つまり、半分の人がこれより年上で、半分が若
いです。そして、彼らの平均余命（出生時）は何ですか？これ
は：71 年。人々はロシアで住んでいるところ？ここ：人口はバル
ト海から南、カスピ海、カザフ国境に平行する東西5分の1に集
中している。他の場所では、かなりのポケットが孤立してお
り、。 ロシアの大都市圏は、モスクワ南部（首都）で一般に発
見されている。サンクトペテルブルク49930000; ノボシビルスクは
147.7万人。エカテリンブルク137万ドル Nizhniy Novgorod
1.212 million; サマラ1.164百万人（2015年）です。

政府と経済のロシア
ロシアの首都はモスクワであり、政府のタイプは半大統領

連合です。行政部門 - 46州（oblasti、singular - oblast）、21共
和国（respubliki、単数respublika）、4自治
okrugs（avtonomnyye okrugi、単数avtonomnyy okrug）、9
krays（kraya、単数kray）、2連邦都市（goroda、単数形-
gorod）、および1自治州（avtonomnaya oblast '）を見てみましょ
う。 ロシアの経済に関して、重要な工業製品は石炭、石油、
ガス、化学薬品、および金属を生産する鉱業および採掘産
業の完全な範囲; 圧延工場から高性能航空機および宇宙
船までのあらゆる形態の機械製作。防衛産業（レーダー、ミサ
イル生産、先端電子部品を含む）、造船; 道路および鉄道輸
送設備; 通信機器; 農業機械、トラクター、および建設機械;



発電及び送電設備; 医療および科学的手段; 耐久消費財、
織物、食料品、手工芸品石油および石油製品、天然ガス、
金属、木材および木材製品、化学品、民間および軍用品の
多種多様なものです。重要な農産物は穀物、サトウダイコ
ン、ヒマワリの種、野菜、果物; 牛肉、牛乳です。最も重要な
輸出商品はであり、最も重要な輸出相手はオランダ10.5％、
中国10.3％、ドイツ7.8％、トルコ5％、イタリア4.4％、ベラルー
シ4.3％（2016）です。最も重要な輸入商品は機械、車両、
医薬品、プラスチック、半完成品、肉、果物、鉄鋼、であり、
最も重要な輸入相手は中国21.6％、ドイツ11％、米国
6.3％、フランス4.8％、イタリア4.4％、ベラルーシ4.3％（2016
年）です。どのくらい金持ちで、この国の人口はどれくらい豊富
ですか？ここで最も重要な数字は1人当たりGDP（PPP）です：
$27,900 (2017 推定)。 これは、生活水準がここで良いことを
意味します。これは、1人あたりの国内総生産（Gross
Domestic Product）を意味し、現地の財やサービスの相対コス
トに関して再計算されることを意味します。もう一つの重要な
数字 - 貧困線以下の人口：13.3% (2015 推定)。

ロシアの地図
 



我々は強くお勧めします
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ルワンダ

インデックス：大陸と国, 世界の地図
ここでは、ルワンダの地理、住民、政府、経済および歴史

に関するオンラインで選択された情報を見つけることができま
す。選択された統計、全体図、ルワンダ - の詳細マップが含ま
れていますが、ここでルワンダの国旗から始めましょう：
 

ルワンダ  - 概要：
ルワンダについて知っておくべきことは何ですか？これから始

めましょう：ベルギーから独立する3年前の1959年、大部分の
民族グループ、フツゥスは、支配するトゥツィー王を打ち倒した。
その後数年間、何千人ものトゥーツが殺され、およそ15万人が
周辺国の亡命に追い込まれた。これらの亡命者の子どもたち
は後に反乱団体であるルワンダの愛国者戦線（RPF）を結成
し、1990年に内戦を開始した。戦争はいくつかの政治的、経
済的激動とともに、1994年4月、ルワンダ人がツチ族人口の約

http://mapsguides.com/


4分の3を含む100万人の亡命者を殺した、組織化された大
量虐殺。大量虐殺は、ウガンダとルワンダ北部で活動していた
Tutsi RPFが全国軍とフツ族の民兵を打ち負かした同年末に
終了した。RPF主導の国家統一政府を設立した。近隣のブ
ルンジ、タンザニア、ウガンダ、旧ザイールに逃げた約2百万人
のフツ族難民（多くのツツィ人報復を恐れる）が脱出した。それ
以来、ほとんどの難民がルワンダに戻ってきたが、数千人が隣
接するコンゴ民主共和国（DRC、旧ザイール）に残っており、
1990年にRPFと同様にルワンダを襲った過激派の反乱が起き
た。ルワンダ1999年に初めての地方選挙と2003年の大統領
虐殺後の大統領選挙と立法選挙が行われた。2009年のルワ
ンダはコンゴ民主共和国の連邦軍と共同でフツ族の過激派
勢力を排除するための共同軍事作戦を行い、キガリとキンシャ
サは外交関係を回復した。ルワンダは2009年後半に連邦にも
加わりました。

ルワンダの地理

地球上のどこにルワンダがあります
か？この国の所在地は中央アフリカ、コンゴ民主共和国の

東、ブルンジ北部です。 ルワンダの総面積は26,338 km2であ

り、そのうち24,668 km2は土地である。 だから、これは大きな
国ではない。国の地形はどうやって説明できますか？このよう
に：主に草地の高い陸地と丘があります。レリーフは、高度が



西から東へ低下と山である。 ルワンダの最下点はRusizi川950
メートル、最も高い点火山Karisimbi 4519メートルです。気候
は温帯; 2つの雨季（2月から4月、11月から1月）。霜と雪を伴
う山岳地帯では穏やかで、です。

ルワンダの住人
ルワンダで住んでいる人の数を見てみましょう。番号は

11,901,484です。 だから、これはあまり大きな人口ではありま
せん。ここに住んでいる人は？ Hutu（Bantu）、Tutsi（Hamitic）、
Twa（Pygmy）。 ルワンダの言語は何ですか？ 。そして宗教：
ローマカトリック44.3％、イスラム教徒2％、その他0.9％（伝統
主義者/動植物主義者を含む）、なし（フランス語（公用語）プ
ロテスタント50.2％、プロテスタント12.2％、プロテスタント
38.2％ 2.5％、不特定。人々は平均して何歳ですか？ 19
年。この数字は中央値であると付け加えなければなりません。
つまり、半分の人がこれより年上で、半分が若いです。そして、
彼らの平均余命（出生時）は何ですか？これは：64.3 年。
人々はルワンダで住んでいるところ？ここ：アフリカで最も人口
密度の高い国のひとつ。西。 ルワンダの大都市圏は、キガリ
（首都）1255万（2015年）です。

政府と経済のルワンダ
ルワンダの首都はキガリであり、政府のタイプは大統領共

和国です。行政部門 - 4つの州（フランス - 地方、単一 - 州、
Kinyarwanda - 単数と複数のイントラ）と1つの都市（フランス語
- ヴィル; Kinyarwanda - umujyi）; エスト（東）、キガリ、ノルド
（北）、ウエスト（西）、シュッド（南）を見てみましょう。 ルワンダ
の経済に関して、重要な工業製品はセメント、農産物、小規
模飲料、石鹸、家具、靴、プラスチック製品、繊維製品、タバ



コです。重要な農産物はコーヒー、紅茶、除草菌（バナナ、
豆、ソルガム、ジャガイモから作られた殺虫剤）。家畜です。最
も重要な輸出商品はコーヒー、紅茶、皮革、スズ鉱石であり、
最も重要な輸出相手はコンゴ民主共和国31.3パーセント、ケ
ニア15.7％、 UAE 13.8％、スイス8.7％、ブルンジ5.7％（2016
年）です。最も重要な輸入商品はセメント・建設資材であり、
最も重要な輸入相手は中国21.2％、ウガンダ11.2％、ケニア
7.8％、インド7.4％、UAE 5.8％、タンザニア5.3％（2016年）
です。どのくらい金持ちで、この国の人口はどれくらい豊富です
か？ここで最も重要な数字は1人当たりGDP（PPP）です：
$2,100 (2017 推定)。 これは非常に低い数値です。これは、1
人あたりの国内総生産（Gross Domestic Product）を意味し、
現地の財やサービスの相対コストに関して再計算されることを
意味します。もう一つの重要な数字 - 貧困線以下の人口：
39.1% (2015 推定)。

ルワンダの地図
 



我々は強くお勧めします



トップアドベンチャーゲーム：アリスと魔女のための改革

MapsGuides.com：あなたの旅行のための自由なガイド

セントヘレナ・アセンションおよびトリスタンダクーニャ

インデックス：大陸と国, 世界の地図
ここでは、セントヘレナ・アセンションおよびトリスタンダクー

ニャの地理、住民、政府、経済および歴史に関するオンライン
で選択された情報を見つけることができます。選択された統
計、全体図、セントヘレナ・アセンションおよびトリスタンダクー
ニャ - の詳細マップが含まれていますが、ここでセントヘレナ・ア
センションおよびトリスタンダクーニャの国旗から始めましょう：
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セントヘレナ・アセンションおよびトリスタンダクーニャ  - 概
要：

セントヘレナ・アセンションおよびトリスタンダクーニャについて
知っておくべきことは何ですか？これから始めましょう：セントヘレ
ナは、セントヘレナ島とアセンション島からなる英国の海外領で
あり、トリスタンダクーナの島々で構成されています。セント・ヘ
レナ：1502年にポルトガル人が最初に発見されたときに無人
だったセント・ヘレナは、17世紀にイギリス人に守られました。
1815年のナポレオン・ボナパルトの亡命地としての名声を獲得
したが、1821年に死亡したが、その港としての重要性は1869
年にスエズ運河の開通後に減少した。南アフリカのアングロ・ボ
ア戦争では、囚人は1900年から1903年の間に島に閉じ込め
られました。セントヘレナは世界で最も人口の多い場所のひと
つです。英国政府は2005年にセントヘレナで空港を建設する
ことを約束しました.10年以上の遅延と建設の後、ナミビア経
由の南アフリカへの商用航空便は、2017年10月に発足しまし
た。ヨハネスブルグからナミビアのウィントフック経由でセントヘレ
ナへの毎週の運行は、ウィントフックの給油停止を含むわずか6
時間を要し、島への3日間ごとの5日間の旅。昇進島：1503年
にポルトガル人によって発見され、命名されたこの無人島は、
1815年にナポレオンをセントヘレナから救出することを阻止する
ため島を守った。それは、反奴隷哨戒のための英領海軍の西
アフリカ艦隊のための準備ステーションとして役立った。島は
1922年までセント・ヘレナの扶養家族となってアドミラルティの
支配下にあった。第二次世界大戦中、英国は、アフリカへの



大西洋航行と南大西洋における対潜水艦操縦を支援するた
めに、米国に昇進飛行場を建設することを許可した。1960年
代、この島は米国にとって重要な宇宙追跡局となった。1982
年に、アセンションはフォークランド戦争時に英国軍にとって不
可欠な舞台場所でした。それは英国から南大西洋へのエアブ
リッジの重要な給油地です。島は4つの専用地上アンテナの1
つを搭載しています（その他は、全地球測位システムの運用を
支援するDiego Garcia（英領インド洋地域）、Kwajalein（マー
シャル諸島）、Cape Canaveral、Florida（米国） GPS）ナビゲー
ションシステム。NASAと米国空軍はまた、宇宙船や宇宙飛
行士に危険を及ぼす可能性のある軌道の瓦礫を追跡するた
めの深宇宙監視システムの一部として、昇降のメータークラス
自律望遠鏡（MCAT）を運用しています。Tristan da Cunha：
Tristan da Cunha、ナイチンゲール、Inaccessible、Gough Islands
で構成されています。ポルトガルの発見者（1506年）にちなん
で命名されたトリスタン・ダ・クンハは、1816年にナポレオンをセ
ントヘレナから救出しようとする試みを防ぐため、イギリス人に
よって守られました。ゴフ島やアクセスできない島は世界遺産に
指定されています。南アフリカはゴフ島の気象観測所のサイト
をリースしています。そのポルトガル人の発見者（1506）の名前
を冠した1816年、ナポレオンをセントヘレナから救出しようとす
る試みを阻止するため、英国人に守られました。ゴフ島やアク
セスできない島は世界遺産に指定されています。南アフリカは
ゴフ島の気象観測所のサイトをリースしています。そのポルトガ
ル人の発見者（1506）の名前を冠した1816年、ナポレオンをセ
ントヘレナから救出しようとする試みを阻止するため、英国人
に守られました。ゴフ島やアクセスできない島は世界遺産に指
定されています。南アフリカはゴフ島の気象観測所のサイトを



リースしています。
セントヘレナ・アセンションおよびトリスタンダクーニャの

地理

地球上のどこにセントヘレナ・アセン
ションおよびトリスタンダクーニャがありますか？この国の所在地
は南大西洋の島々、南アメリカとアフリカの中間地点。アセン
ション島はセントヘレナから北西に1,300km（800マイル）北西に
あります。Tristan da Cunhaは、セントヘレナの南西に4,300
km（2,700 mi）ありますです。 セントヘレナ・アセンションおよびト

リスタンダクーニャの総面積は394 km2であり、そのうちSaint
Hele未知の Island 122 km2; Ascension Island 88 km2; Tristan
da Cunha island group 184 km2 (includes Tristan (98 km2), I未
知のccessible, Nightingale, and Gough islands)は土地である。
国の地形はどうやって説明できますか？このように：このグルー
プの島々は、大西洋中央海嶺に関連した火山起源のもので
ある。 セントヘレナ・アセンションおよびトリスタンダクーニャの最
下点は大西洋0メートル、最も高い点トリスタン・ダ・クーニャ
2060メートルのクイーン・メアリーのピーク。アセンション島のグ
リーンマウンテン859 m; セントヘレナ島のアクテオン山818 mで
す。気候は熱帯海洋; 貿易によって和らげ、穏やかに巻いで
す。



セントヘレナ・アセンションおよびトリスタンダクーニャの
住人

セントヘレナ・アセンションおよびトリスタンダクーニャで住んで
いる人の数を見てみましょう。番号は7,828です。 そう多くの人
がここに住んでいるわけではありません。ここに住んでいる人
は？ アフリカ人50％、白25％、中国25％。 セントヘレナ・アセ
ンションおよびトリスタンダクーニャの言語は何ですか？ 英語。
そして宗教：プロテスタント75.9％（成功者68.9、バプテスト
2.1％エホバの証人4.1％、ローマカトリック教徒1.2％、その他
2.5％（バハイ語を含む）、不特定0.8％、なし6.1％、無回答
9.4％。人々は平均して何歳ですか？ 41.9 年。この数字は
中央値であると付け加えなければなりません。つまり、半分の
人がこれより年上で、半分が若いです。そして、彼らの平均余
命（出生時）は何ですか？これは：79.6 年。人々はセントヘレ
ナ・アセンションおよびトリスタンダクーニャで住んでいるところ？こ
こ：セントヘレナ（Saint Helena） - 人口は北西部の首都ジェー
ムズタウン周辺に集中しています。昇進 - 最大の集落、およ
び人口のほとんどの場所は、ジョージタウンです。トリスタン・ダ・
クンハ（Tristan da Cunha） - ほぼ300人の住民の大部分が、7
つの海のエジンバラに住む。 セントヘレナ・アセンションおよびトリ
スタンダクーニャの大都市圏は、ジェームスタウン（首都）1,000
人（2014年）です。

政府と経済のセントヘレナ・アセンションおよびトリスタン
ダクーニャ

セントヘレナ・アセンションおよびトリスタンダクーニャの首都
はジェームズタウンの限られた自治の海外領土であり、政府の
タイプは議会民主主義 英国です。行政部門 - 3行政区域;
Ascension、Saint Helena、Tristan da Cunhaを見てみましょう。



セントヘレナ・アセンションおよびトリスタンダクーニャの経済に関
して、重要な工業製品は建設、工芸品（家具、縫い、派手
な木工）、釣り、コレクターの切手です。重要な農産物はコー
ヒー、トウモロコシ、ジャガイモ、野菜; 魚、ロブスター; 家畜;
timbeのです。最も重要な輸出商品は魚（冷凍、缶詰、塩・
乾燥カツオ、マグロ）、コーヒー、手工芸品であり、最も重要な
輸出相手はこれは不明ですです。最も重要な輸入商品は、
食品、飲料、タバコ、燃料油、動物飼料、建築材料、自動
車および部品、機械および部品であり、最も重要な輸入相手
はこれは不明ですです。どのくらい金持ちで、この国の人口は
どれくらい豊富ですか？ここで最も重要な数字は1人当たり
GDP（PPP）です：$7,800 (FY09/10 推定)。 これはかなり低い
数字です。これは、1人あたりの国内総生産（Gross Domestic
Product）を意味し、現地の財やサービスの相対コストに関して
再計算されることを意味します。もう一つの重要な数字 - 貧
困線以下の人口：未知の%。

セントヘレナ・アセンションおよびトリスタンダクーニャの
地図
 





我々は強くお勧めします

トップアドベンチャーゲーム：アリスと魔女のための改革

MapsGuides.com：あなたの旅行のための自由なガイド

セントクリストファー・ネイビス

インデックス：大陸と国, 世界の地図
ここでは、セントクリストファー・ネイビスの地理、住民、政

府、経済および歴史に関するオンラインで選択された情報を
見つけることができます。選択された統計、全体図、セントクリ
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ストファー・ネイビス - の詳細マップが含まれていますが、ここでセ
ントクリストファー・ネイビスの国旗から始めましょう：
 

セントクリストファー・ネイビス - 概要：
セントクリストファー・ネイビスについて知っておくべきことは何

ですか？これから始めましょう：カリブ・インディアンは、1623年に
英国が和解を開始する数百年前から、西インド諸島の島々
を占領していました。1967年、セントクリストファー・ネイビス・ア
ンギラの領土は完全自治を持つ英国の連合国になりました。
アンギラ島は反逆し、1971年に離脱することが認められた。残
りの島々は1983年にセントクリストファー・ネイビスとして独立を
達成した。1998年、セント・キッツから分離するためのネイヴィ
スの国民投票は、必要とされる3分の2の多数決に満たなかっ
た。ネイビスはセントキッツと別れる努力を続けています。

セントクリストファー・ネイビスの地理

地球上のどこにセントクリストファー・
ネイビスがありますか？この国の所在地はカリブ海諸島、カリブ
海の島々、プエルトリコからトリニダードトバゴへの道のりの約3
分の1です。 セントクリストファー・ネイビスの総面積は261 km2

(Saint Kitts 168 km2; Nevis 93 km2)であり、そのうち261 km2は
土地である。 だからこれはかなり小さい国です。国の地形はど



うやって説明できますか？このように：山間部の中にある火山
性。 セントクリストファー・ネイビスの最下点はカリブ海0m、最も
高い点Liamuiga山1,156mのです。気候は熱帯、絶え間ない
海風に鍛えられています。季節的な温度変化はほとんどあり
ません。雨季（5月から11月）です。

セントクリストファー・ネイビスの住人
セントクリストファー・ネイビスで住んでいる人の数を見てみま

しょう。番号は52,715 (7/2017 推定)です。 そう多くの人がここ
に住んでいるわけではありません。ここに住んでいる人は？ に
黒く見られる。いくつかの英国、ポルトガル語、レバノン。 セント
クリストファー・ネイビスの言語は何ですか？ 英語（公式）。そし
て宗教：聖公会、他のプロテスタント、カトリック。人々は平均
して何歳ですか？ 35 年。この数字は中央値であると付け加
えなければなりません。つまり、半分の人がこれより年上で、半
分が若いです。そして、彼らの平均余命（出生時）は何です
か？これは：75.9 年。人々はセントクリストファー・ネイビスで住
んでいるところ？ここ：人口クラスターは、両方の島の周辺に位
置する小さな町で発見され。 セントクリストファー・ネイビスの大
都市圏は、バステール（資本）14,000（2014）です。

政府と経済のセントクリストファー・ネイビス
セントクリストファー・ネイビスの首都はBasseterreであり、政

府のタイプは連邦議会民主主義（国会）。連邦の領土です。
行政部門 - 14小教区; セント・ジョージ・ジンジャーランド、セン
ト・ジョージ・ジンジャーランド、セント・ジェームス・ウィンドワー
ド、セント・ジョン・カペスター、セント・ジョン・フィグツリー、セン
ト・メアリー・カヨン、セント・ポール・カペスター、セント・ポール・
チャールズタウン、サン・ピーター・バステール、セント・トーマス・ミ



ドル・アイランド、トリニティ・パルメット・ポイントを見てみましょ
う。 セントクリストファー・ネイビスの経済に関して、重要な工業
製品は観光、綿、塩、コプラ、衣類、履物、飲料です。重要
な農産物はサトウキビ、米、ヤス、野菜、バナナ。魚のです。
最も重要な輸出商品は機械、食品、エレクトロニクス、飲
料、タバコであり、最も重要な輸出相手は米国49.6パーセン
ト、ポーランド15.2％、トルコ11.6％（2016年）です。最も重要
な輸入商品は、機械、製造、食品、燃料であり、最も重要
な輸入相手は米国56.8パーセント、トリニダード・トバゴ
6.8％、キプロス6.2％、日本4％（2016年）です。どのくらい金
持ちで、この国の人口はどれくらい豊富ですか？ここで最も重
要な数字は1人当たりGDP（PPP）です：$26,800 (2017 推
定)。 これは、生活水準がここで良いことを意味します。これ
は、1人あたりの国内総生産（Gross Domestic Product）を意
味し、現地の財やサービスの相対コストに関して再計算される
ことを意味します。もう一つの重要な数字 - 貧困線以下の人
口：未知の%。

セントクリストファー・ネイビスの地図
 



我々は強くお勧めします



トップアドベンチャーゲーム：アリスと魔女のための改革

MapsGuides.com：あなたの旅行のための自由なガイド

セントルシア

インデックス：大陸と国, 世界の地図
ここでは、セントルシアの地理、住民、政府、経済および

歴史に関するオンラインで選択された情報を見つけることがで
きます。選択された統計、全体図、セントルシア - の詳細マッ
プが含まれていますが、ここでセントルシアの国旗から始めましょ
う：
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


セントルシア - 概要：
セントルシアについて知っておくべきことは何ですか？これか

ら始めましょう：カストリーズ島の素晴らしい自然港を持つこの
島は、17世紀から18世紀初頭にイギリスとフランスの間で争わ
れました。最終的に1814年に英国に譲渡されました。1834年
に農園で奴隷制度が廃止された後も、セント・ルシアは熱帯コ
モディティ作物の生産に特化した農業島のままでした。自治は
1967年に、独立は1979年に与えられました。

セントルシアの地理

地球上のどこにセントルシアがありま
すか？この国の所在地はカリブ海、カリブ海と北大西洋の間の
島、トリニダード・トバゴの北です。 セントルシアの総面積は

616 km2であり、そのうち606 km2は土地である。 だからこれは
かなり小さい国です。国の地形はどうやって説明できますか？
このように：広大な肥沃な谷で火山性と山岳性がある。 セント
ルシアの最下点はカリブ海0 m、最も高い点ギミエ山948 mので
す。気候は熱帯、北東の貿易風によって調整された; 乾季1
月〜4月、雨期5月〜8月です。

セントルシアの住人
セントルシアで住んでいる人の数を見てみましょう。番号は

164,994 (7/2017 推定)です。 そう多くの人がここに住んでいる



わけではありません。ここに住んでいる人は？ 黒人/アフリカ系
民族85.3％、混合10.9％、東インド2.2％、その他1.6％、不
特定0.1％（2010年est 。）。 セントルシアの言語は何ですか？
英語（公用語）、フランス語patois。そして宗教：ローマカトリック
教徒は61.5％、プロテスタント教徒は25.5％（第7日目の礼拝
堂10.4％、ペンテコステス8.9％、バプテスト2.2％、アングリカン
1.6％、教会1.5％、プロテスタント0.9％）、その他キリスト教徒
3.4％（福音2.3％エホバの証人1.1％）、ラスタパリアン1.9％、
その他0.4％、なし5.9％、不特定1.4％（2010年推定）。人々
は平均して何歳ですか？ 34.8 年。この数字は中央値である
と付け加えなければなりません。つまり、半分の人がこれより年
上で、半分が若いです。そして、彼らの平均余命（出生時）は
何ですか？これは：77.9 年。人々はセントルシアで住んでいる
ところ？ここ：、人口の大部分は島周辺でカストリーズの首都
周辺のより大きな集中。 セントルシアの大都市圏は、カスト
リーズ（首都）22,000（2014）です。

政府と経済のセントルシア
セントルシアの首都はカストリーズであり、政府のタイプは議

会の民主主義（議会）。コモンウェルス・レルム・です。行政部
門 - 10地区 アンス・ラ・レイ、カナリア、カストリーズ、ショアズー
ル、Dennery、グロ・アイレット、Laborieの、ミクー、スフレ、ヴュー
フォートを見てみましょう。 セントルシアの経済に関して、重要
な工業製品は観光; 衣料品、電子部品、飲料、段ボール
箱、ライム処理、ココナッツ加工のアセンブリです。重要な農産
物はバナナ、ココナッツ、野菜、柑橘類、根作物、ココアです。
最も重要な輸出商品はバナナ41％、衣料品、ココア、アボカ
ド、マンゴー、ココナッツオイル（2010 EST）であり、最も重要な
輸出相手は米国48.8パーセント、トリニダード・トバゴ14.1パー



セント、英国トリニダード・アンド・トバゴ18％、英国6.7％、日
本4％（2016年）、モルディブ4.7％（2016年）、です。最も重要
な輸入商品は食料品、機械器具、輸送機器、化学品、燃
料であり、最も重要な輸入相手は39.8％です。どのくらい金
持ちで、この国の人口はどれくらい豊富ですか？ここで最も重
要な数字は1人当たりGDP（PPP）です：$13,500 (2017 推
定)。 これはかなり良いです。これは、1人あたりの国内総生産
（Gross Domestic Product）を意味し、現地の財やサービスの
相対コストに関して再計算されることを意味します。もう一つの
重要な数字 - 貧困線以下の人口：未知の%。

セントルシアの地図
 



我々は強くお勧めします



トップアドベンチャーゲーム：アリスと魔女のための改革

MapsGuides.com：あなたの旅行のための自由なガイド

サンピエール島・ミクロン島

インデックス：大陸と国, 世界の地図
ここでは、サンピエール島・ミクロン島の地理、住民、政

府、経済および歴史に関するオンラインで選択された情報を
見つけることができます。選択された統計、全体図、サンピエー
ル島・ミクロン島 - の詳細マップが含まれていますが、ここでサン
ピエール島・ミクロン島の国旗から始めましょう：
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


サンピエール島・ミクロン島 - 概要：
サンピエール島・ミクロン島について知っておくべきことは何

ですか？これから始めましょう：17世紀初頭にフランス人によっ
て解決されたこの島々は、かつては巨大な北米の所有物の
唯一の痕跡でした。彼らは2003年に海外の集合体の状態を
達成

サンピエール島・ミクロン島の地理

地球上のどこにサンピエール島・ミクロン
島がありますか？この国の所在地は北部、北米、北大西洋、
南のニューファンドランドの（カナダ）での島々です。 サンピエール

島・ミクロン島の総面積は242 km2であり、そのうち242 km2は
土地である。 だからこれはかなり小さい国です。国の地形はど
うやって説明できますか？このように：場合不毛の地風です。
サンピエール島・ミクロン島の最下点は大西洋0 m、最も高い
点Morne de la Grande Montagne 240 mのです。気候は寒さと
ウェット、かなりの霧と霧と; 春と秋は多くのです。

サンピエール島・ミクロン島の住人



サンピエール島・ミクロン島で住んでいる人の数を見てみま
しょう。番号は5,533 (7/2017 推定)です。 そう多くの人がここに
住んでいるわけではありません。ここに住んでいる人は？
Basques and Bretons（フランスの漁師）。 サンピエール島・ミクロ
ン島の言語は何ですか？ フランス人（公式）。そして宗教：
ローマカトリック99％、その他1％。人々は平均して何歳です
か？ 46.5 年。この数字は中央値であると付け加えなければ
なりません。つまり、半分の人がこれより年上で、半分が若いで
す。そして、彼らの平均余命（出生時）は何ですか？これは：
80.6 年。人々はサンピエール島・ミクロン島で住んでいるとこ
ろ？ここ：人口の大半はサンピエール島にあります。ミクロン島
の北端に位置する小さな居住地。 サンピエール島・ミクロン島
の大都市圏は、Saint-pierre（首都）5,000（2014年）です。

政府と経済のサンピエール島・ミクロン島
サンピエール島・ミクロン島の首都はSaint-Pierreであり、政

府のタイプは議会民主主義（領土理事会）。フランスの海外
集団です。行政部門 - なし（フランスの領土海外集団）。注：
米国政府が定義した第一次行政区分は存在しませんが、2
番目のコミューンは2番目にあります - サンピエール、ミケロンを
見てみましょう。 サンピエール島・ミクロン島の経済に関して、
重要な工業製品は漁船用の魚魚加工および供給基地; 観
光事業です。重要な農産物は野菜; 家禽、牛、羊、豚;で
す。最も重要な輸出商品は魚および魚製品、大豆、動物飼
料、軟体動物および甲殻類、キツネおよびミンクの皮肉であ
り、最も重要な輸出相手はこれは不明ですです。最も重要な
輸入商品は、衣類、燃料、電気機器、機械、建材であり、
最も重要な輸入相手はこれは不明ですです。どのくらい金持
ちで、この国の人口はどれくらい豊富ですか？ここで最も重要



な数字は1人当たりGDP（PPP）です：$34,900 (2006 推定)。
これは、生活水準がここで良いことを意味します。これは、1人
あたりの国内総生産（Gross Domestic Product）を意味し、現
地の財やサービスの相対コストに関して再計算されることを意
味します。もう一つの重要な数字 - 貧困線以下の人口：未
知の%。

サンピエール島・ミクロン島の地図
 

我々は強くお勧めします



トップアドベンチャーゲーム：アリスと魔女のための改革

MapsGuides.com：あなたの旅行のための自由なガイド

セントビンセント・グレナディーン

インデックス：大陸と国, 世界の地図
ここでは、セントビンセント・グレナディーンの地理、住民、

政府、経済および歴史に関するオンラインで選択された情報
を見つけることができます。選択された統計、全体図、セントビ
ンセント・グレナディーン - の詳細マップが含まれていますが、こ
こでセントビンセント・グレナディーンの国旗から始めましょう：

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


 

セントビンセント・グレナディーン - 概要：
セントビンセント・グレナディーンについて知っておくべきことは

何ですか？これから始めましょう：原産のCaribsによる抵抗は、
1719年までSaint Vincentでの植民地化を妨げた。 19世紀から
1962年の間に、セントビンセントとグレナディーン諸島は西イン
ド諸島連邦の別個の行政単位でした。自治は1969年に、独
立は1979年に認められました。

セントビンセント・グレナディーンの地理

地球上のどこにセントビンセント・グ
レナディーンがありますか？この国の所在地はカリブ海、カリブ
海と北大西洋の間の島、トリニダード・トバゴの北です。 セント

ビンセント・グレナディーンの総面積は389 km2 (Saint Vincent
344 km2)であり、そのうち389 km2は土地である。 だからこれは
かなり小さい国です。国の地形はどうやって説明できますか？
このように：火山性山岳地帯。 セントビンセント・グレナディーン
の最下点は0 m、最も高い点ラ・スフリエール1,234 mです。気
候は熱帯、季節的な温度変化はほとんどありません。雨季（5
月〜11月）です。

セントビンセント・グレナディーンの住人
セントビンセント・グレナディーンで住んでいる人の数を見て



みましょう。番号は102,089 (7/2017 推定)です。 そう多くの人
がここに住んでいるわけではありません。ここに住んでいる人
は？ 黒66％、混合19％東インド人6％、ヨーロッパ人4％、カ
リブアメリアン2％、その他3％。 セントビンセント・グレナディーン
の言語は何ですか？ 英語、フランス人patois。そして宗教：プ
ロテスタント75％（アングリカン47％、メソジスト28％）、ローマカ
トリック13％、その他（ヒンズー教徒、セブンデイアドベンティス
ト、その他プロテスタント）12％。人々は平均して何歳です
か？ 33.6 年。この数字は中央値であると付け加えなければ
なりません。つまり、半分の人がこれより年上で、半分が若いで
す。そして、彼らの平均余命（出生時）は何ですか？これは：
75.5 年。人々はセントビンセント・グレナディーンで住んでいると
ころ？ここ：人口の大半は中とキングスタウンの首都の周りに集
中している。 セントビンセント・グレナディーンの大都市圏は、キ
ングスタウン（資本）27,000（2014）です。

政府と経済のセントビンセント・グレナディーン
セントビンセント・グレナディーンの首都はキングスタウンであ

り、政府のタイプはの下で議会制民主主義（議会の家）立憲
君主政体; コモンウェルス王国です。行政部門 - 6小聖堂;
シャーロット、グレナディーン諸島、セントアンドリュー、聖デビッ
ド、セントジョージ、セントパトリックを見てみましょう。 セントビン
セント・グレナディーンの経済に関して、重要な工業製品は観
光; 食品加工、セメント、家具、衣類、でんぷんです。重要な
農産物はバナナ、ココナッツ、サツマイモ、スパイス; 少数の牛、
羊、豚、山羊。魚のです。最も重要な輸出商品はバナナ、エ
ドドーおよびダシェン（taro）、アロールートデンプン; テニスラケッ
ト、であり、最も重要な輸出相手はバルバドス18.3％、セント
ルシア17.6％、アンティグアバーブーダ14.8％、トリニダードトバ



ゴ12.3％、ドミニカ9.5％、セントキッツとネイビス7.3％、グレナダ
5.9％（2016年）です。最も重要な輸入商品は食料品、機械
器具、化学品肥料、鉱物、燃料であり、最も重要な輸入相
手は米国44％、トリニダード・トバゴ14.1％、英国6.5％、フラ
ンス4.8％（2016年）です。どのくらい金持ちで、この国の人口
はどれくらい豊富ですか？ここで最も重要な数字は1人当たり
GDP（PPP）です：$11,600 (2017 推定)。 これはかなり良いで
す。これは、1人あたりの国内総生産（Gross Domestic
Product）を意味し、現地の財やサービスの相対コストに関して
再計算されることを意味します。もう一つの重要な数字 - 貧
困線以下の人口：未知の%。

セントビンセント・グレナディーンの地図
 



我々は強くお勧めします



トップアドベンチャーゲーム：アリスと魔女のための改革

MapsGuides.com：あなたの旅行のための自由なガイド

サモア

インデックス：大陸と国, 世界の地図
ここでは、サモアの地理、住民、政府、経済および歴史に

関するオンラインで選択された情報を見つけることができます。
選択された統計、全体図、サモア - の詳細マップが含まれてい
ますが、ここでサモアの国旗から始めましょう：
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


サモア - 概要：
サモアについて知っておくべきことは何ですか？これから始め

ましょう：ニュージーランドは、1914年に第一次世界大戦の発
生時に西サモアのドイツ保護区を占領した。 1962年まで、領
土としての信頼の領土として、島々は20世紀に独立を再確
立する最初のポリネシアの国になった。国は1997年にその名
前から「西洋」を削除した。

サモアの地理

地球上のどこにサモアがありますか？
この国の所在地はオセアニア、南太平洋の島々、ハワイと
ニュージーランドの中間地点です。 サモアの総面積は2,831
km2であり、そのうち2,821 km2は土地である。 だからこれはか
なり小さい国です。国の地形はどうやって説明できますか？こ
のように：2つの主要島（Savaii、Upolu）といくつかの小さな島々
と無人島。interioの火山、険しい山々と狭い海岸平野。 サモ
アの最下点は太平洋0メートル、最も高い点マウントSilisili
1857メートルです。気候はtropical; 雨季（11月から4月）、乾
季（5月から10月）のです。

サモアの住人
サモアで住んでいる人の数を見てみましょう。番号は

200,108 (7/2017 推定)です。 そう多くの人がここに住んでいる



わけではありません。ここに住んでいる人は？ サモア92.6パーセ
ント、Euronesians（ヨーロッパ人およびポリネシア人の血液の人）
7％、ヨーロッパ人0.4％（2001年の人口調査）。 サモアの言語
は何ですか？ サモア人（ポリネシア人）（公式）、英語。そして
宗教：ローマカトリック教徒19.4％、モルモン教徒15.2％、礼拝
所1.7％、他のキリスト教徒5.5％、その他0.7％、なし0.1（教
会員31.8％、メソジスト13.7％、神8％、第七日大使館3.9％
％、不特定0.1％（2011年推定）。人々は平均して何歳です
か？ 24.4 年。この数字は中央値であると付け加えなければ
なりません。つまり、半分の人がこれより年上で、半分が若いで
す。そして、彼らの平均余命（出生時）は何ですか？これは：
74 年。人々はサモアで住んでいるところ？ここ：。 サモアの大
都市圏は、です。

政府と経済のサモア
サモアの首都はであり、政府のタイプはです。行政部門 -

を見てみましょう。 サモアの経済に関して、重要な工業製品
はです。重要な農産物はです。最も重要な輸出商品はであ
り、最も重要な輸出相手はです。最も重要な輸入商品はで
あり、最も重要な輸入相手はです。どのくらい金持ちで、この
国の人口はどれくらい豊富ですか？ここで最も重要な数字は1
人当たりGDP（PPP）です：$5,700 (2017 推定)。 これはかなり
低い数字です。これは、1人あたりの国内総生産（Gross
Domestic Product）を意味し、現地の財やサービスの相対コス
トに関して再計算されることを意味します。もう一つの重要な
数字 - 貧困線以下の人口：未知の%。

サモアの地図
 



我々は強くお勧めします



トップアドベンチャーゲーム：アリスと魔女のための改革

MapsGuides.com：あなたの旅行のための自由なガイド

サントメ・プリンシペ

インデックス：大陸と国, 世界の地図
ここでは、サントメ・プリンシペの地理、住民、政府、経済

および歴史に関するオンラインで選択された情報を見つけるこ
とができます。選択された統計、全体図、サントメ・プリンシペ -
の詳細マップが含まれていますが、ここでサントメ・プリンシペの
国旗から始めましょう：
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


サントメ・プリンシペ - 概要：
サントメ・プリンシペについて知っておくべきことは何ですか？

これから始めましょう：15世紀後半にポルトガルで発見され、主
張されていたこの島の砂糖を使った経済は、19世紀にコーヒー
とココアにもたらされました。これらはすべてアフリカのプランテー
ションの奴隷労働によって育ちました。独立は1975年に達成さ
れたが、1980年代後半までは民主的改革は成立しなかっ
た。その国は1991年に最初の自由選挙を行ったが、様々な
政党間の頻繁な内部争いが、1995年、1998年、2003年、
2009年のリーダーシップと4回の非暴力的なクーデターの繰り返
しの変化を引き起こした。2012年には、パトリス・トロヴァーダ
元首相の過半数の政権を撤退させたが、2014年には立法府
の選挙が彼を事務所に戻した。エバリスト・カルヴァーリョ大統
領、Trovoada首相と同じ政党の、2016年9月に選出され、同
じパーティーによって大統領と首相の地位が保持される珍しい
例を示しています。ギニア湾の新しい石油発見は、小さな島
国への関心を引き付ける可能性があります。

サントメ・プリンシペの地理

地球上のどこにサントメ・プリンシペが
ありますか？この国の所在地は中央アフリカ、ギニア湾の島、



赤道のすぐ北、ガボン西です。 サントメ・プリンシペの総面積は

964 km2であり、そのうち964 km2は土地である。 だからこれは
かなり小さい国です。国の地形はどうやって説明できますか？
このように：火山、山岳。 サントメ・プリンシペの最下点は大西
洋0 m、最も高い点ピコ・デ・サン・トーメ2,024 mです。気候は
熱帯雨林 熱い、湿った; 雨季（10月〜5月）です。

サントメ・プリンシペの住人
サントメ・プリンシペで住んでいる人の数を見てみましょう。

番号は201,025 (7/2017 推定)です。 そう多くの人がここに住
んでいるわけではありません。ここに住んでいる人は？ （アンゴ
ラ奴隷の子孫）、フォロ（アンゴラ、モザンビーク、カボベルデから
の請負労働者）、トンガ（島で生まれたサービカスの子供た
ち）、ヨーロッパ人（主にポルトガル人）、アジア人（。 サントメ・プ
リンシペの言語は何ですか？ 公式）、Foro 36.2％、Cabo
Verdian 8.5％、フランス語6.8％、Angolar 6.6％、English
4.9％、Lunguie 1％、その他（手話含む）2.4％。そして宗教：
カトリック教徒55.7％、Adventist 4.1神のアセンブリ3.4％、新
使徒2.9％、マナ2.3％、神の普遍王国2％、エホバの証人
1.2％、他6.2％、なし21.2％、不特定1％（2012年の推定
値）。人々は平均して何歳ですか？ 18.4 年。この数字は中
央値であると付け加えなければなりません。つまり、半分の人
がこれより年上で、半分が若いです。そして、彼らの平均余命
（出生時）は何ですか？これは：65.3 年。人々はサントメ・プリ
ンシペで住んでいるところ？ここ：首都ソー・トゥームは、国民の
およそ4分の1を占めています。サント・アントニオはプリンシペで
最大の町です。両島の北部地域は人口密度が最も高い。 サ
ントメ・プリンシペの大都市圏は、SAO TOME（資本）



71,000（2014）です。
政府と経済のサントメ・プリンシペ
サントメ・プリンシペの首都はサントメであり、政府のタイプ

は半大統領共和国です。行政部門 - 2州; プリンシペ、サント
メを見てみましょう。 サントメ・プリンシペの経済に関して、重要
な工業製品は光の建設、織物、石鹸、ビール、魚の処理、
timbeです。重要な農産物は、ココア、ココナッツ、パームカーネ
ル、コプラ、シナモン、コショウ、コーヒー、バナナ、パパイヤ、豆;
家禽; 魚のです。最も重要な輸出商品はココア80％、コプラ、
コーヒー、パーム油（2010 EST。）であり、最も重要な輸出相
手はドイツ23.3％、オランダ13.8％、ポルトガル10％、アンゴラ
6.4％、韓国5.2％、ペルー4.5％、ドミニカ共和国4.1％（2016
年）、です。最も重要な輸入商品は機械・電気機器、食品、
石油製品であり、最も重要な輸入相手はポルトガル58.8％、
アンゴラ15.2％、中国5.3％（2016年）です。どのくらい金持ち
で、この国の人口はどれくらい豊富ですか？ここで最も重要な
数字は1人当たりGDP（PPP）です：$3,200 (2017 推定)。 これ
は非常に低い数値です。これは、1人あたりの国内総生産
（Gross Domestic Product）を意味し、現地の財やサービスの
相対コストに関して再計算されることを意味します。もう一つの
重要な数字 - 貧困線以下の人口：66.2% (2009 推定)。

サントメ・プリンシペの地図
 



我々は強くお勧めします



トップアドベンチャーゲーム：アリスと魔女のための改革

MapsGuides.com：あなたの旅行のための自由なガイド

サウジアラビア

インデックス：大陸と国, 世界の地図
ここでは、サウジアラビアの地理、住民、政府、経済および

歴史に関するオンラインで選択された情報を見つけることがで
きます。選択された統計、全体図、サウジアラビア - の詳細
マップが含まれていますが、ここでサウジアラビアの国旗から始め
ましょう：
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


サウジアラビア - 概要：
サウジアラビアについて知っておくべきことは何ですか？これ

から始めましょう：サウジアラビアはイスラムの発祥地であり、メッ
カとメディナにある2つの聖なる神社の本拠地です。王の公式
のタイトルは、2つの神聖なモスクの管理人です。近代的なサ
ウジアラビアの国家は、アラビア半島の大半を統一するための
30年のキャンペーンの後、ABD AL-AZIZビン・アブド・アル・ラ
フマン・アルSAUD（イブン・サウド）によって1932年に設立され
た。1992年の基本法で要求されているように、彼の男性の子
孫の1人が今日国を支配している。イラクが1990年にクウェート
を侵攻した後、サウジアラビアはクウェート王室と40万人の難
民を受け入れ、翌年クウェートの解放のために西洋とアラブ軍
を土地に配備することを許可した。クウェート解放後のサウジ
土地への外国軍隊の継続的な存在は、2003年にすべての米
軍が撤退するまで、王家と国民の緊張の源となった。2003年
5月と11月の主要なテロ攻撃は、国内のテロリズムや過激派に
対して アブダラ王国は、2005年から2015年にかけて徐々に王
国を近代化しました。個人的なイデオロギーと政治的実用主
義によって、彼は、女性の雇用と社会的機会の拡大、外国
投資の誘致、経済における民間部門の役割の拡大、企業の
外国人労働者雇用の妨げなど、一連の社会経済的イニシア
チブを導入した。サウジアラビアは、2011年のアラブ春に抗議し
ましたが、地域の他の地域で抗議した際の流血のレベルは見
られませんでした。東部州のシエアムスリムは主に政治犯の拘
禁、地方の差別、バーレーンとバーレーンでのサウジアラビア政



府の行動に対して抗議した。リヤドはいくつかの抗議者を逮捕
し、そのほとんどを迅速に解放し、国家主導の聖職者を使っ
て政治的、イスラム主義的行動主義に対抗することによって、
慎重ではあるが堅実なアプローチをとった。政府は、2005年と
2011年に初めての選挙を行いました。サウジアラビア人は市議
会議員を選挙するために世論調査に行きました。2015年12
月、市議会の選挙で女性が投票し、候補者として初めて立
候補し、19人の女性が席を獲得しました。キル・サルマン・ビ
ン・アブド・アル・アジズ・アル・サウドは、2015年に王位に昇格
し、皇太子として最初の次世代王子ムハンマド・ビン・ナイフ・
ビン・アブド・アル・アジズ・アルサウドを継承した。彼は息子のム
ハンマド・ビン・サルマン・ビン・アブド・アル・アジズ・アル・サウドを
副王冠に指定した。2015年3月、サウジアラビアは、元大統
領ALI Abdullah al-Salihと提携したHuthi軍によって伐採された
イエメンの政権を回復する軍事行動で10カ国の連合を率い
た。イエメンの戦争は、民間人の犠牲者と基本的な供給の不
足につながり、かなりの国際的な批判が生まれました。2015
年12月には、サウジアラビアが、41カ国に拡大して以来、34カ
国のイスラム連合を率いてテロとの戦いを率いると発表したム
ハンマド・ビン・サルマン皇太子殿下が発表した。2016年1月、
サウジアラビアは、シーア派のムスリム聖職者であるNIMR al-
Nimrを含む、47人をテロ犯罪で犯した。イランの抗議者たち
は、イランとの外交関係を断つことで、サウジアラビアの外交施
設を爆破して、アル・NIMRの執行に抗議し、サウジ政府は対
応した。同国は石油・天然ガスの大手生産国であり、2015年
時点で世界の実績のある石油埋蔵量の約16％を保有してい
る。政府は引き続きサウジアラビアの2005年のWTOへの加盟
以来、経済改革と多様化を追求し、王国への投資。2016年



4月、サウジアラビア政府はビジョン2030と呼ばれる広範な社
会経済改革を発表しました。2015年と2016年の世界的な原
油価格の下落は、サウジアラビアの政府収入を大幅に低下さ
せました。これに対応して、政府は水の補助金を削減し、電
気、およびガソリン; 政府職員報酬パッケージの削減。限られ
た新しい土地税を発表した。OPECといくつかの重要な非
OPEC諸国と連携して、サウジアラビアは供給を規制し、世界
の価格を上昇させるために2017年初頭に石油生産を削減す
ることに合意した。

サウジアラビアの地理

地球上のどこにサウジアラビアがありま
すか？この国の所在地は中東、北イエメンの、ペルシャ湾と紅

海に接するです。 サウジアラビアの総面積は2,149,690 km2で

あり、そのうち2,149,690 km2は土地である。 だからこれは非常
に大きな国です。国の地形はどうやって説明できますか？この
ように：主に砂砂漠。 サウジアラビアの最下点はペルシャ湾0
メートル、最も高い点ジャバルSawda」3133メートル1930年代
に石油が発見されて以来、サウジアラビアの人口はよりです。
気候は偉大な極端な温度と過酷な、乾燥した砂漠です。

サウジアラビアの住人
サウジアラビアで住んでいる人の数を見てみましょう。番号



は28,571,770 (7/2017 推定)です。 とてもたくさんの人がここに
住んでいます。ここに住んでいる人は？ アラブ人90％、アフリカ
系アジア人10％。 サウジアラビアの言語は何ですか？ アラブ
人（公式）。そして宗教：イスラム教徒（市民は85-90％がスン
ニ、10-15％がシリア）、その他（東方正教、プロテスタント、
ローマカトリック、ユダヤ系、ヒンズー教徒、仏教徒、 Sikh）
（2012年の推定値）。人々は平均して何歳ですか？ 27.5
年。この数字は中央値であると付け加えなければなりません。
つまり、半分の人がこれより年上で、半分が若いです。そして、
彼らの平均余命（出生時）は何ですか？これは：75.5 年。
人々はサウジアラビアで住んでいるところ？ここ：歴史的にほと
んどが遊牧民または半遊牧民だった人口で、1930年代に石
油が発見されて以来、経済活動のほとんどは - そしてその国
の人口とともに - 東部の広告ダンマムからインテリアのリヤドを
経て、紅海近くの西部のメッカ - メディナに至るまで、半島の中
央の広い地域に集中しています。 サウジアラビアの大都市圏
は、リヤド（資本金）6.195百万。ジッダ40760000; メッカ1.771
百万; メディナ128万。広告Dammam 1.064百万（2015年）で
す。

政府と経済のサウジアラビア
サウジアラビアの首都はリヤドであり、政府のタイプは絶対

君主制です。行政部門 - 13の省（mintaqat、singular -
mintaqah）; アル・バハ、アル・フッドド・アシャムリヤ（北ボー
ダー）、アル・ジョーフ、アル・マディーナ（メディナ）、アル・カシム、
アル・リヤド（リヤド）、アッシュ・シャリヤ（東）、アシール、ハイル、
ヤザン、マッカ（メッカ）ナジュラーン、タブークを見てみましょう。
サウジアラビアの経済に関して、重要な工業製品はセメント、
肥料、プラスチック、金属、商業用船舶修理、商業用航空機



の修理、建設です。重要な農産物は、小麦、大麦、トマト、
メロン、日付、柑橘類。マトン、ニワトリ、卵、ミルクです。最も
重要な輸出商品は石油および石油製品90％（2012年の鉱
工業生産、石油精製、基本石油化学製品、アンモニア、工
業ガス、苛性ソーダ））であり、最も重要な輸出相手は中国
13.6％、日本11.3％、インド10.7％、米国9.8％、韓国
9.1％、シンガポール4.7％（2016）です。最も重要な輸入商品
は機械器具、食料品、化学品、自動車、繊維であり、最も
重要な輸入相手は中国16.2％、米国15％、ドイツ6.3％、
日本5.3％、アラブ首長国連邦5％、韓国4.3％（2016年）で
す。どのくらい金持ちで、この国の人口はどれくらい豊富です
か？ここで最も重要な数字は1人当たりGDP（PPP）です：
$55,300 (2017 推定)。 これは、人々がここで平均的に富んで
いることを意味します。これは、1人あたりの国内総生産
（Gross Domestic Product）を意味し、現地の財やサービスの
相対コストに関して再計算されることを意味します。もう一つの
重要な数字 - 貧困線以下の人口：未知の%。

サウジアラビアの地図
 



我々は強くお勧めします



トップアドベンチャーゲーム：アリスと魔女のための改革

MapsGuides.com：あなたの旅行のための自由なガイド

セネガル

インデックス：大陸と国, 世界の地図
ここでは、セネガルの地理、住民、政府、経済および歴史

に関するオンラインで選択された情報を見つけることができま
す。選択された統計、全体図、セネガル - の詳細マップが含ま
れていますが、ここでセネガルの国旗から始めましょう：
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


セネガル - 概要：
セネガルについて知っておくべきことは何ですか？これから

始めましょう：セネガルとフランスのスーダンのフランス植民地は
1959年に合併され、1960年にマリ連邦として独立した。組合
はほんの数ヶ月後に解散した。セネガルは、1982年にセネガニ
アの名目上の連合を形成するためにガンビアと加盟した。両
国の想定された統合は決して実施されず、1989年に組合は
解散した。カザマンンスの民主運動の動きは、低レベルの分離
勢力セネガル南部では1980年代以来。いくつかの平和協定
が紛争を解決することに失敗したが、非公式の停戦は2012
年以降大部分が有効である。セネガルはアフリカで最も安定し
た民主主義のままであり、国際平和維持と地域仲介に長い
歴史を持つ。セネガルは、2000年にAbdoulaye WADEが大統
領に選出されるまで、40年間社会主義党によって支配され
た。彼は2007年に再選され、2年間にわたってセネガルの憲法
を改正して執行力を高め、野党を弱体化させた。第3大統領
任期のための彼の決断は、2012年3月のMacky SALLでの彼
の敗北につながった大きな公衆の反発を誘発した.2016年の
憲法国民投票は、この期間を5年に短縮し、最大2連続将
来の大統領の任期。

セネガルの地理



地球上のどこにセネガルがあります
か？この国の所在地は西アフリカ、ギニア・ビサウとモーリタニア
の間の北大西洋に接するです。 セネガルの総面積は196,722
km2であり、そのうち192,530 km2は土地である。 だから、これ
は大きな国ではない。国の地形はどうやって説明できますか？
このように：平野が南東に麓に上昇し、転がり、一般的に低
い。 セネガルの最下点は大西洋0メートル、最も高い点2.8キ
ロ南東Nepen Diakaの無名の標高648メートルです。気候は
tropical; 熱い、湿った; 雨季（5月から11月）は強い南東の風が
あります。乾季（4月-12月）暑く乾燥し、ハルマッタン風によって
支配です。

セネガルの住人
セネガルで住んでいる人の数を見てみましょう。番号は

14,668,522 (7/2017 推定)です。 だから、これはあまり大きな
人口ではありません。ここに住んでいる人は？ 。 セネガルの言
語は何ですか？ フランスの（公的）、ウォーロフ38.6％、Pular
26.6％、Serer 14.9％、Mandinka 4.6％、Jola 4.1％、Soninke
2.3％、その他8.9％（ヨーロッパ人とレバノン人の人を含む）
Pular、Jola、Mandinka、Serer、ソニンケ。そして宗教：イスラム
教徒95.3パーセント（ほとんどの4つの主要なスーフィーエルマン
ダーの1に準拠）、クリスチャン4.3％（主にローマカトリック）、アニ



ミズム0.4％（2010-11 ESTすること。）。人々は平均して何歳
ですか？ 18.8 年。この数字は中央値であると付け加えなけれ
ばなりません。つまり、半分の人がこれより年上で、半分が若
いです。そして、彼らの平均余命（出生時）は何ですか？これ
は：62.1 年。人々はセネガルで住んでいるところ？ここ：集団は
ダカールが明確に定義されたコア領域を固定して、西部に集
中しています。人口の約70％は農村。 セネガルの大都市圏
は、ダカール（首都）3.52百万人（2015年）です。

政府と経済のセネガル
セネガルの首都はダッカであり、政府のタイプは大統領共

和国です。行政部門 - 14の領域（領域、特異領域）。ダカー
ル、ディオールベル、ファティック、カフリン、カオラック、ケドゥグー、
コルダ、ロガ、マダム、サンルイ、セディーオ、タンバクンダ、ティ
ス、ジグインチョ、を見てみましょう。 セネガルの経済に関して、
重要な工業製品は、魚介類加工、燐酸塩鉱業、肥料生
産、石油精製、ジルコン、金鉱業、建設資材、船舶建設お
よび修理です。重要な農産物は野菜; ウシ、家禽、豚; 魚介
類です。最も重要な輸出商品は魚、ピーナッツ、石油製品、
リン酸塩、綿であり、最も重要な輸出相手はです。最も重要
な輸入商品は、であり、最も重要な輸入相手はフランス
（15.9％）、中国（10.3％）、ナイジェリア（7.8％）、インド
（7.6％）、オランダ（5.3％）、スイス（10.6％）、インド（8.2 ％ 、
スペイン4.9％（2016年）です。どのくらい金持ちで、この国の人
口はどれくらい豊富ですか？ここで最も重要な数字は1人当た
りGDP（PPP）です：$2,700 (2017 推定)。 これは非常に低い
数値です。これは、1人あたりの国内総生産（Gross Domestic
Product）を意味し、現地の財やサービスの相対コストに関して
再計算されることを意味します。もう一つの重要な数字 - 貧



困線以下の人口：46.7% (2011 推定)。
セネガルの地図

 

我々は強くお勧めします



トップアドベンチャーゲーム：アリスと魔女のための改革

MapsGuides.com：あなたの旅行のための自由なガイド

セルビア

インデックス：大陸と国, 世界の地図
ここでは、セルビアの地理、住民、政府、経済および歴史

に関するオンラインで選択された情報を見つけることができま
す。選択された統計、全体図、セルビア - の詳細マップが含ま
れていますが、ここでセルビアの国旗から始めましょう：
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


セルビア - 概要：
セルビアについて知っておくべきことは何ですか？これから始

めましょう：セルビア人、クロアチア人、スロベニア人の王国は
1918年に結成された。その名は1929年にユーゴスラビアに変
更されました。共産党パルチザンは、1941年から1945年までの
ユーゴスラビアの枢軸軍占領と分裂に抵抗し、民族主義者の
反対者や協力者と戦った。ティソと彼の後継者（ティトーは
1980年に死去）は、共産主義者でもあるが、自らを操縦する
ことができた。ジョゼップ・ブロズの「TITO」（パティサン）は、1945
年に国内ライバルと占領者が敗北した時、ユーゴスラビアを完
全に支配した。ワルシャワ条約締結国と西側との間の道のり
は、次の45年になる。1989年、Slobodan Milosevicはセルビア
共和国の大統領に就任し、彼の超常主義者はセルビアの支
配を要求し、ユーゴスラビアの民族勢力による暴動を招いた。
1991年、クロアチア、スロベニア、マケドニアは1992年にボスニ
アに続いて独立を宣言した。セルビアとモンテネグロの残りの共
和国は、1992年4月にユーゴスラビア連邦共和国（FRY）を新
たに宣言し、ミロシェビッチ指導のもと、セルビアは周辺共和国
のセルビア民族を"大セルビア。" これらの行動は最終的には失
敗し、国際的な介入の結果1995年にデイトン平和協定に調
印した。ミロシェビッチはセルビアを支配し、1997年にはFRYの
大統領となった。1998年に、セルビア共和国の独立アルバニア
人の反乱コソボに住むアルバニア系民族の大量虐殺と大量
虐殺を招いたセルビアの反乱勢力キャンペーンを引き起こし
た。ミロシェビ政府は、1999年の春にNATOのセルビアに対す
る爆撃をもたらした。セルビアの軍隊と警察は、1999年6月に



コソボから撤退し、国連安全保障理事会は暫定的な国連の
管理とコソボでのNATO主導の治安部隊を承認した。2000年
後半のFRYの選挙は、ミロシェビッチの追放と民主政権の導
入につながった。2003年、FRYは2つの共和国の緩やかな連
合であるセルビアとモンテネグロの国家連合になった。2004年3
月のコソボで民族セルビア人を中心に広範囲に及ぶ暴力がコ
ソボの地位に対処するためのより激しい呼びかけをもたらし、
国連は2006年にステータス交渉を促進し始めた。2006年6
月、モンテネグロは連邦から離脱し、セルビアはその後、セルビ
アとモンテネグロの組合の後継国であったことに気付きました。
2008年2月、コソボは約2年の結論に至っていない交渉の末、
セルビアとは独立して宣言しました。セルビアの要請により、
2008年10月の国連総会（UNGA）は、コソボの一方的な独
立宣言が国際法に従っていたかどうかについて、国際司法裁
判所（ICJ）から勧告的意見を求めた。セルビアに不利と認めら
れた判決で、ICJは2010年7月、国際法が独立宣言を禁止し
ていないとの諮問意見を発表した。セルビアは、2010年後半
に、ICJの決定を受け入れ、セルビアとコソボの間で新たな交
渉を行うことを歓迎するEUのUNGA決議案に合意し、今回
はコソボの地位よりもむしろ現実的な問題である。セルビアとコ
ソボは、2013年4月に両国間の関係の正常化を支配する原
則の最初の合意に署名し、条項を実施中である。2015年
に、セルビアとコソボはブリュッセル対話の枠組みの中でさらに4
つの合意に達しました。これらには、セルビア - 大多数の市町
村の共同体に関する合意が含まれていた。電気通信; エネル
ギー生産と流通; と自由の移動。Aleksandar Vucic大統領
は、セルビアが2020年までにEUに加わるという野心的な目標
を推進している。首相のリーダーシップの下、2014年1月、セル



ビアは加盟のための正式な交渉を開始した。セルビアとコソボ
は、2013年4月に両国間の関係の正常化を支配する原則の
最初の合意に署名し、条項を実施中である。2015年に、セル
ビアとコソボはブリュッセル対話の枠組みの中でさらに4つの合意
に達しました。これらには、セルビア - 大多数の市町村の共同
体に関する合意が含まれていた。電気通信; エネルギー生産
と流通; と自由の移動。Aleksandar Vucic大統領は、セルビア
が2020年までにEUに加わるという野心的な目標を推進してい
る。首相のリーダーシップの下、2014年1月、セルビアは加盟の
ための正式な交渉を開始した。セルビアとコソボは、2013年4
月に両国間の関係の正常化を支配する原則の最初の合意
に署名し、条項を実施中である。2015年に、セルビアとコソボ
はブリュッセル対話の枠組みの中でさらに4つの合意に達しまし
た。これらには、セルビア - 大多数の市町村の共同体に関す
る合意が含まれていた。電気通信; エネルギー生産と流通; と
自由の移動。Aleksandar Vucic大統領は、セルビアが2020年
までにEUに加わるという野心的な目標を推進している。首相
のリーダーシップの下、2014年1月、セルビアは加盟のための正
式な交渉を開始した。これらには、セルビア - 大多数の市町
村の共同体に関する合意が含まれていた。電気通信; エネル
ギー生産と流通; と自由の移動。Aleksandar Vucic大統領
は、セルビアが2020年までにEUに加わるという野心的な目標
を推進している。首相のリーダーシップのもと、2014年1月、セ
ルビアは加盟のための正式な交渉を開始した。これらには、セ
ルビア - 大多数の市町村の共同体に関する合意が含まれて
いた。電気通信; エネルギー生産と流通; と自由の移動。
Aleksandar Vucic大統領は、セルビアが2020年までにEUに加
わるという野心的な目標を推進している。首相のリーダーシップ



のもと、2014年1月、セルビアは加盟のための正式な交渉を開
始した。

セルビアの地理

地球上のどこにセルビアがあります
か？この国の所在地はマケドニアとハンガリーの間の南東ヨー

ロッパ、です。 セルビアの総面積は77,474 km2であり、そのうち

77,474 km2は土地である。 だから、これは大きな国ではない。
国の地形はどうやって説明できますか？このように：変動が著
しい。北部には豊かな肥沃な平野があります。東に、石灰岩
の範囲と流域; 古代の山々と丘。 セルビアの最下点はドナウ
川と、最も高い点ティモック川35 m ミツォール2,169 mです。気
候は北で、大陸性気候（寒い冬とよく分散降雨と高温多湿の
夏）。他の地域では、大陸性および地中海性気候（雪が多い
比較的寒い冬と暑い乾燥した夏と秋）の気候です。

セルビアの住人
セルビアで住んでいる人の数を見てみましょう。番号は

7,111,024です。 だから、これはあまり大きな人口ではありませ
ん。ここに住んでいる人は？ セルビア人83.3パーセントを、ハン
ガリー3.5％、ロマーニ2.1％、ボシュニャク2％、その他5.7％、
宣言されていないか、未知の3.4％（2011 EST。）。 セルビアの



言語は何ですか？ セルビア（公式）88.1％、ハンガリー語
3.4％、ボスニア語1.9％、ローマ語1.4％、その他3.4％、未宣
言または未知1.8％。そして宗教：正教会84.6％、カトリック
5％、イスラム教徒3.1％、プロテスタント1％、無神論者
1.1％、その他0.8％ （2011年の推定値）。人々は平均して何
歳ですか？ 42.6 年。この数字は中央値であると付け加えな
ければなりません。つまり、半分の人がこれより年上で、半分が
若いです。そして、彼らの平均余命（出生時）は何ですか？こ
れは：75.7 年。人々はセルビアで住んでいるところ？ここ：、都
市部がより大きく緻密になっているほとんどの国で、かなり均等
に分布している人口。 セルビアの大都市圏は、ベオグラード
（資本金）118万2,000人（2015年）です。

政府と経済のセルビア
セルビアの首都はベオグラード（ベオグラード）であり、政府

のタイプは議会制共和国です。行政部門 - 119件の自治体-
- （大学院生gradovi、単数形）（opstine、単数opstina）と26個
の都市を見てみましょう。 セルビアの経済に関して、重要な工
業製品は自動車、卑金属、家具、食品加工、機械、化学
品、砂糖、タイヤ、衣類、医薬品です。重要な農産物は小
麦、トウモロコシ、ヒマワリ、テンサイ、ブドウ/ワイン、果物（ラズ
ベリー、リンゴ、サワーチェリー）、牛肉、豚肉、肉製品、牛乳お
よび乳製品です。最も重要な輸出商品は自動車、鉄鋼、ゴ
ム、服、小麦、果物や野菜、非鉄金属、電気製品、金属製
品、武器や弾薬であり、最も重要な輸出相手はイタリア
14.6％、ドイツ13.1％、ボスニア・ヘルツェゴビナ8.3％、ルーマニ
ア5.7％、ロシア5.4％（ 2016年）、です。最も重要な輸入商
品は機械・輸送機器、燃料および潤滑剤、工業製品、化学
品、食料や生きた動物、原材料であり、最も重要な輸入相



手はドイツ12.9％、イタリア10.4％、中国8.4％、ロシア7.9％、
ハンガリー4.6％、ポーランド4.4％（2016年）です。どのくらい金
持ちで、この国の人口はどれくらい豊富ですか？ここで最も重
要な数字は1人当たりGDP（PPP）です：$15,200 (2017 推
定)。 これはかなり良いです。これは、1人あたりの国内総生産
（Gross Domestic Product）を意味し、現地の財やサービスの
相対コストに関して再計算されることを意味します。もう一つの
重要な数字 - 貧困線以下の人口：8.9% (2014 推定)。

セルビアの地図
 



我々は強くお勧めします

トップアドベンチャーゲーム：アリスと魔女のための改革

MapsGuides.com：あなたの旅行のための自由なガイド

セーシェル

インデックス：大陸と国, 世界の地図
ここでは、セーシェルの地理、住民、政府、経済および歴

史に関するオンラインで選択された情報を見つけることができま
す。選択された統計、全体図、セーシェル - の詳細マップが含
まれていますが、ここでセーシェルの国旗から始めましょう：

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


 

セーシェル - 概要：
セーシェルについて知っておくべきことは何ですか？これから

始めましょう：島のフランスとイギリスの間の長い闘争は、1814
年に終わり、後者に引き継がれた。植民地支配の間、主にア
フリカのヨーロッパの植民地からの輸入労働に頼った植林ベー
スの経済が発展した。1977年以来、独立憲法が成立し、
1993年には新しい憲法と自由選挙が終結した。1977年以来
務めていたフランス・アルバート・レネ大統領は2001年に再選さ
れたが、2004年に辞任した。アリソン・ミシェルが大統領を引き
継いで、2006年には新しい5年任期に選出された。彼は2011
年に再選され、2015年に再選されました。2016年10月に、
James Michelは辞任し、大統領を副大統領Danny Faureに引
き渡しました。

セーシェルの地理

地球上のどこにセーシェルがあります
か？この国の所在地はマダガスカル北東インド洋諸島です。

セーシェルの総面積は455 km2であり、そのうち455 km2は土地
である。 だからこれはかなり小さい国です。国の地形はどうやっ
て説明できますか？このように：マヘ・グループは、狭い海岸線



と岩が多い丘陵の内部がある火山です。他はサンゴ、フラット、
上昇したサンゴです。。 セーシェルの最下点はインド洋0 m、
最も高い点モーンセイシェロイス905 mです。気候は海洋海
洋; 湿った; 南東モンスーン（5月下旬〜9月）中のより涼しい季
節。北西モンスーン（3月〜5月）の暖かい季節です。

セーシェルの住人
セーシェルで住んでいる人の数を見てみましょう。番号は

93,920 (7/2017 推定)です。 そう多くの人がここに住んでいるわ
けではありません。ここに住んでいる人は？ 、フランス、アフリ
カ、インド、中国、およびARA混合。 セーシェルの言語は何で
すか？ セーシェル・クレオール語（公式）89.1パーセント、英語
（公式）5.1％、フランス語（公式）0.7％を、その他3.8％、不特
定1.4％（2010年基準）。そして宗教：ローマカトリック76.2％、
プロテスタント10.5％（アングリカン6.1％、ペンテコステ組合
1.5％、第七日の礼拝堂1.2％、他プロテスタント1.7）、他のキ
リスト教徒2.4％、ヒンズー教徒2.4％、イスラム教徒1.6％、他
の非キリスト教徒1.1％ 4.8％、なし0.9％（2010年推定）。
人々は平均して何歳ですか？ 35.4 年。この数字は中央値
であると付け加えなければなりません。つまり、半分の人がこれ
より年上で、半分が若いです。そして、彼らの平均余命（出生
時）は何ですか？これは：74.9 年。人々はセーシェルで住んで
いるところ？ここ：人口の4分の3以上がマヘ島に住んでいる。プ
ラスリンは10％未満しか含まない。ラディーグ島とアウグス・アイ
ランドではより小さな割合。 セーシェルの大都市圏は、ビクトリ
ア州（資本金）26,000（2014年）です。

政府と経済のセーシェル
セーシェルの首都はビクトリア州であり、政府のタイプは大



統領共和国です。行政部門 - 25行政区; アンセ・オウ・ピン、
アンセ・ボワロー、アンセ・エトワール、アンス・ロワイヤル、オー・
キャップ、ベイ・ラザレ、ベイ・サン・アン、ボー・ヴァロン、ベル・エ
アー、ベル・オンブレ、カスケード、グラス、グランド・アンセ・マヘ、
グランド・アンセ・プラスリン、インナー・アイランド、ラ・リビエール、
レMamalles、モンバクストン、モンフルーリ、プレザンス、ポワント
Larueの、ポートGlaud、ロシュカイマン、セントルイス、タカマカを
見てみましょう。 セーシェルの経済に関して、重要な工業製品
は漁業、観光業、飲料です。重要な農産物はココナッツ、シ
ナモン、バニラ、サツマイモ、キャッサバ（キャッサバ、タピオカ）、コ
プラ、バナナ。マグロです。最も重要な輸出商品はマグロの缶
詰、冷凍魚、石油製品（再輸出）であり、最も重要な輸出相
手はUAE 28.8％、フランス21％、英国14.7％、イタリア
9.2％、スペイン8.8％（2016年）です。最も重要な輸入商品
は機械設備、食品、石油製品、化学品、その他工業製品で
あり、最も重要な輸入相手はUAE 21.6％、フランス9.9％、
南アフリカ8.4％、モーリシャス7.8％、スペイン7.2％、インド
4.9％、中国4.8％、英国4.7％（2016年）です。どのくらい金
持ちで、この国の人口はどれくらい豊富ですか？ここで最も重
要な数字は1人当たりGDP（PPP）です：$28,900 (2017 推
定)。 これは、生活水準がここで良いことを意味します。これ
は、1人あたりの国内総生産（Gross Domestic Product）を意
味し、現地の財やサービスの相対コストに関して再計算される
ことを意味します。もう一つの重要な数字 - 貧困線以下の人
口：39.3% (2013 推定)。

セーシェルの地図
 



我々は強くお勧めします



トップアドベンチャーゲーム：アリスと魔女のための改革

MapsGuides.com：あなたの旅行のための自由なガイド

シエラレオネ

インデックス：大陸と国, 世界の地図
ここでは、シエラレオネの地理、住民、政府、経済および

歴史に関するオンラインで選択された情報を見つけることがで
きます。選択された統計、全体図、シエラレオネ - の詳細マッ
プが含まれていますが、ここでシエラレオネの国旗から始めましょ
う：
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


シエラレオネ - 概要：
シエラレオネについて知っておくべきことは何ですか？これか

ら始めましょう：英国は17世紀のフリータウンに近い取引所を
設立しました。もともと、貿易は木材と象牙を伴いましたが、
後には奴隷に拡大しました。アメリカ革命に続いて、1787年に
植民地が設立され、シエラレオネは、もともとノバスコシアで移
住した黒人の忠誠心を再定着させる目的地になりました。
1807年の奴隷貿易を廃止した後、英国の乗組員は、違法
奴隷船から解放された何千人ものアフリカ人をシエラレオネ、
特にフリータウンに送った。植民地は徐々に内陸に広がった19
世紀の過程; 民主主義は内戦（1991〜2002年）後にゆっくり
と再建され、数万人の死者と200万人以上の人口（人口の約
3分の1）の移住をもたらした。軍事的、2005年末に国連の平
和維持部隊が撤退した後の安全保障に全面的な責任を負
い、国の安定を保証するものとして発展した。武装勢力は
2007年と2012年の全国選挙の間に副大統領にとどまった。
2014年3月、シエラレオネの国連統合的平和構築事務所の
閉鎖は、シエラレオネにおける15年以上の平和維持と政治活
動の終了を示しました。政府が明示した優先事項には、エボ
ラ流行からの復旧 - 雇用創出や風土病の腐敗の撲滅を含
む、発展の促進が含まれる。2014年3月、シエラレオネの国連
統合的平和構築事務所の閉鎖により、シエラレオネでの15年
以上の平和維持と政治運営が終了しました。政府が明示し
た優先事項には、エボラ流行からの復旧 - 雇用創出、風土
病の腐敗の撲滅を含む、開発の促進が含まれる。2014年3



月、シエラレオネの国連統合的平和構築事務所の閉鎖によ
り、シエラレオネでの15年以上の平和維持と政治運営が終了
しました。政府が明示した優先事項には、エボラ流行からの
復旧 - 雇用創出、風土病の腐敗の撲滅を含む、開発の促
進が含まれる。

シエラレオネの地理

地球上のどこにシエラレオネがありま
すか？この国の所在地は西アフリカ、ギニアとリベリアの間に北
大西洋、国境を接するです。 シエラレオネの総面積は71,740
km2であり、そのうち71,620 km2は土地である。 だから、これは
大きな国ではない。国の地形はどうやって説明できますか？こ
のように：マングローブ湿地の沿岸帯、樹木丘陵地帯、東部
の山々。 シエラレオネの最下点は大西洋0m、最も高い点ロー
マ・マンサ（Bintimani）1,948mのです。気候は、熱帯。熱い、
湿った; 夏の雨季（5月から12月）; 冬季乾季（12月〜4月）で
す。

シエラレオネの住人
シエラレオネで住んでいる人の数を見てみましょう。番号は

6,163,195 (7/2017 推定)です。 だから、これはあまり大きな人
口ではありません。ここに住んでいる人は？ （18世紀後半にフ
リータウン地域に定着したフリーメイド奴隷の子孫、クリオとして



も知られている）、マンディンゴ2％、ロコ2％、その他15％（リベ
リアの最近の内戦からの難民を含み、そしてヨーロッパ、レバノ
ン、パキスタン、そしてインディアンの小さな数字）（2008年国勢
調査）。 シエラレオネの言語は何ですか？ 、英語（公式、読
み書きが少数に限られ、通常の使用）、マンドで（主要方言
南部）、Temne（北部の母国語）、Krio（英語ベースのCreole、
フリータウン地域に定着した解放されたジャマイカ奴隷の子孫
によって話され、人口の10％ 95％）。そして宗教：ムスリム
60％、先住民の信念30％、キリスト教10％。人々は平均し
て何歳ですか？ 19 年。この数字は中央値であると付け加え
なければなりません。つまり、半分の人がこれより年上で、半分
が若いです。そして、彼らの平均余命（出生時）は何ですか？
これは：58.6 年。人々はシエラレオネで住んでいるところ？ここ：
人口クラスターは南部と西部の低い方の標高で見られます。
国家の北3分の1は人口が少ない。。 シエラレオネの大都市圏
は、フリータウン（資本金）1.007百万人（2015年）です。

政府と経済のシエラレオネ
シエラレオネの首都はフリータウンであり、政府のタイプは大

統領です。行政部門 - 3州と1区域。東、北、南、西を見て
みましょう。 シエラレオネの経済に関して、重要な工業製品は
ダイヤモンド鉱業; 鉄鉱石、ルチルおよびボーキサイト鉱業; 小
規模製造業（飲料、繊維、靴）です。重要な農産物は米、
コーヒー、ココア、パーム核、パーム油、ピーナッツ、カシューナッ
ツ; 家禽、牛、羊、豚; 魚のです。最も重要な輸出商品はココ
ア、コーヒー、魚類であり、最も重要な輸出相手はコートジボ
ワール31.7％、米国28.3％、ベルギー17.7％、中国
6.6％（2016年）です。最も重要な輸入商品は食料品、機械
器具、燃料および潤滑剤、化学品であり、最も重要な輸入



相手は中国12.5％、米国9.7％インド7.8％、アラブ首長国連
邦7.2％、セネガル6.2％、ベルギー5.5％、トルコ5.5％、英国
4.7％（2016年）です。どのくらい金持ちで、この国の人口はど
れくらい豊富ですか？ここで最も重要な数字は1人当たり
GDP（PPP）です：$1,800 (2017 推定)。 これは非常に低い数
値です。これは、1人あたりの国内総生産（Gross Domestic
Product）を意味し、現地の財やサービスの相対コストに関して
再計算されることを意味します。もう一つの重要な数字 - 貧
困線以下の人口：70.2% (2004 推定)。

シエラレオネの地図
 



我々は強くお勧めします



トップアドベンチャーゲーム：アリスと魔女のための改革

MapsGuides.com：あなたの旅行のための自由なガイド

シンガポール

インデックス：大陸と国, 世界の地図
ここでは、シンガポールの地理、住民、政府、経済および

歴史に関するオンラインで選択された情報を見つけることがで
きます。選択された統計、全体図、シンガポール - の詳細マッ
プが含まれていますが、ここでシンガポールの国旗から始めま
しょう：
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


シンガポール - 概要：
シンガポールについて知っておくべきことは何ですか？これか

ら始めましょう：Temasekとして知られているマレー貿易港は、
14世紀にシンガポール島に存在しました。和解はその後数世
紀に渡って何度か手を変え、最終的には17世紀に焼失し、
あいまいになった。英国は1819年にシンガポールを商業植民
地として設立し、1963年にマレーシア連邦に加盟したが、2年
後に独立して独立した。その後、シンガポールは強力な国際
貿易関係を持つ世界で最も繁栄した国のひとつとなりました
（その港は、取扱量の点で世界で最も忙しい国の一つです）。
また、一人当たりGDPは西ヨーロッパの主要国と同等です。

シンガポールの地理

地球上のどこにシンガポールがありま
すか？この国の所在地は東南アジア、マレーシアとインドネシア

間の島です。 シンガポールの総面積は719.2 km2であり、その

うち709.2 km2は土地である。 だからこれはかなり小さい国で
す。国の地形はどうやって説明できますか？このように：低潮、
穏やかな起伏のある中部台地。 シンガポールの最下点はシン
ガポール海峡0 m、最も高い点ブキット・ティマー166 mのです。



気候はトロピカル; 熱い、湿った、雨; 北東モンスーン（12月〜3
月）と南西モンスーン（6月〜9月）の2つの異なるモンスーン季
節。モンスーン間 - 頻繁な午後と夕方の雷雨です。

シンガポールの住人
シンガポールで住んでいる人の数を見てみましょう。番号は

5,888,926 (7/2017 推定)です。 だから、これはあまり大きな人
口ではありません。ここに住んでいる人は？ 中国の74.3パーセ
ント、マレー語13.4％、インド9.1％（スリランカを含みます）、そ
の他3.2％（2016 EST。）。 シンガポールの言語は何ですか？
マンダリン（公式）36.3％、英国（公式）29.8％、マレー語（公
用語）11.9％、ホッキーニーン8.1％、広東語4.1％、タミール語
3.2％、テオチュー3.2％、その他のインド語1.2％、その他の中
国語方言1.1 ％、その他1.1％（2008年EST）。そして宗教：
仏教33.9パーセント、イスラム教徒14.3％、道教11.3％、カト
リック7.1％、ヒンズー教5.2％、他のクリスチャン11％、その他
0.7％で、いずれも16.4％（2008年EST）。人々は平均して何
歳ですか？ 34.6 年。この数字は中央値であると付け加えな
ければなりません。つまり、半分の人がこれより年上で、半分が
若いです。そして、彼らの平均余命（出生時）は何ですか？こ
れは：85.2 年。人々はシンガポールで住んでいるところ？ここ：
都市化のほとんどは、中央のエリアで見つかった、比較的人口
密度の高いクラスタで、南海岸に沿っており、。 シンガポールの
大都市圏は、シンガポール（資本）5619000（2015）です。

政府と経済のシンガポール
シンガポールの首都はシンガポールであり、政府のタイプは

の議会共和国です。行政部門 - なしを見てみましょう。 シン
ガポールの経済に関して、重要な工業製品はエレクトロニク



ス、化学品、金融サービス、石油掘削装置、石油精製、ゴム
加工やゴム製品、加工食品や飲料、船舶修理、オフショアプ
ラットフォームの建設、ライフサイエンス、中継貿易です。重要
な農産物はラン、野菜; 家禽、卵; 魚、観賞魚用です。最も
重要な輸出商品は機械設備（電子機器を含むと電気通
信）、医薬品および他の化学物質、洗練された石油製品、
食料品や飲料であり、最も重要な輸出相手は、中国
12.8％、香港12.6％、マレーシア10.5％、インドネシア7.8％、
米国6.8％、日本4.5％、韓国4.4％（2016年）です。最も重
要な輸入商品は機械設備、鉱物性燃料、化学品、食料
品、消費財であり、最も重要な輸入相手は、中国14.3％、マ
レーシア11.4％、米国10.8％、日本7％、韓国6.1％、インド
ネシア4.8％（2016年）です。どのくらい金持ちで、この国の人
口はどれくらい豊富ですか？ここで最も重要な数字は1人当た
りGDP（PPP）です：$90,500 (2017 推定)。 これは、人々がこ
こで平均的に富んでいることを意味します。これは、1人あたり
の国内総生産（Gross Domestic Product）を意味し、現地の
財やサービスの相対コストに関して再計算されることを意味し
ます。もう一つの重要な数字 - 貧困線以下の人口：未知
の%。

シンガポールの地図
 



我々は強くお勧めします



トップアドベンチャーゲーム：アリスと魔女のための改革

MapsGuides.com：あなたの旅行のための自由なガイド

スロバキア

インデックス：大陸と国, 世界の地図
ここでは、スロバキアの地理、住民、政府、経済および歴

史に関するオンラインで選択された情報を見つけることができま
す。選択された統計、全体図、スロバキア - の詳細マップが含
まれていますが、ここでスロバキアの国旗から始めましょう：
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


スロバキア - 概要：
スロバキアについて知っておくべきことは何ですか？これから

始めましょう：スロバキアは、9世紀のモラビアの状態にその跡を
辿っています。その後、スロヴァキア人はハンガリー王国の一部
となり、そこでは今後1,000年間残った。1867年にオーストリア・
ハンガリー帝国の二重君主制が形成された後、ハンガリー（マ
ジヤライゼーション）の使用を支持する言語と教育政策は、ス
ロバキアナショナリズムの強化とオーストリアの支配下にあった密
接に関連したチェコとの文化的絆の醸成につながった。第一
次世界大戦の終結時にオーストリア・ハンガリー帝国が解体さ
れた後、スロヴァキア人はチェコに参加してチェコスロバキアを形
成した。戦間期には、スロバキア民族主義指導者がチェコスロ
バキア内で自主制を推進し、1939年にスロバキアはナチス・ド
イツと同盟した独立国家となった。第二次世界大戦に続い
て、チェコスロバキアは再構成され、ソビエト支配の東ヨーロッパ
内で共産主義の支配下に置かれた。1968年に、ワルシャワ条
約軍による侵略は、国家の指導者が共産主義のルールを自
由化し、「正常化」として知られる抑圧の時期を迎えて「人間
の顔とともに社会主義」を創り出す努力を終わらせました。平
和な「ベルベット革命」は1989年の終わりに共産党をパワーか
ら掃討し、民主的支配と市場経済への復帰を開始した。
1993年1月1日に、スロバキアとチェコ共和国の2つの国家構
成要素に非暴力的な「ベルベット離婚」が加わりました。スロ
バキアは2004年春にNATOとEUに加盟し、2009年1月1日に
ユーロ圏に加盟しました。ワルシャワ条約機構（Warsaw Pact）



軍の侵攻は、国家指導者が共産主義のルールを自由化し、
「正常化」として知られる抑圧の時期を迎えて「人間の顔ととも
に社会主義」を創造する努力を終わらせた。平和な「ベルベッ
ト革命」は1989年の終わりに共産党をパワーから掃討し、民
主的支配と市場経済への復帰を開始した。1993年1月1日
に、スロバキアとチェコ共和国の2つの国家構成要素に非暴力
的な「ベルベット離婚」が加わりました。スロバキアは2004年春
にNATOとEUに加盟し、2009年1月1日にユーロ圏に加盟し
ました。ワルシャワ条約機構（Warsaw Pact）軍の侵攻は、国
家指導者が共産主義のルールを自由化し、「正常化」として
知られる抑圧の時期を迎えて「人間の顔とともに社会主義」を
作り出す努力を終わらせた。平和な「ベルベット革命」は1989
年の終わりに共産党をパワーから掃討し、民主的支配と市場
経済への復帰を開始した。1993年1月1日に、スロバキアと
チェコ共和国の2つの国家構成要素に非暴力的な「ベルベット
離婚」が加わりました。スロバキアは2004年春にNATOとEUに
加盟し、2009年1月1日にユーロ圏に加盟しました。

スロバキアの地理

地球上のどこにスロバキアがあります
か？この国の所在地は中部ヨーロッパ、ポーランド南部です。

スロバキアの総面積は49,035 km2であり、そのうち48,105 km2



は土地である。 だから、これは大きな国ではない。国の地形は
どうやって説明できますか？このように：南部中央部と北部の
険しい山々と南部の低地。 スロバキアの最下点はボドロック
川94 mゲラチョフスキー、最も高い点スティット2,655 mです。気
候は温帯; 涼しい夏。寒く曇った湿気の多い冬です。

スロバキアの住人
スロバキアで住んでいる人の数を見てみましょう。番号は

5,445,829 (7/2017 推定)です。 だから、これはあまり大きな人
口ではありません。ここに住んでいる人は？ スロバキア80.7
パーセント、ハンガリー8.5％、Romaniの2％、他の不特定
8.8％（2011 EST）。 スロバキアの言語は何ですか？ スロバキ
ア（公式）78.6パーセント、9.4ハンガリー％、ローマ2.3％、ルテ
ニアン1％、その他または不特定8.8％（2011年の推定）。そし
て宗教：他のローマカトリック62％、プロテスタント8.2％、ギリ
シャのカトリック教徒3.8％、または指定されていない12.5％、い
ずれも13.4％（2011 EST。）。人々は平均して何歳ですか？
40.5 年。この数字は中央値であると付け加えなければなりま
せん。つまり、半分の人がこれより年上で、半分が若いです。
そして、彼らの平均余命（出生時）は何ですか？これは：77.3
年。人々はスロバキアで住んでいるところ？ここ：国のほとんど
全体にかなり均一に分布。チェコbordeに近接した西の少し大
きめの濃度。 スロバキアの大都市圏は、ブラチスラバ（資本）
401000（2015）です。

政府と経済のスロバキア
スロバキアの首都はブラチスラバであり、政府のタイプは議

会制共和国です。行政部門 - 8つの地域（kraje、単数- kraj
）;を見てみましょう。 スロバキアの経済に関して、重要な工業



製品は自動車; 金属および金属製品; 電気、ガス、コークス、
石油、核燃料; 化学品、合成繊維、木材および紙製品; 機
械; 陶器と陶器; テキスタイル; 電気および光学装置; ゴム製
品; 食品と飲料; 医薬品です。重要な農産物は穀物、ジャガ
イモ、サトウダイコン、ホップ、果物; ブタ、ウシ、家禽; 林産物
のです。最も重要な輸出商品は自動車および関連部品
27％、機械および電気機器20％、原子炉および炉12％、鉄
鋼4％、鉱物油および燃料5％（2015年）であり、最も重要な
輸出相手はドイツ21.9％チェコ共和国11.9％、ポーランド
7.7％、フランス6.1％、英国5.9％、オーストリア5.7％、ハンガ
リー5.7％、イタリア4.8％（2016年）です。最も重要な輸入商
品はであり、最も重要な輸入相手はドイツの20.2％、チェコ共
和国16.9％、オーストリア9.8％、ポーランド6.5％、ハンガリー
（ドイツ）20％、自動車および関連部品14％、原子炉および
炉12％、燃料および鉱油9％6.1％、韓国4.7％、中国
4.6％、フランス4.4％（2016年）です。どのくらい金持ちで、この
国の人口はどれくらい豊富ですか？ここで最も重要な数字は1
人当たりGDP（PPP）です：$32,900 (2017 推定)。 これは、生
活水準がここで良いことを意味します。これは、1人あたりの国
内総生産（Gross Domestic Product）を意味し、現地の財や
サービスの相対コストに関して再計算されることを意味します。
もう一つの重要な数字 - 貧困線以下の人口：12.3% (2015
推定)。

スロバキアの地図
 



我々は強くお勧めします

トップアドベンチャーゲーム：アリスと魔女のための改革

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199


MapsGuides.com：あなたの旅行のための自由なガイド

スロベニア

インデックス：大陸と国, 世界の地図
ここでは、スロベニアの地理、住民、政府、経済および歴

史に関するオンラインで選択された情報を見つけることができま
す。選択された統計、全体図、スロベニア - の詳細マップが含
まれていますが、ここでスロベニアの国旗から始めましょう：
 

スロベニア - 概要：
スロベニアについて知っておくべきことは何ですか？これから

始めましょう：スロヴェニアの土地は、第一次世界大戦末期の
解体まで、オーストリア - ハンガリー帝国の一部であった。1918
年、スロヴェン人はセルビアとクロアチアに加わり、1929年に
ユーゴスラビアと名付けられた新しい多国籍国家を形成した。
II、スロベニアは、改革されたユーゴスラビアの共和国となった。
共産主義者であっても、モスクワの統治から離れていた。多数
のセルビア人による権力の行使に不満を抱いたスロベニア人

http://mapsguides.com/


は、短い10日間の戦争の後、1991年に独立を確立することに
成功した。西ヨーロッパへの歴史的なつながり、強い経済、そ
して安定した民主主義は、スロベニアの近代国家への転換を
助けました。スロベニアは2004年春にNATOとEUに加盟した。
2007年にはユーロ圏とシェンゲン条約に加盟しました。

スロベニアの地理

地球上のどこにスロベニアがあります
か？この国の所在地は南中部ヨーロッパ、オーストリアとクロア
チア間のジュリアンアルプスです。 スロベニアの総面積は20,273
km2であり、そのうち20,151 km2は土地である。 だから、これは
大きな国ではない。国の地形はどうやって説明できますか？こ
のように：、短い南西アドリア海のカルスト地形の沿岸地帯; ア
ルペン山地は北部のイタリアとオーストリアに隣接している。混
在した山々と東に多数の川がある谷。 スロベニアの最下点は
アドリア海0 m、最も高い点Triglav 2,864 mです。気候は海岸
の地中海性気候、穏やかな夏と暖かい夏の間の大陸気候、
東部の平坦域と谷間です。

スロベニアの住人
スロベニアで住んでいる人の数を見てみましょう。番号は

1,972,126 (7/2017 推定)です。 そう多くの人がここに住んでい



るわけではありません。ここに住んでいる人は？ スロベニア83.1
パーセント、セルビア人2％、クロアチア人1.8％、ボシュニャク
1.1％、その他または未指定の12％（2002年国勢調査）。 ス
ロベニアの言語は何ですか？ スロベニア語（公式）91.1パーセ
ント、セルボハンガリー人（ハンガリーの国民コミュニティが住んで
いる地方自治体のみ）（2002年の国勢調査）。そして宗教：カ
トリック57.8％、イスラム教徒2.4％、イスラム教徒4.5％、その
他4.4％、イタリア語（公式、イタリアの国民コミュニティが住んで
いる地方自治体のみ）正教2.3％、その他のクリスチャン
0.9％、無関心3.5％、その他23％、なし10.1％（2002年国勢
調査）。人々は平均して何歳ですか？ 44.5 年。この数字は
中央値であると付け加えなければなりません。つまり、半分の
人がこれより年上で、半分が若いです。そして、彼らの平均余
命（出生時）は何ですか？これは：78.3 年。人々はスロベニア
で住んでいるところ？ここ：大部分の国でかなり均等に分布し
ており、都市部はより大きくて密度の高い人口を集めていま
す。他の地域よりも密度が低い。。 スロベニアの大都市圏は、
リュブリャナ（首都）279,000（2014年）です。

政府と経済のスロベニア
スロベニアの首都はリュブリャナであり、政府のタイプは議会

共和国です。行政部門 - 201市町村（obcine、singular -
obcina ）と11都市自治体（mestneのobcine、単数- mestna
obcina）を見てみましょう。 スロベニアの経済に関して、重要な
工業製品は鉄冶金およびアルミニウム製品、鉛および亜鉛製
錬; 木材製品、繊維、化学品、工作機械です。重要な農産
物はホップ、小麦、コーヒー、トウモロコシ、りんご、 洋ナシ; ウ
シ、ヒツジ、家禽です。最も重要な輸出商品は製造品、機
械・輸送機器、化学品、食品であり、最も重要な輸出相手



はドイツ19.3％、イタリア10.4％オーストリア7.5％、クロアチア
7.3％、ハンガリー4.4％、フランス4.1％（2016）です。最も重要
な輸入商品は機械・輸送機器、工業製品、化学品、燃料、
潤滑油、食品であり、最も重要な輸入相手はドイツ16.8％、
イタリア13.5％、オーストリア9.9％、クロアチア5.5％ 4.8％、ト
ルコ4.4％（2016年）です。どのくらい金持ちで、この国の人口
はどれくらい豊富ですか？ここで最も重要な数字は1人当たり
GDP（PPP）です：$34,100 (2017 推定)。 これは、生活水準
がここで良いことを意味します。これは、1人あたりの国内総生
産（Gross Domestic Product）を意味し、現地の財やサービス
の相対コストに関して再計算されることを意味します。もう一つ
の重要な数字 - 貧困線以下の人口：14.3% (2015 推定)。

スロベニアの地図
 



我々は強くお勧めします



トップアドベンチャーゲーム：アリスと魔女のための改革

MapsGuides.com：あなたの旅行のための自由なガイド

ソロモン諸島

インデックス：大陸と国, 世界の地図
ここでは、ソロモン諸島の地理、住民、政府、経済および

歴史に関するオンラインで選択された情報を見つけることがで
きます。選択された統計、全体図、ソロモン諸島 - の詳細マッ
プが含まれていますが、ここでソロモン諸島の国旗から始めま
しょう：
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


ソロモン諸島 - 概要：
ソロモン諸島について知っておくべきことは何ですか？これ

から始めましょう：英国は1890年代にソロモン諸島に保護領を
樹立しました。第二次世界大戦の激しい戦いのいくつかは、こ
の諸島で発生しました。自治は1976年に、独立は2年後に達
成された。エスニック暴力、政府の不正行為、風土病、経済
基盤の狭小化は、安定と市民社会を損なうものであった。
2003年6月、アラン・ケマケザ首相は、法律と秩序を再確立す
るためにオーストラリアの援助を求めた。翌月、平和を回復し、
民族民兵を武装解除するために、オーストラリア主導の多国
籍軍が到着した。ソロモン諸島（ラムジ）への地域援助ミッショ
ンは、一般に、法と秩序の回復と政府機関の再建に有効で
あった。

ソロモン諸島の地理

地球上のどこにソロモン諸島がありま
すか？この国の所在地はオセアニア、南太平洋の島のグルー
プ、パプアニューギニアの東です。 ソロモン諸島の総面積は

28,896 km2であり、そのうち27,986 km2は土地である。 だか
ら、これは大きな国ではない。国の地形はどうやって説明でき
ますか？このように：低く、一部の低珊瑚環礁の険しい山脈。
ソロモン諸島の最下点は太平洋0 m、最も高い点ポポマナス



山のです。気候はモンスーン; 気温が極端にです。

ソロモン諸島の住人
ソロモン諸島で住んでいる人の数を見てみましょう。番号

は647,581 (7/2017 推定)です。 そう多くの人がここに住んでい
るわけではありません。ここに住んでいる人は？ EST。）。 ソロ
モン諸島の言語は何ですか？ メラネシアピジン（国の多くで共
通語である）、英語（公式しかし、わずか1％-2人口の％）、
120個の先住民族の言語で話さ。そして宗教：プロテスタント
73.4％（メラネシア教会31.9％、南海福音17.1％、第七日の
大礼拝堂11.7％、ユダヤ教会10.1％、キリスト教奨学教会
2.5％）、ローマカトリック教会19.6％、他のクリスチャン2.9％、
その他4％、なし0.03 ％、不特定0.1％（2009年推定）。人々
は平均して何歳ですか？ 22.5 年。この数字は中央値である
と付け加えなければなりません。つまり、半分の人がこれより年
上で、半分が若いです。そして、彼らの平均余命（出生時）は
何ですか？これは：75.6 年。人々はソロモン諸島で住んでいる
ところ？ここ：人口のほとんどは沿岸地域に居住している。都
市部に住んで5人に1人、そしてこれらのいくつかの三分の二は
ホニアラに存在し、最大の町とチーフポート。 ソロモン諸島の
大都市圏は、ホニアラ（資本）73000（2014）です。

政府と経済のソロモン諸島
ソロモン諸島の首都はHoniaraであり、政府のタイプは議会

制民主主義憲法君主制の下で（国会議事堂）; コモンウェル
スの領域です。行政部門 - 9つの州と1つの都市; 中央、ショア
ズール、ガダルカナル、ホニアラ、イザベル、マキラ島とUlawa、マ
ライタ、レンネルとベローナ、Temotu、西部を見てみましょう。 ソ
ロモン諸島の経済に関して、重要な工業製品は魚（マグロ）、



鉱業、timbeです。重要な農産物はココア、ココナッツ、パーム
核、米、果実; 牛、豚; 魚; timbeのです。最も重要な輸出商
品は木材、魚、コプラ、パーム油、ココアであり、最も重要な輸
出相手は中国62.4パーセント、イタリア7％、英国4.4％（2016
年）です。最も重要な輸入商品は食品、設備、工業製品、
燃料、化学薬品であり、最も重要な輸入相手は中国25.3
パーセント、オーストラリア15.5％、シンガポール9.6％、マレーシ
ア9.5％、日本5.2％、韓国5％、ニュージーランド5％、パプア
ニューギニア4.4％（2016年）です。どのくらい金持ちで、この国
の人口はどれくらい豊富ですか？ここで最も重要な数字は1人
当たりGDP（PPP）です：$2,100 (2017 推定)。 これは非常に
低い数値です。これは、1人あたりの国内総生産（Gross
Domestic Product）を意味し、現地の財やサービスの相対コス
トに関して再計算されることを意味します。もう一つの重要な
数字 - 貧困線以下の人口：未知の%。

ソロモン諸島の地図
 

我々は強くお勧めします



トップアドベンチャーゲーム：アリスと魔女のための改革

MapsGuides.com：あなたの旅行のための自由なガイド

ソマリア

インデックス：大陸と国, 世界の地図
ここでは、ソマリアの地理、住民、政府、経済および歴史

に関するオンラインで選択された情報を見つけることができま
す。選択された統計、全体図、ソマリア - の詳細マップが含ま
れていますが、ここでソマリアの国旗から始めましょう：
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


ソマリア - 概要：
ソマリアについて知っておくべきことは何ですか？これから始

めましょう：イギリスは1960年にイギリスのソマリランドから撤退
し、その保護者がイタリアのソマリランドに加わり、ソマリアの新し
い国を形成することを可能にした。1969年、モハメド・シード・
バーレが率いるクーデターは、政治的反対派や反体制派の迫
害、投獄、拷問の特徴を持つ権威主義的社会主義ルールを
導いた。1991年に政権が崩壊した後、ソマリアは混乱、派閥
的な戦い、無秩序に陥った。1991年5月、北部の一族は、ソ
ンマリランドの独立共和国を宣言しました。現在、アワダル、ウ
クワイ・ガルベード、トグチェール、サナグ、スールの行政地域が
含まれています。いかなる政府によっても認められていないが、
この主体は安定した存在を維持しており、地方選挙、議会
選挙、大統領選挙を含む憲法制定の努力を続けている。バ
リ、ナガール、ムドゥグ北部は、1998年以来自治を行っている
が、独立を目指すことはないが、隣接する準自治州のプントラ
ンドを構成する。それはまた正当で代表的な政府の再建に向
けて進歩を遂げたが、いくつかの内戦に苦しんだ。パントランド
はソマリランドとの国境を争うが、スールとサナグの地域、トグ
チェールの地域も主張している。1993年に始まった2年間の国
連人道主義的努力（主に南中部ソマリア）は飢餓状態を緩
和することができたが、1995年に国連が撤退し、大きな死傷
者を抱えても秩序は回復しなかった。2000年、ジブチで開催
されたソマリア国家平和会議（SNPC）は、暫定政府
（Transitional National Government、TNG）と呼ばれる暫定政



権の形成をもたらしました。TNGが適切な治安機関や治安
機関の設立に失敗した場合、政府間機関（IGAD）の後援を
受けて、ケニア政府は2004年10月にAbdullahi Yusuf Ahmedを
大統領に選任したソマリア共和国の暫定連邦政府（TFG）と
して知られている第2の暫定政府。TFGには、暫定連邦議会
（Transitional Federal Parliament：TFP）と呼ばれる275議席の
議会が含まれていた。ユスフ大統領は2008年後半に辞任し、
TFGと野党アフガニスタン復興連合（ARS）との間の国連主催
の協議がジブチで進行中であった。2009年1月、エチオピアの
軍隊、TFG-ARS統一政府の創設に続いて、野党イスラム裁
判所連合（ICU）の進歩に伴い、TFGを支援するために2006
年12月にソマリアに入り、ソマリアから撤退した。TFPは550議
席に倍増し、200議席のARSと75議席の市民議員が加わっ
た。拡大議会は、2009年1月に旧ICUとARS議長を務めた
Sheikh Sharif Sheikh Ahmed議長を選出した。TFGの創設は、
Transitional Federal Charter（TFC）に基づいており、新しいソマ
リ憲法と国家選挙後の代表政府への移行。2009年、TFPは
TFCを改訂してTFGの権限を2011年まで延長し、2011年に
はソマリアの主体は2012年8月までに政治移行を開始すること
に合意した。

ソマリアの地理

地球上のどこにソマリアがあります



か？この国の所在地は東アフリカ、エチオピアの東にあるアデン

湾とインド洋に接するです。 ソマリアの総面積は637,657 km2

であり、そのうち627,337 km2は土地である。 これはかなり大き
な国です。国の地形はどうやって説明できますか？このよう
に：、北部の丘陵に波打った高原に至る。 ソマリアの最下点
はインド洋0m、最も高い点Shimbiris 2,416mです。気候は主
に砂漠; 北東モンスーン（12月から2月）、北は適度な気温、
南は暑い。南西モンスーン（5月から10月）、北部で猛暑、南
部で暑く、不規則な降雨、モンスーン間の暑いと湿気の多い
期間（タンガンビリ）です。

ソマリアの住人
ソマリアで住んでいる人の数を見てみましょう。番号は

11,031,386です。 だから、これはあまり大きな人口ではありま
せん。ここに住んでいる人は？ ソマリア85％、バントゥ州とその
他のソマリア人15％（アラブ人3万人を含む）。 ソマリアの言語
は何ですか？ ソマリア人（2012年暫定連邦憲章によると、 、
アラビア語（2012年暫定連邦憲章によると公式）、イタリア語、
英語。そして宗教：スンニ派イスラム教（イスラム）（公式、2012
年暫定連邦憲章による）18.1。人々は平均して何歳です
か？ 18.1 年。この数字は中央値であると付け加えなければ
なりません。つまり、半分の人がこれより年上で、半分が若いで
す。そして、彼らの平均余命（出生時）は何ですか？これは：
52.8 年。人々はソマリアで住んでいるところ？ここ：分布は全
国的に大きく異なります。最も人口密度の低い地域は、北東
および中央地域、ケニアの国境に沿った地域にあります。ほと
んどの人口密集地帯は、モガディシュ、マルカ、。 ソマリアの大
都市圏は、ボラマ、ハージサ、バイドア・モガディシュ（首都）の



都市内および周辺にある。ハージサ760,000（2015年）です。
政府と経済のソマリア
ソマリアの首都はモガディシュであり、政府のタイプは連邦

議会共和国です。行政部門 - 18地域（複数 - NA、単数ゴ
ボーカ）; アウダル、バクール、バナディール、バリ、ベイ、ガルグ
ドゥ、ゲド、ヒイラーン、ジュバダダク（ミドルジュバ）、ジュバダフー
ス（ジュババ）、ムジュグ、ヌガール、サナーク、シャベラッラダクセ
（ミドルシャベール）、シャベラハフース（ローワーシャベール）スー
ル、トグチェーア、ウォーコイ・ガルベードを見てみましょう。 ソマリ
アの経済に関して、重要な工業製品は精糖、繊維製品、無
線通信を含む光産業、です。重要な農産物は。ウシ、ヒツ
ジ、ヤギ; 魚のです。最も重要な輸出商品は家畜、バナナ、
隠し、魚、炭、スクラップ金属であり、最も重要な輸出相手は
サウジアラビア37.2パーセント、オマーン22.7％、UAE
16.3％（2016年）です。最も重要な輸入商品は、製造、石油
製品、食料品、建設資材、qatであり、最も重要な輸入相手
はインド26.3％、中国20.8％、オマーン9.1％、ケニア8.3％、ト
ルコ6％、マレーシア4.3％、ブラジル4.2％（2016年）です。どの
くらい金持ちで、この国の人口はどれくらい豊富ですか？ここで
最も重要な数字は1人当たりGDP（PPP）です：$未知の
(2017 推定)。 これは、1人あたりの国内総生産（Gross
Domestic Product）を意味し、現地の財やサービスの相対コス
トに関して再計算されることを意味します。もう一つの重要な
数字 - 貧困線以下の人口：未知の%。

ソマリアの地図
 



我々は強くお勧めします



トップアドベンチャーゲーム：アリスと魔女のための改革

MapsGuides.com：あなたの旅行のための自由なガイド

南アフリカ共和国

インデックス：大陸と国, 世界の地図
ここでは、南アフリカ共和国の地理、住民、政府、経済お

よび歴史に関するオンラインで選択された情報を見つけること
ができます。選択された統計、全体図、南アフリカ共和国 - の
詳細マップが含まれていますが、ここで南アフリカ共和国の国旗
から始めましょう：
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


南アフリカ共和国 - 概要：
南アフリカ共和国について知っておくべきことは何ですか？

これから始めましょう：オランダのトレーダーらは、1652年に南ア
フリカ共和国の南端に上陸し、オランダと極東の間のスパイス
ルートに途中降機ポイントを設け、ケープタウンの都市を設立
しました。1806年に英国が良い希望岬地域を没収した後、オ
ランダの植民者（アフリカ人、英国人の "Boers"（農民）と呼ば
れる）の多くは北部を旅して共和国、Transvaal and Orange
Free Stateを見つけた。ダイヤモンド（1867年）と金（1886年）の
発見は富と移民を促し、住民の征服を強めた。アフリカ人は
英国の侵略に抵抗したが、第2次南アフリカ戦争（1899-
1902）で敗北した。しかし、イギリス人とアフリカーナ人は1910
年に南アフリカ連合の下で始まり、ホワイト・オンリーの国民投
票の後、1961年に共和国となった。1948年、Afrikaner支配
国民党は権力に投票され、黒人多数を犠牲にして白人少
数民族を支持したアパルトヘイト政策（レースの別々の発展）
を制定した。アフリカ民族会議（ANC）はアパルトヘイトの反対
を率い、ネルソン・マンデラのような多くのトップANC指導者は
数十年間南アフリカの刑務所で過ごしました。一部の西側諸
国や諸機関によるボイコットと同様に、内部の抗議行動や反
乱は、政権が多数決ルールへの平和的な移行を交渉する最
終的な意欲につながった。アパルトヘイトの終結に続く1994年
の最初の多民族選挙は、ANC主導の政府の下で過半数の
支配を導いた。その後、南アフリカは住宅、教育、保健医療
におけるアパルトヘイト時代の不均衡に対処するために奮闘し



てきた。ANCの内戦は、タベ・ムベキ大統領が議会で呼び出
され、Kgalema Motlanthe副大統領が暫定大統領に就任した
2008年に頭に浮かびました。2009年にANCが総選挙で勝利
した後、ジェイコブ・ズマは大統領に就任した。彼は2014年に
再選された。彼の政府は数々のスキャンダルに悩まされてお
り、2016年に市町村の野党の利益につながった。

南アフリカ共和国の地理

地球上のどこに南アフリカ共和国が
ありますか？この国の所在地は南アフリカ、アフリカ大陸の南端

29.00です。 南アフリカ共和国の総面積は1,219,090 km2であ

り、そのうち1,214,470 km2は土地である。 だからこれは非常に
大きな国です。国の地形はどうやって説明できますか？このよ
うに：険しい丘と狭い海岸平原に。 南アフリカ共和国の最下
点は大西洋0 m、最も高い点Njesuthi 3,408 mです。気候は
大部分は半乾燥地帯。東海岸の亜熱帯、クールな夜間で
す。

南アフリカ共和国の住人
南アフリカ共和国で住んでいる人の数を見てみましょう。番

号は54,841,552です。 とてもたくさんの人がここに住んでいま
す。ここに住んでいる人は？ 色の黒いアフリカの80.2パーセン
ト、白8.4％、8.8％、アジア/インドの2.5％。 南アフリカ共和国



の言語は何ですか？ ズールー語（公式）22.7％、コサ語（公
式）16％、アフリカーンス語（公式）13.5％、英語（公式）
9.6％、ペディ語（公式）セショウタ（公式）7.6％、シッソガ（公
式）4.5％、シスワティ（公式）2.5％、シシェンダ（公式）2.4％、
イス・ノベーレ（公式）2.1％、手話0.5％他の1.6％（2011年推
定）。そして宗教：プロテスタント36.6％（シオニストキリスト教
11.1％、ペンテコステス/カリスマ8.2％、メソジスト6.8％、オラン
ダ改革6.7％、アングリカン3.8％）、カトリック7.1％、イスラム教
徒1.5％その他2.3％、不特定1.4％、なし15.1％（2001年時
点）。人々は平均して何歳ですか？ 27.1 年。この数字は中
央値であると付け加えなければなりません。つまり、半分の人
がこれより年上で、半分が若いです。そして、彼らの平均余命
（出生時）は何ですか？これは：63.8 年。人々は南アフリカ共
和国で住んでいるところ？ここ：人口は南および南東の海岸に
沿って集中し、ペオリア周辺では内陸に集中していた。国の東
半分は西。 南アフリカ共和国の大都市圏は、ヨハネスブルグ
（Ekurhuleniを含む）よりも人口密度が高い939万9000人、
ケープタウン（立法府）366万人 ダーバン290万ドル。プレトリア
（資本金）は2,059万 ポートエリザベス1.1790000; フェリーニヒン
グ1155000（2015）です。

政府と経済の南アフリカ共和国
南アフリカ共和国の首都はプレトリア（行政首都）。ケープ

タウン（立法府）; ブルームフォンテイン（司法資本）であり、政
府のタイプは議会共和国です。行政部門 - 9州; 東ケープ、フ
リーステート、Gauteng、クワズールナタール、リンポポ、ムプマラン
ガ、北ケープ、ノースウェスト、西ケープを見てみましょう。 南ア
フリカ共和国の経済に関して、重要な工業製品は鉱業（プラ
チナ、金、クロムの世界最大の生産者）、自動車組立、金属



加工、機械、織物、鉄鋼、化学薬品、肥料、食料品、商業
船の返済です。重要な農産物は、トウモロコシ、小麦、サトウ
キビ、果物、野菜、牛肉、家禽、羊肉、羊毛、乳製品です。
最も重要な輸出商品はゴールド、ダイヤモンド、プラチナ、他
の金属や鉱物、機械設備であり、最も重要な輸出相手は、
中国9.2％、ドイツ7.5％、米国7.4％、ボツワナ5％、ナミビア
4.8％、日本4.6％、インド4.3％、英国4.2％（2016年）です。
最も重要な輸入商品は機械設備、化学薬品、石油製品、
科学機器、食料品であり、最も重要な輸入相手は、中国
18.1％、ドイツ11.8％、米国6.7％、インド4.2％（2016年）で
す。どのくらい金持ちで、この国の人口はどれくらい豊富です
か？ここで最も重要な数字は1人当たりGDP（PPP）です：
$13,400 (2017 推定)。 これはかなり良いです。これは、1人あ
たりの国内総生産（Gross Domestic Product）を意味し、現地
の財やサービスの相対コストに関して再計算されることを意味
します。もう一つの重要な数字 - 貧困線以下の人口：16.6%
(2016 推定)。

南アフリカ共和国の地図
 



我々は強くお勧めします



トップアドベンチャーゲーム：アリスと魔女のための改革

MapsGuides.com：あなたの旅行のための自由なガイド

スペイン

インデックス：大陸と国, 世界の地図
ここでは、スペインの地理、住民、政府、経済および歴史

に関するオンラインで選択された情報を見つけることができま
す。選択された統計、全体図、スペイン - の詳細マップが含ま
れていますが、ここでスペインの国旗から始めましょう：
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


スペイン - 概要：
スペインについて知っておくべきことは何ですか？これから始

めましょう：16世紀と17世紀のスペインの強力な世界帝国は、
最終的にイングランドへの海の命令をもたらしました。商業革
命と産業革命を受け入れなかったことで、経済、政治力の面
で英国、フランス、ドイツに陥った。スペインは第一次世界大
戦と第二次世界大戦では中立のままでしたが、壊滅的な内
戦（1936〜39）を経験しました。1975年のフランシスコ独裁者
の死後の民主主義への平和な移行、急速な経済の近代化
（スペインは1986年にEU加盟）は、スペインにダイナミックかつ
急速に成長する経済を与え、自由と人権の世界的なチャンピ
オンにしました。最近スペインは2008年半ばに始まった深刻な
景気後退から、EU平均を上回る3年連続のGDP成長を記録
しています。失業率は低下しており、特に若者の間では高い
ままです。スペインはユーロ圏の4番目に大きな経済です。

スペインの地理

地球上のどこにスペインがあります
か？この国の所在地は地中海、北大西洋、ビスケー湾、ピレ



ネー山脈に接する南西ヨーロッパ。フランス南西部です。 スペ

インの総面積は505,370 km2であり、そのうち498,980 km2は
土地である。 これはかなり大きな国です。国の地形はどうやっ
て説明できますか？このように：、険しい丘に囲まれた平らな
解剖された台地、ピレネー山脈北。 スペインの最下点は大西
洋0 m、最も高い点ピコデテイデ（テネリフェ島）カナリア諸島
3,718 mです。気候は温帯; 室内は澄んだ暑い夏、海岸沿い
は穏やかで曇っている。曇った寒い冬のインテリア、部分的に
曇り、海岸沿いの涼しいです。

スペインの住人
スペインで住んでいる人の数を見てみましょう。番号は

48,958,159 (7/2017 推定)です。 とてもたくさんの人がここに住
んでいます。ここに住んでいる人は？ 、地中海と北欧の複合
地形。 スペインの言語は何ですか？ スペインのカスティーリャ
（公用語）74％、カタロニア語（カタロニア語、バレアレス諸島、
）17％、ガリシア人（ガリシアの公務員）7％、バスク（ナスカーの
バスク地方とバスク語圏の領土）2％、バレンシアのコミュニティ
（バレンシア人として知られている） Catalonia（Vall d'Aran）の北
西の角、カタロニア語、。そして宗教：マドリード、セビリア、サラ
ゴサを除いてローマカトリック67.8％、無神論者9.1％、その他
2.2％、不信仰者18.4％、不特定2.5％（2016年末）。人々
は平均して何歳ですか？ 42.7 年。この数字は中央値である
と付け加えなければなりません。つまり、半分の人がこれより年
上で、半分が若いです。そして、彼らの平均余命（出生時）は
何ですか？これは：81.8 年。人々はスペインで住んでいるとこ
ろ？ここ：地中海沿岸と大西洋沿岸には都市集積地がありま
す。スペインの農業遺産を反映して数多くの小さな都市が内



装されています。マドリードの首都、バルセロナの港町。 スペイ
ンの大都市圏は、マドリード（資本金）6.19億人、バルセロナ
528,000,000; バレンシア810,000（2015年）です。

政府と経済のスペイン
スペインの首都はマドリードであり、政府のタイプは議会憲

法君主制です。行政部門 - 17の自治地域（自治体、自治
体、自治体）および2つの自治都市（自治体の自治体、単数
の自治体の自治体）。アンダルシア; アラゴン; アストゥリアス; カ
ナリアス（カナリア諸島）; カンタブリア; カスティーリャ・ラ・マンチャ;
カスティーリャ・レオン; カタロニア語（カタロニア語）、カタロニア語
（カタロニア語）、カタロニア語（カタロニア語）; セウタ;
Comunidad Valenciana（Castilian）、Comunitat
Valenciana（Valencian）[バレンシア共同体]; Extremadura; ガリ
シア; イル・バレアレス（バレアレス諸島）; ラ・リオハ; マドリード;
メリラ; ムルシア; ナバラ（Castilian）、ナファロア（バスク）
[Navarre]; Pais Vasco（カスティーリャン）、Euskadi（バスク）[バス
ク国]を見てみましょう。 スペインの経済に関して、重要な工業
製品は化学品、造船、自動車、工作機械、観光、粘土、耐
火製品、履物、医薬品、医療機器です。重要な農産物は
穀物、野菜、オリーブ、ワイン用ブドウ、テンサイ、シトラス; 牛
肉、豚肉、鶏肉、乳製品; 魚です。最も重要な輸出商品は
機械、自動車;であり、最も重要な輸出相手はフランス
15.2％、ドイツ11.4％、イタリア7.8％、英国7.6％、ポルトガル
7％、米国4.4％（2016）です。最も重要な輸入商品は機械
器具、燃料、化学品、半製品、食料品、医薬品、医薬品、
消費財、計測、医療制御機器であり、最も重要な輸入相手
はドイツ14.7％、フランス12％、中国7.1％、イタリア6.7％、オ
ランダ5.2％、英国4.4％（2016年）です。どのくらい金持ちで、



この国の人口はどれくらい豊富ですか？ここで最も重要な数
字は1人当たりGDP（PPP）です：$38,200 (2017 推定)。 これ
は、生活水準がここで良いことを意味します。これは、1人あた
りの国内総生産（Gross Domestic Product）を意味し、現地の
財やサービスの相対コストに関して再計算されることを意味し
ます。もう一つの重要な数字 - 貧困線以下の人口：21.1%
(2012 推定)。

スペインの地図
 



我々は強くお勧めします

トップアドベンチャーゲーム：アリスと魔女のための改革

MapsGuides.com：あなたの旅行のための自由なガイド

スリランカ

インデックス：大陸と国, 世界の地図
ここでは、スリランカの地理、住民、政府、経済および歴史

に関するオンラインで選択された情報を見つけることができま
す。選択された統計、全体図、スリランカ - の詳細マップが含
まれていますが、ここでスリランカの国旗から始めましょう：

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


 

スリランカ - 概要：
スリランカについて知っておくべきことは何ですか？これから

始めましょう：最初のシンハラ人はおそらくインド北部から、おそ
らく紀元前6世紀にスリランカに到着した。仏教は紀元前250
年頃に導入され、最初の王国はAnuradhapura（西暦2000年
頃〜西暦1000年代）とPolonnaruwa（約1070〜1200年代）の
都市で発達した。14世紀に南インドの王朝がスリランカ北部に
タミル人の王国を確立しました。ポルトガル人は16世紀に島の
沿岸地域を、17世紀にはオランダを支配した。島は1796年に
英国に譲り受けられ、1802年に王冠植民地となり、1815年ま
でに英国統治下で正式に統一されました。セイロンとして、
1948年に独立しました。その名前は1972年にスリランカに変
更された。シンハラ大多数とタミル人の分離主義者の間の緊
張が1983年に戦争に勃発した.20年の戦いの後、タミル・エラ
ム（LTTE）の政府と解放虎は、2002年2月にノルウェーが和平
交渉を仲介して停戦を公式化した。LTTEと政府は共に2006
年にLTTEと政府軍の停戦と暴力を非公式に廃止したが、政
府は2007年に東部支配を回復した。政府は正式に2008年1
月と5月の停戦合意を撤回した2009年、LTTEの残党は敗北
した。紛争の終結以来、政府は経済開発プロジェクトの野心
的な計画を制定しており、その多くは中国政府の融資で調達
されている。経済再建の努力に加えて、政府は紛争の最終
段階で避難した民間人の95％以上を再定住させ、政府治
安部隊によって捕獲された大多数のLTTE戦闘員を解放し
た。タミル選出の代表との政治的解決に達し、紛争中に人権



侵害やその他の虐待に関与していると主張されている人々に
説明責任を負うなど、議論の余地があり政治的に困難な問
題については、

スリランカの地理

地球上のどこにスリランカがあります
か？この国の所在地はインド南部、インド南部、インド南部で

す。 スリランカの総面積は65,610 km2であり、そのうち64,630
km2は土地である。 だから、これは大きな国ではない。国の地
形はどうやって説明できますか？このように：ほとんどが低く、平
坦から圧延の平原です。南部interioの山が。 スリランカの最下
点はインド洋0メートル、最も高い点ピドゥルタラーガラ山2524
メートルのです。気候は熱帯モンスーン; 北東モンスーン（12
月〜3月）。南西モンスーン（6月から10月）はです。

スリランカの住人
スリランカで住んでいる人の数を見てみましょう。番号は

22,409,381 (7/2017 推定)です。 とてもたくさんの人がここに住
んでいます。ここに住んでいる人は？ ）。 スリランカの言語は何
ですか？ シンガラ（公用語と国語）74％、タミール（公用語と
国語）18％、その他8％。そして宗教：仏教（公用語）
70.2％、ヒンズー教12.6％、イスラム教徒9.7％、ローマカトリッ
ク6.1％、その他キリスト教1.3％、その他0.05 人口は主に、南
西部の幅広い湿地帯、東部沿岸の都市中心部、北部のスリ



ヤ・ジャイアナデルプラ・コット（Sri Jayewardenepura Kotte）の
ジャフナ半島に集中している（2012年の推定値）。人々は平
均して何歳ですか？ 32.8 年。この数字は中央値であると付
け加えなければなりません。つまり、半分の人がこれより年上
で、半分が若いです。そして、彼らの平均余命（出生時）は何
ですか？これは：76.9 年。人々はスリランカで住んでいるとこ
ろ？ここ：。 スリランカの大都市圏は、です。

政府と経済のスリランカ
スリランカの首都はであり、政府のタイプはです。行政部門

- 9つの州; サバラガムワ、南部、ウヴァ、西部を見てみましょ
う。 スリランカの経済に関して、重要な工業製品はゴム、茶、
ココナッツ、タバコおよび他の農産物の魚加工; 電気通信、保
険、銀行業務; 観光、船積み; 衣類、織物; セメント、石油
精製、情報技術サービス、建設です。重要な農産物は米、
サトウキビ、穀粒、パルス、油糧種子、スパイス、野菜、果物、
茶、ゴム、ココナッツ; 牛乳、卵、皮、牛肉;です。最も重要な
輸出商品はテキスタイルとアパレル、紅茶とスパイス、ゴムメー
カー; 貴重な石; ココナッツ製品、魚であり、最も重要な輸出
相手はインド21.7％、中国12.1％、アラブ首長国連邦
6.1％、インド27.3％、英国10.2％、インド7.3％、ドイツ5％、
イタリア4.2％（2016）です。最も重要な輸入商品は石油、織
物、機械および輸送機器、建材であり、最も重要な輸入相
手は、シンガポール5.9％、日本5.4％（2016年）です。どのくら
い金持ちで、この国の人口はどれくらい豊富ですか？ここで最
も重要な数字は1人当たりGDP（PPP）です：$13,000 (2017
推定)。 これはかなり良いです。これは、1人あたりの国内総生
産（Gross Domestic Product）を意味し、現地の財やサービス
の相対コストに関して再計算されることを意味します。もう一つ



の重要な数字 - 貧困線以下の人口：6.7% (2012 推定)。
スリランカの地図

 

我々は強くお勧めします



トップアドベンチャーゲーム：アリスと魔女のための改革

MapsGuides.com：あなたの旅行のための自由なガイド

スーダン

インデックス：大陸と国, 世界の地図
ここでは、スーダンの地理、住民、政府、経済および歴史

に関するオンラインで選択された情報を見つけることができま
す。選択された統計、全体図、スーダン - の詳細マップが含ま
れていますが、ここでスーダンの国旗から始めましょう：
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


スーダン - 概要：
スーダンについて知っておくべきことは何ですか？これから始

めましょう：スーダンは、20世紀の残りの大部分の間、2つの長
引いた内戦で混乱していた。イスラム指向の政府を支持する
軍事政権は、1956年にアングロ・エジプトの共同裁定から独
立して以来、国家政治を支配してきた。これらの紛争は、主
に非イスラム教徒で非南部のスーダン人の北、経済、政治、
社会的支配に根ざしていた。最初の内戦は1972年に終了し
たが、1983年に別の内戦が起こった。2002-04年には平和協
議がいくつかの合意を得て勢いを増した。2005年1月に締結さ
れた南北包括平和協定（CPA）は、南部反政府勢力の6年
間の自治と、その後の南スーダン自治のための国民投票が行
われた。国民投票は2011年1月に行われ、独立の圧倒的支
持を示した。南スーダンは2011年7月9日に独立した。スーダン
と南スーダンは、2012年9月に両国間の関係の正常化に関す
る安全保障経済協定を完全には実施していない。争われた
アビエイ地域の最終処分も決定されなければならない。南スー
ダンの独立後、政府と南部コルドファンとブルーナイル州のスー
ダン人民解放運動（以下「両地域」ともいう）との間で紛争が
起こり、110万人の国内避難民や人道的被害者援助。2003
年にダルフールの西部地域で別々の紛争が発生し、約200万
人が移住し、何千人もの死者が出た。政府軍と野党の2地
域とダルフール双方での戦闘は、しかし民間人口は、主に法
の支配の弱さの結果として、部族間の紛争や暴力を含む低レ
ベルの暴力の影響を受けている。国連とアフリカ連合は2007
年以来、ダルフールの平和維持活動（Unamid）を共同で指揮



してきた。平和維持軍はダルフールの不安に取り組むために
苦労し、武装集団による攻撃の標的となってきた。スーダンは
また、近隣諸国（主にエチオピア、エリトリア、チャド、中央アフリ
カ共和国、南スーダン）からの難民流入に直面している。武力
紛争、交通インフラの不備、政府と武装勢力によるアクセスの
拒否は、被災住民への人道援助の提供を妨げている。国連
とアフリカ連合は2007年以来、ダルフールの平和維持活動
（Unamid）を共同で指揮してきた。平和維持軍はダルフールの
不安に取り組むために苦労し、武装集団による攻撃の標的と
なってきた。スーダンはまた、近隣諸国（主にエチオピア、エリト
リア、チャド、中央アフリカ共和国、南スーダン）からの難民流
入に直面している。武力紛争、交通インフラの不備、政府と
武装勢力によるアクセスの拒否は、被災住民への人道援助
の提供を妨げている。国連とアフリカ連合は2007年以来、ダル
フールの平和維持活動（Unamid）を共同で指揮してきた。平
和維持軍はダルフールの不安に取り組むために苦労し、武装
集団による攻撃の標的となってきた。スーダンはまた、近隣諸
国（主にエチオピア、エリトリア、チャド、中央アフリカ共和国、
南スーダン）からの難民流入に直面している。武力紛争、交
通インフラの不備、政府と武装勢力によるアクセスの拒否は、
被災住民への人道援助の提供を妨げている。スーダンはま
た、近隣諸国（主にエチオピア、エリトリア、チャド、中央アフリカ
共和国、南スーダン）からの難民流入に直面している。武力
紛争、交通インフラの不備、政府と武装勢力によるアクセス拒
否は、被災住民への人道援助の提供を妨げている。スーダン
はまた、近隣諸国（主にエチオピア、エリトリア、チャド、中央ア
フリカ共和国、南スーダン）からの難民流入に直面している。
武力紛争、交通インフラの不備、政府と武装勢力によるアク



セス拒否は、被災住民への人道援助の提供を妨げている。
スーダンの地理

地球上のどこにスーダンがあります
か？この国の所在地はアフリカ東北部、エジプトとエリトリアの

間の紅海に接するです。 スーダンの総面積は1,861,484 km2

であり、そのうち未知のは土地である。 国の地形はどうやって
説明できますか？このように：。砂漠が北部を支配する。 スー
ダンの最下点は紅海0 m、最も高い点Jabal Marrah 3,042 m
です。気候は、乾燥した砂漠; 雨季は地域によって異なります
（4月〜11月）です。

スーダンの住人
スーダンで住んでいる人の数を見てみましょう。番号は

37,345,935 (7/2017 推定)です。 とてもたくさんの人がここに住
んでいます。ここに住んでいる人は？ スーダンアラブ人（約
70％）、ファー、ベジャ、ヌバ、ファタタ。 スーダンの言語は何で
すか？ アラビア語（公式）、Nubian、Ta Bedawie、フー・。そし
て宗教：スンニ・イスラム教徒、小キリスト教少数民族。人々
は平均して何歳ですか？ 19.9 年。この数字は中央値である
と付け加えなければなりません。つまり、半分の人がこれより年
上で、半分が若いです。そして、彼らの平均余命（出生時）は
何ですか？これは：64.4 年。人々はスーダンで住んでいるとこ



ろ？ここ：乾燥したサハラ地方にまで及ぶスーダン北部のナイル
川流域に対応する和解のリボンを除いて、まばらに住んでい
る。より豊富な植生と水へのより広いアクセスは、南スーダンと
のほぼ全国境に沿って、生息可能な範囲を拡大する南部の
人口分布を増加させる。人口の大部分は、ブルーとホワイトナ
イル河の間の南東のハルツーム周辺で見つけられ、南ダルフフ
ルートーム。 スーダンの大都市圏は、（首都）5.19億人（2015
年）です。

政府と経済のスーダン
スーダンの首都はKhartoumであり、政府のタイプは大統領

共和国です。行政部門 - 18州（ウィラヤット、単数 - ウィラヤ）;
ブルーナイル、中央ダルフール、東ダルフール、Gedaref、ゲジ
ラ、カッサラー、ハルツーム、北ダルフール、北コルドファン、北
部、紅海、ナイル川、センナール、南ダルフール、南コルドファ
ン、西ダルフール、西コルドファン、白ナイルを見てみましょう。
スーダンの経済に関して、重要な工業製品は油、綿綿繰り、
繊維、セメント、食用油、砂糖、石鹸蒸留、靴、石油精製、
医薬品、兵器、自動車/軽トラックアセンブリ、粉砕です。重要
な農産物は綿、落花生（ピーナッツ）、モロコシ、キビ、小麦、
アラビアゴム、サトウキビ、キャッサバ（キャッサバ、タピオカ）、マン
ゴー、パパイヤ、バナナ、サツマイモ、ゴマ; 動物飼料、ヒツジお
よび他の家畜です。最も重要な輸出商品はゴールド; 石油お
よび石油製品; 砂糖であり、最も重要な輸出相手はUAE
42.9％、サウジアラビア19.5％、エジプト15.9％（2016）です。
最も重要な輸入商品は食料品、製品、製油所、輸送機
器、医薬品、化学品、繊維、小麦であり、最も重要な輸入
相手はUAE 15.4％、インド11.2 、エジプト10.4％、サウジアラ
ビア9.2％、トルコ8.9％、日本5％（2016年）です。どのくらい金



持ちで、この国の人口はどれくらい豊富ですか？ここで最も重
要な数字は1人当たりGDP（PPP）です：$4,600 (2017 推
定)。 これは非常に低い数値です。これは、1人あたりの国内
総生産（Gross Domestic Product）を意味し、現地の財やサー
ビスの相対コストに関して再計算されることを意味します。もう
一つの重要な数字 - 貧困線以下の人口：46.5% (2009 推
定)。

スーダンの地図
 



我々は強くお勧めします

トップアドベンチャーゲーム：アリスと魔女のための改革

MapsGuides.com：あなたの旅行のための自由なガイド

スリナム

インデックス：大陸と国, 世界の地図
ここでは、スリナムの地理、住民、政府、経済および歴史

に関するオンラインで選択された情報を見つけることができま
す。選択された統計、全体図、スリナム - の詳細マップが含ま
れていますが、ここでスリナムの国旗から始めましょう：

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


 

スリナム - 概要：
スリナムについて知っておくべきことは何ですか？これから始

めましょう：16世紀にスペイン人が最初に探検し、17世紀半ば
に英語で解決した後、修道院は1667年にオランダの植民地
になりました。1863年にアフリカの奴隷制が廃止され、労働者
はインドとジャワから持ち込まれました。オランダは1975年に植
民地の独立を認めた。5年後、民間政府はすぐにスリナムを社
会主義共和国と宣言した軍事政権に取って代わられた。それ
は1987年まで民間の名目上の政権の連続を経て支配を続
け、国際的な圧力がついに民主的選挙を余儀なくされた。
1990年に軍は民間指導部を倒産したが、民主的に選出され
た政党 - 4党連立 - は1991年に復活した。連立政権は2005
年に8党に拡大され、有権者が旧軍事指導者のDesire
Bouterseと野党の連立政権に復帰したとき。Bouterse大統領
は2015年に反対で再選された。

スリナムの地理

地球上のどこにスリナムがありますか？
この国の所在地は北大西洋に接する北米南米、フランスガイ



アナとガイアナの間です。 スリナムの総面積は163,820 km2で

あり、そのうち156,000 km2は土地である。 だから、これは大き
な国ではない。国の地形はどうやって説明できますか？このよ
うに：丘陵地帯が穏やかになった。沼狭い海岸平野。 スリナム
の最下点は海岸平野-2 Mで名前場所、最も高い点ジュリア
ナトップ1230メートルです。気候はtropical; 貿易風によって穏
やかなです。

スリナムの住人
スリナムで住んでいる人の数を見てみましょう。番号は

591,919 (7/2017 推定)です。 そう多くの人がここに住んでいる
わけではありません。ここに住んでいる人は？ ヒンダスタニ（地
元では「東インド人」とも呼ばれ、19世紀後半にはインド北部
から移住）27.4％、「マルーン」（アフリカの先祖は17世紀と18
世紀に奴隷として移住し、。 スリナムの言語は何ですか？ オ
ランダ語（公用語）、英語（広く話されている）、スラング語（ス
ウェーデン語）21.7％、クレオール語15.7％、ジャワ13.7％、混
合13.4％、その他7.6％、不特定0.6％Tongo（Surinamese、
時々Taki-Takiと呼ばれ、Creolesの母国語であり、若い人々の
大部分であり、他の言語の中ではフランス語である）、
Javaneseのヒンズー語系カリブ（ヒンズー語）。そして宗教：ヒュン
ダイ22.3％、ローマカトリック21.6％、イスラム教徒13.8％、キリ
スト教徒3.2％、ウィンティ1.8％、エホバの証人1.2％、プロテス
タント23.6％（福音11.2％、モラヴィア11.2％、改革7％、ル
ター派5％を含む） 、他1.7％、なし7.5％、不特定
3.2％（2012年の推定値）。人々は平均して何歳ですか？
29.8 年。この数字は中央値であると付け加えなければなりま
せん。つまり、半分の人がこれより年上で、半分が若いです。



そして、彼らの平均余命（出生時）は何ですか？これは：72.5
年。人々はスリナムで住んでいるところ？ここ：人口は、北部の
沿岸地帯に集中している。残りの国はまばらに住んでいる。 ス
リナムの大都市圏は、パラマリボ（首都）234,000（2014年）で
す。

政府と経済のスリナム
スリナムの首都はパラマリボであり、政府のタイプは大統領

共和国です。行政部門 - 10地区（分散、単数）。
Brokopondo、Commewijne、Coronie、Marowijne、Nickerie、
Para、Paramaribo、Saramacca、Sipaliwini、Wanicaを見てみま
しょう。 スリナムの経済に関して、重要な工業製品はボーキサ
イトや金の採掘、アルミナ生産。スイス28.3％、アラブ首長国
連邦27.1％、ベルギー9.1％、ガイアナ9％、米国4.7％、バナ
ナスイス28.3％、石油、伐採、食品加工、漁業です。重要な
農産物は牛肉、鶏肉; エビ; 林産物です。最も重要な輸出商
品はアルミナ、金、原油、であり、最も重要な輸出相手は、ト
リニダードトバゴ（2016年）4.5％（2016）です。最も重要な輸
入商品は資本設備、石油、食糧、綿、消費財であり、最も
重要な輸入相手は米国21.2％、オランダ10.9％、中国
10.5％、トリニダードトバゴ10.1％、セントルシア7％です。どの
くらい金持ちで、この国の人口はどれくらい豊富ですか？ここで
最も重要な数字は1人当たりGDP（PPP）です：$13,900
(2017 推定)。 これはかなり良いです。これは、1人あたりの国
内総生産（Gross Domestic Product）を意味し、現地の財や
サービスの相対コストに関して再計算されることを意味します。
もう一つの重要な数字 - 貧困線以下の人口：70% (2002 推
定)。

スリナムの地図



 

我々は強くお勧めします



トップアドベンチャーゲーム：アリスと魔女のための改革

MapsGuides.com：あなたの旅行のための自由なガイド

スワジランド

インデックス：大陸と国, 世界の地図
ここでは、スワジランドの地理、住民、政府、経済および歴

史に関するオンラインで選択された情報を見つけることができま
す。選択された統計、全体図、スワジランド - の詳細マップが
含まれていますが、ここでスワジランドの国旗から始めましょう：
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


スワジランド  - 概要：
スワジランドについて知っておくべきことは何ですか？これか

ら始めましょう：南アフリカのスワジスの自治は19世紀後半にイ
ギリス人によって保証された。1990年代の学生と労働不安
は、アフリカの最後の絶対君主であるムスワティ3世に、慎重に
政治改革とより大きな民主主義を許すよう圧力をかけるが、
近年これらの約束を取り戻した。憲法は2006年に施行された
が、政党の法的地位は明確ではなく、地位は不明である。ス
ワジランドは世界で最も知られているHIV /エイズの流行率が
高い国として、ボツワナを上回っています。

スワジランドの地理

地球上のどこにスワジランドがありま
すか？この国の所在地は南アフリカ、モザンビークと南アフリカの

間です。 スワジランドの総面積は17,364 km2であり、そのうち

17,204 km2は土地である。 だからこれはかなり小さい国です。
国の地形はどうやって説明できますか？このように：主に山と
丘; ある程度平滑な平地。 スワジランドの最下点は偉大なウ
スツ川21 m、最も高い点Emlembe 1,862 mです。気候はは熱
帯から穏やかなです。



スワジランドの住人
スワジランドで住んでいる人の数を見てみましょう。番号は

1,467,152です。 そう多くの人がここに住んでいるわけではあり
ません。ここに住んでいる人は？ アフリカの97％、欧州の3％。
スワジランドの言語は何ですか？ 、英語（政府の事業のため
に使用され、公式、）、スワジ語（公式）。そして宗教：キリスト
教徒90％（シオニスト - キリスト教と先祖崇拝のブレンド -
40％、ローマカトリック20％、その他30％ - アングリカン、メソジ
スト、モルモン、エホバの証人を含む）、イスラム教徒2％、その
他8％（Baha'i 、仏教、ヒンドゥー教、土着宗教家、ユダヤ人）
（2015 EST。）。人々は平均して何歳ですか？ 21.7 年。この
数字は中央値であると付け加えなければなりません。つまり、
半分の人がこれより年上で、半分が若いです。そして、彼らの
平均余命（出生時）は何ですか？これは：52.1 年。人々はス
ワジランドで住んでいるところ？ここ：、その山岳地帯のは、人
口分布は、主に谷や平野に集中し、全国に不均一である。
スワジランドの大都市圏は、）ムババーネ（資本金66,000
（2014年）です。

政府と経済のスワジランド
スワジランドの首都はムババネ（行政首都）; ロバンバ（王

室および立法府の首都）であり、政府のタイプは絶対君主制
です。行政部門 - 4地域; Hhohho、Lubombo、Manzini、
Shiselweniを見てみましょう。 スワジランドの経済に関して、重
要な工業製品は、ソフトドリンクが集中し、石炭、林業、砂糖
加工、繊維、衣料です。重要な農産物はサトウキビ、トウモロ
コシ、綿、柑橘類、パイナップル、ウシ、ヤギです。最も重要な
輸出商品はソフトドリンク濃縮物、砂糖、木材、木綿糸、冷



蔵庫、柑橘類、缶詰の果物であり、最も重要な輸出相手
は、南アフリカ87.1パーセント、ナミビア4％（2016年）です。最
も重要な輸入商品は、自動車、機械、輸送機器、食糧、石
油製品、化学品であり、最も重要な輸入相手は南アフリカ
60.3％、中国5.3％、モザンビーク5.1％（2016年）です。どのく
らい金持ちで、この国の人口はどれくらい豊富ですか？ここで
最も重要な数字は1人当たりGDP（PPP）です：$9,900 (2017
推定)。 これはかなり低い数字です。これは、1人あたりの国内
総生産（Gross Domestic Product）を意味し、現地の財やサー
ビスの相対コストに関して再計算されることを意味します。もう
一つの重要な数字 - 貧困線以下の人口：63% (2010 推
定)。

スワジランドの地図
 



我々は強くお勧めします



トップアドベンチャーゲーム：アリスと魔女のための改革

MapsGuides.com：あなたの旅行のための自由なガイド

スウェーデン

インデックス：大陸と国, 世界の地図
ここでは、スウェーデンの地理、住民、政府、経済および歴

史に関するオンラインで選択された情報を見つけることができま
す。選択された統計、全体図、スウェーデン - の詳細マップが
含まれていますが、ここでスウェーデンの国旗から始めましょう：
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
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スウェーデン - 概要：
スウェーデンについて知っておくべきことは何ですか？これか

ら始めましょう：17世紀の軍事力は、スウェーデンは2世紀にわ
たって戦争に参加していませんでした。武装した中立は両世
界戦争で保存されていた。実質的な福祉要素と混在してい
るスウェーデンの長期的に成功した経済方式は、1990年代に
高失業率、2000年-2002年および2009年には世界的な景気
後退により挑戦されたが、過去数年間の財政規律により、経
済的な曖昧さ。スウェーデンは1995年にEUに加盟したが、国
民は2003年の国民投票でユーロの導入を拒否した。

スウェーデンの地理

地球上のどこにスウェーデンがありま
すか？この国の所在地はフィンランドとノルウェーの間のバルト
海、ボスニア湾、カッテガット、スカゲラク湾に接する北ヨーロッパ

です。 スウェーデンの総面積は450,295 km2であり、そのうち

410,335 km2は土地である。 これはかなり大きな国です。国の
地形はどうやって説明できますか？このように：大部分が平坦
または穏やかな低地の亜寒帯で、西スウェーデンの南西に位



置するスウェーデンのほとんどのスウェーデンは、西スウェーデン
の南西に位置し、西に。 スウェーデンの最下点はの湖がハ
マースホン湖の近くにあり、クリスチャンスタッド-2.4mケブネケ
イーズ、最も高い点2,111mです。気候は寒い曇りのある冬と
涼しい、曇りのある夏の南部では温暖です。北部ではです。

スウェーデンの住人
スウェーデンで住んでいる人の数を見てみましょう。番号は

9,960,487 (7/2017 推定)です。 だから、これはあまり大きな人
口ではありません。ここに住んでいる人は？ 先住民：フィンラン
ドとサミの少数民族を持つスウェーデン; シリア、イラク、ポーラン
ド、イラン。 スウェーデンの言語は何ですか？ スウェーデン（公
式）。そして宗教：スウェーデン教会（ルター派）63％、その他
（ローマカトリック、正教会、バプテスト、イスラム教徒、ユダヤ
教、仏教徒を含む）の移民の最も一般的な出身国17％
2016年の推定値）。人々は平均して何歳ですか？ 41.2 年。
この数字は中央値であると付け加えなければなりません。つま
り、半分の人がこれより年上で、半分が若いです。そして、彼
らの平均余命（出生時）は何ですか？これは：82.1 年。人々
はスウェーデンで住んでいるところ？ここ：ほとんどのスウェーデン
は気候が緩やかでヨーロッパ本土との接続性が良い南部に住
んでいます。人口クラスターは東部のバルト海沿岸にあり、北
部の内陸部は希少な人口。 スウェーデンの大都市圏は、ス
トックホルム（資本金）1.486百万人（2015年）です。

政府と経済のスウェーデン
スウェーデンの首都はストックホルムであり、政府のタイプは

議会憲法君主です。行政部門 - 21郡（ラン、単数、複数
形）。スウェーデン、ストックホルム、ストックホルム、ウプサラ、



ヴェルムランド、バスターボッテン、バスタートン、ヴェストマンラン
ド、ヴァストマンゴルトランド、を見てみましょう。 スウェーデンの
経済に関して、重要な工業製品は鉄と鋼、精密機器（ベアリ
ング、ラジオ、電話部品、軍備）、木材パルプや紙製品、加工
食品、自動車です。重要な農産物は大麦、小麦、テンサイ、
肉、牛乳です。最も重要な輸出商品はであり、最も重要な
輸出相手はドイツ10.6％、米国7.3％、デンマーク7％、フィン
ランド6.8％、英国6％、オランダ（30％）、機械35％、自動
車、紙製品、パルプ・木材、鉄鋼製品、5.4％、ベルギー
4.7％、フランス4.4％（2016年）です。最も重要な輸入商品は
機械、石油および石油製品、化学品、自動車、鉄鋼、食料
品、衣料品であり、最も重要な輸入相手は、ドイツ18.8％、
オランダ8.2％、ノルウェー7.8％、デンマーク7.6％、中国
5.6％、英国5.2％、ベルギー4.6％、フィンランド4.5％、フラン
ス4.1％（2016年）です。どのくらい金持ちで、この国の人口は
どれくらい豊富ですか？ここで最も重要な数字は1人当たり
GDP（PPP）です：$51,300 (2017 推定)。 これは、人々がここ
で平均的に富んでいることを意味します。これは、1人あたりの
国内総生産（Gross Domestic Product）を意味し、現地の財
やサービスの相対コストに関して再計算されることを意味しま
す。もう一つの重要な数字 - 貧困線以下の人口：15% (2014
推定)。

スウェーデンの地図
 





我々は強くお勧めします

トップアドベンチャーゲーム：アリスと魔女のための改革

MapsGuides.com：あなたの旅行のための自由なガイド

スイス

インデックス：大陸と国, 世界の地図
ここでは、スイスの地理、住民、政府、経済および歴史に

関するオンラインで選択された情報を見つけることができます。
選択された統計、全体図、スイス - の詳細マップが含まれてい

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


ますが、ここでスイスの国旗から始めましょう：
 

スイス - 概要：
スイスについて知っておくべきことは何ですか？これから始め

ましょう：スイス連邦は1291年に3つの州間の防衛同盟として
設立されました。その後、他の地域が元の3つに加わりました。
スイス連邦は1499年に神聖ローマ帝国からの独立を確保しま
した。1874年に改正された1848年の憲法は、連邦を中央連
邦政府に置き換えました。スイスの主権と中立は、長年にわ
たり欧州の大国に敬意を払い、国は2つの世界大戦のいずれ
にも関与していませんでした。過去半世紀にわたるヨーロッパ
の政治・経済統合や多くの国連や国際機関でのスイスの役
割は、スイスの近隣諸国との関係を強化してきました。しか
し、2002年までに正式に国連加盟国にはならなかった。

スイスの地理

地球上のどこにスイスがありますか？
この国の所在地は中部ヨーロッパ、フランス東部、イタリア北部

です。 スイスの総面積は41,277 km2であり、そのうち39,997



km2は土地である。 だから、これは大きな国ではない。国の地
形はどうやって説明できますか？このように：主に山岳地帯
（南アルプス、北西にあるジュラ）、丘陵地帯、平野、大型湖
の中央平坦地帯。 スイスの最下点はマッジョーレ湖195 m、最
も高い点Dufourspitze 4,634 mです。気候は、温暖ですが高
度によって異なります。寒い、曇り、雨/雪の多い冬。暖かく、
曇りが多く、曇りの多い湿度の高い夏、です。

スイスの住人
スイスで住んでいる人の数を見てみましょう。番号は

8,236,303 (7/2017 推定)です。 だから、これはあまり大きな人
口ではありません。ここに住んでいる人は？ ドイツ語65％、フ
ランス語18％、イタリア語10％、ロマンシュ1％、その他6％。 ス
イスの言語は何ですか？ フランス語（公用語）22.7％、イタリア
語（公用語）8.1％、英語4.9％、ポルトガル語3.7％、アルバニ
ア語3％、セルボクロアチア語2.4％、スペイン語2.2％、ロマン
シュ語公式）0.5％、その他7.1％。そして宗教：ローマカトリック
37.3パーセント、プロテスタント24.9パーセント、他のキリスト教
5.8％、イスラム教5.1％、その他1.4％、ユダヤ教0.2％、なし
23.9％、未指定の1.3％（2015 EST。）。人々は平均して何
歳ですか？ 42.4 年。この数字は中央値であると付け加えな
ければなりません。つまり、半分の人がこれより年上で、半分が
若いです。そして、彼らの平均余命（出生時）は何ですか？こ
れは：82.6 年。人々はスイスで住んでいるところ？ここ：人口分
布は、北西部地域の人口密度がはるかに高くなった高さに対
応しています。。 スイスの大都市圏は、チューリッヒ南部の上
限アルプスは124万6000人、ベルン（首都）358,000（2015年）
です。



政府と経済のスイス
スイスの首都はベルンであり、政府のタイプは連邦共和国

（正式に連合軍）です。行政部門 - 26カントン（cantons、フラ
ンス語の独特州 - イタリアのcantoni、singular - cantone、ドイツ
語のKantone、singular-Kanton）ベルギー、ベルン、ベルン/ベル
ン、フリブール/フライブルク、ジュネーブ、グラールス、グラウビュン
デン/グリッジョーニ/グリッシュンン、ジュラ、ルツェルン、ヌーシャテ
ル、ニドヴァルデン、オブヴァルデン、ザンクトガレン、シャフハウゼ
ン、シュヴィーズのアガルー、アッペンツェル・アウシュローデン、ア
ゼルセル・インナーローデン、バーゼル・シュタット、を見てみま
しょう。 スイスの経済に関して、重要な工業製品は機械、化
学品、腕時計、繊維、精密機器、観光、銀行、保険、医薬
品です。重要な農産物は穀物、スロバウ、トゥルガウ、ティチー
ノ、ウリ、バレー/ワリス、ヴォー、ツーグ、果物、野菜; 乳製品で
す。最も重要な輸出商品はであり、最も重要な輸出相手は
ドイツ14.4％、米国12.1％、英国10.7％、中国9％、香港
6.1％、フランス5.8％、イタリア4.9％、インド4.8％（2016）で
す。最も重要な輸入商品は機械、化学品、金属、腕時計、
農産物、金属; 農産品、繊維製品であり、最も重要な輸入
相手はドイツ19.4％、米国9％、イタリア7.4％、英国7.1％、
UAE 6.2％、フランス6.1％、中国4.7％（2016年）です。どのく
らい金持ちで、この国の人口はどれくらい豊富ですか？ここで
最も重要な数字は1人当たりGDP（PPP）です：$61,400
(2017 推定)。 これは、人々がここで平均的に富んでいることを
意味します。これは、1人あたりの国内総生産（Gross
Domestic Product）を意味し、現地の財やサービスの相対コス
トに関して再計算されることを意味します。もう一つの重要な
数字 - 貧困線以下の人口：6.6% (2014 推定)。



スイスの地図
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シリア

インデックス：大陸と国, 世界の地図
ここでは、シリアの地理、住民、政府、経済および歴史に

関するオンラインで選択された情報を見つけることができます。
選択された統計、全体図、シリア - の詳細マップが含まれてい
ますが、ここでシリアの国旗から始めましょう：
 

シリア - 概要：
シリアについて知っておくべきことは何ですか？これから始め

ましょう：第一次世界大戦後、フランスは旧オスマン帝国領シ
リアの北部で任務を取得した。フランスは1946年に独立を宣
言するまでシリアとして領土を管理しました。新しい国は政治
的安定性に欠け、一連の軍事クーデターを経験しました。シリ
アは1958年2月にエジプトと合流してアラブ共和国を形成し
た。1961年9月、2つの組織が分離し、シリアのアラブ共和国が

http://mapsguides.com/


再建された。1967年のアラブ - イスラエル戦争では、シリアはゴ
ラン高原地域をイスラエルに奪われた。1990年代、シリアとイス
ラエルは時折失敗したにもかかわらず、その復帰に関する平和
協議を行った。1970年11月、社会主義バース党のメンバーで
少数民族アラウィ派の一員であったハフィズ・アル・アサド（Hafiz
al-ASAD）は無血球クーデターで権力を奪い、政治的安定を
国にもたらした。ハシズ・アル=アサド大統領の死後、彼の息
子、バシャール・アル= ASADは、2000年7月に国民投票で大
統領として承認された。1976年以来、レバノン駐留のシリア軍
は、2005年4月に撤回された。シリアは、2006年7 - 8月のイス
ラエルとヒズボラの衝突を警告したが、同盟国のヒズボラのため
に直接介入しなかった。2007年5月、大統領としてのBashar
al-ASADの第2期が、一般的な国民投票によって承認され
た。この地域の他の地域で起きた主要な蜂起の影響を受け、
追加の社会的および経済的要因が加わり、2011年3月に南
部のDar'a州で最初に勃発した抗議行動は、制限的緊急法
の廃止電荷、政党の合法化、腐敗した地方公務員の撤去
などが含まれる。デモと激しい不安は、抗議の規模と強さが変
動するシリアで広がっています。政府は、緊急法の廃止、新し
い政党を許可する新しい法律、地方と国家の選挙の自由化
を含む譲歩と軍事力と拘留を含む紛争の混乱に対応した。
政府の不安や野党の野党活動を抑止しようとする政府の努
力は、政府軍、同盟国、異議申立人の間の激しい衝突を招
いた。アラブ連盟、EU、トルコ、米国が政権とそれを支持する
主体に対して経済制裁を拡大したことで、ASAD体制への国
際的圧力は2011年後半に強まった。2012年12月、シリア国
家連合（Syrian National Coalition）シリア人の唯一の正式代
表として130カ国以上で評価されました。2015年9月、ロシア



はASAD体制に代わって軍事介入を開始し、2016年12月に
はアレッポ市を取り戻し、紛争を政権に有利にシフトさせた。
2014年以来、国連が主催するジュネーブ会議における政府と
野党代表団の政治交渉は、紛争の解決策を生み出すことが
できなかった。ロシア、イラン、そしてトルコは、2017年初頭か
ら、アスタナでシリアの暴力を減らすための脱エスカレーション
ゾーンを設立する交渉を行っており、ロシアもソチで政治交渉
を開始している。シリアでは不安が続いており、2016年4月の
国連の推定によると、シリア政府軍、野党軍、民間人の死者
数は40万人を超えていた。

シリアの地理

地球上のどこにシリアがありますか？こ
の国の所在地は中東、地中海に接する、レバノンとトルコの間

です。 シリアの総面積は185,180 km2であり、そのうち183,630
km2は土地である。 だから、これは大きな国ではない。国の地
形はどうやって説明できますか？このように：主に半乾燥砂漠
と砂漠の高原で雪や夕暮れの寒い時期があります。狭い海岸
平野; 西の山。 シリアの最下点はティベリア湖の近くの無名の
場所-208 m、最も高い点マウント・ヘルモン（ジャバル・ア・シェ
イク）2,814 mです。気候は大部分は砂漠。暑く乾燥した晴れ
た夏（6月〜8月）と、穏やかな雨の冬（12月〜2月）沿岸沿
い。ダマスカスではです。



シリアの住人
シリアで住んでいる人の数を見てみましょう。番号は

18,028,549 (7/2017 推定)です。 だから、これはあまり大きな
人口ではありません。ここに住んでいる人は？ アラブ人
90.3％、クルド人、アルメニア人、その他9.7％の。 シリアの言
語は何ですか？ アラブ人、クルド人、アルメニア人、。そして宗
教：アラビア語、チェコ語、フランス語、英語イスラム教徒87％
（正式名：Sunni 74％、Alawi、Ismaili、Shia 13％）、Christian
10％（正教会、Uniate、Nestorian含む）、Druze 3％、Jewishダ
マスカス、アレッポ）。人々は平均して何歳ですか？ 24.3 年。
この数字は中央値であると付け加えなければなりません。つま
り、半分の人がこれより年上で、半分が若いです。そして、彼
らの平均余命（出生時）は何ですか？これは：75.1 年。人々
はシリアで住んでいるところ？ここ：地中海沿岸に沿って人口
密度が著しい。ダマスカス、アレッポ（大都市最大の都市）、ヒ
ムス（ホムス）の主要都市ではより大きな濃度が見られます。
人口の半分以上が沿岸平原、ハラブ州、ユーフラテス川流域
の。 シリアの大都市圏は、アレッポに住んでいます。ダマスカス
（資本金）252.6万。ヒムス（ホムス）1664万。ハマは129万3千
万 ラタキア781,000（2015年）です。

政府と経済のシリア
シリアの首都はダマスカスであり、政府のタイプは大統領共

和国; 高度に権威主義的な体制です。行政部門 - 14の州
（muhafazat、単数 - ムハファザ）; Al Hasakah、Al
Ladhiqiyah（ラタキア）、Al Qunaytirah、Ar Raqqah、Suwayda
'、Dar'a、Dayr az Zawr、Dimashq（ダマスカス）、Halab、
Hamah、Hims（Homs）、Idlib、Rif Dimashq（Damascus



Countryside）を見てみましょう。 シリアの経済に関して、重要
な工業製品は、繊維、食品加工、飲料、たばこ、リン酸塩鉱
業、セメント、油分の粉砕、自動車組立です。重要な農産
物は牛肉、羊肉、卵、家禽、乳製品です。最も重要な輸出
商品はであり、最も重要な輸出相手はレバノン34.6％、ヨルダ
ン11.6％、中国9.4％、トルコ8.2％、イラク7.7％、チュニジア
4.9％（2016年）、穀物、穀類、 ）です。最も重要な輸入商
品は機械・輸送機器、電力機器、食品や家畜、金属および
金属製品、化学物質と化学品、プラスチック、糸、パプであ
り、最も重要な輸入相手はロシア22％、トルコ20％、中国
11.3％（2016年）です。どのくらい金持ちで、この国の人口はど
れくらい豊富ですか？ここで最も重要な数字は1人当たり
GDP（PPP）です：$2,900 (2015 推定)。 これは非常に低い数
値です。これは、1人あたりの国内総生産（Gross Domestic
Product）を意味し、現地の財やサービスの相対コストに関して
再計算されることを意味します。もう一つの重要な数字 - 貧
困線以下の人口：82.5% (2014 推定)。

シリアの地図
 



我々は強くお勧めします



トップアドベンチャーゲーム：アリスと魔女のための改革

MapsGuides.com：あなたの旅行のための自由なガイド

台湾

インデックス：大陸と国, 世界の地図
ここでは、台湾の地理、住民、政府、経済および歴史に

関するオンラインで選択された情報を見つけることができます。
選択された統計、全体図、台湾 - の詳細マップが含まれてい
ますが、ここで台湾の国旗から始めましょう：
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


台湾 - 概要：
台湾について知っておくべきことは何ですか？これから始め

ましょう：最初にオーストロネシア人が住んでいた台湾は、明代
後期（17世紀）から漢族移住者の家になった。1895年に軍事
的敗北により、中国の清朝は台湾を日本に譲り渡し、台湾
はその後50年間統治した。台湾は第二次世界大戦後、中
国国家主義（国民党、KMT）の統制下に入った。1949年の
中国内戦で共産主義の勝利を得て、国家主導の中華民国
政府と200万人のナショナリストが台湾に逃亡し、1947年の憲
法に基づいて中国と台湾の正当な政府であると主張し続けた
中国の しかし、1987年まで、ナショナリストは1948年までの内
戦戒告の下で台湾を支配した。1970年代から、ナショナリスト
の当局は徐々に地元住民を地方レベルを超えた統治構造に
組み入れ始めた。民主化プロセスは1980年代に急速に拡大
し、1986年の台湾初の野党（民主党プログレッシブ・パー
ティー、DPP）の設立と翌年の戒厳令の解除につながった。台
湾は2000年の大統領選挙で、KMTの損失を伴う初めての平
和的な権力移譲をDPPに施行し、その後2つの追加の民主
的な経験をした2008年と2016年の電力移転。この期間中、
島は繁栄し、東アジアの経済的な "タイガース" 2000年以降
は、海峡間の関係が成熟したため、中国本土への主要投資
家となった。支配的な政治問題は、引き続き台湾と中国の間
の敏感な関係の管理だけでなく、経済改革と成長である。

台湾の地理



地球上のどこに台湾がありますか？
この国の所在地は東アジア、フィリピン海、フィリピン海、南シナ
海、フィリピン北部、中国南東沿岸に隣接する島です。 台湾

の総面積は35,980 km2であり、そのうち32,260 km2は土地で
ある。 だから、これは大きな国ではない。国の地形はどうやって
説明できますか？このように：3分の2はほとんど険しい山です。
穏やかな平野から西へ。 台湾の最下点は南シナ海0m、最も
高い点豫山3,952mです。気候は、マリン; 南西モンスーン時の
雨季（6月〜8月）。永続的で広範な曇り、東半球のです。

台湾の住人
台湾で住んでいる人の数を見てみましょう。番号は

23,508,428 (7/2017 推定)です。 とてもたくさんの人がここに住
んでいます。ここに住んでいる人は？ 台湾の人口の約70％を
占めるホクロ、中国本土をはじめとするその他のグループを含む
95％以上の漢族中国語、2.3％のマレーシア・ポーランド語の
先住民族。 台湾の言語は何ですか？ （公用語）、台湾語
（民族）、客家の方言。そして宗教：仏教徒35.3％、道教徒
33.2％、キリスト教徒3.9％、道教徒または儒教民俗宗教者
約10％、不特定18.2％（2005年推定）。人々は平均して何
歳ですか？ 40.7 年。この数字は中央値であると付け加えな
ければなりません。つまり、半分の人がこれより年上で、半分が
若いです。そして、彼らの平均余命（出生時）は何ですか？こ



れは：80.2 年。人々は台湾で住んでいるところ？ここ：分布は
周辺沿岸域の和解パターンを示し、。 台湾の大都市圏は、
台北（首都）の北西岸最大の人口266万人。高雄市は155.2
万人。台中は1.225百万人。台南815,000（2015年）です。

政府と経済の台湾
台湾の首都は台北であり、政府のタイプは準大統領共和

国です。行政部門 - は、台湾の本島と中国の福建省の海岸
近くの小さな島々が含まれています。台湾は、行政院を見て
みましょう。 台湾の経済に関して、重要な工業製品はエレク
トロニクス、通信、情報技術製品、石油精製、化学、繊維、
鉄鋼、機械、セメント、食品加工、自動車、消費者製品、
医薬品です。重要な農産物は米、野菜、果物、お茶、花; ブ
タ、家禽; 魚です。最も重要な輸出商品はであり、最も重要
な輸出相手はこれは不明ですです。最も重要な輸入商品は
石油、石油、半導体、天然ガス、石炭、鉄鋼、コンピュータ、
無線通信機器、自動車、ファインケミカル、自動車、自動車
部品、船舶、無線通信機器、フラットディスプレイディスプレ
イ、テキスタイルであり、最も重要な輸入相手はこれは不明で
すです。どのくらい金持ちで、この国の人口はどれくらい豊富で
すか？ここで最も重要な数字は1人当たりGDP（PPP）です：
$49,800 (2017 推定)。 これは、人々がここで平均的に富んで
いることを意味します。これは、1人あたりの国内総生産
（Gross Domestic Product）を意味し、現地の財やサービスの
相対コストに関して再計算されることを意味します。もう一つの
重要な数字 - 貧困線以下の人口：1.5% (2012 推定)。

台湾の地図
 



我々は強くお勧めします



トップアドベンチャーゲーム：アリスと魔女のための改革

MapsGuides.com：あなたの旅行のための自由なガイド

タジキスタン

インデックス：大陸と国, 世界の地図
ここでは、タジキスタンの地理、住民、政府、経済および歴

史に関するオンラインで選択された情報を見つけることができま
す。選択された統計、全体図、タジキスタン - の詳細マップが
含まれていますが、ここでタジキスタンの国旗から始めましょう：
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


タジキスタン - 概要：
タジキスタンについて知っておくべきことは何ですか？これか

ら始めましょう：タジク族は1860年代と1870年代にロシア統治
下に置かれたが、1917年の革命以来、ロシアの中央アジア保
有は弱体化した。ボルシェビキ自治区の統制されたゲリラは、
完全には再建されなかった。タジキスタンは1924年にウズベキ
スタン内で自治共和国として創設されましたが、ソ連は1929
年にタジキスタンを別の共和国に指定し、現在のスド州の多く
を移譲しました。タジキスタンでは、ウズベキスタン人は実質的
に少数民族であり、ウズベキスタン人ではタジク族もさらに少数
民族である。タジキスタンはソ連の解体に伴い1991年に独立
し、1992年から1997年にかけて地域派閥間の内戦を経験し
た。タジキスタンは2010年からいくつかの国内治安事件に耐え
たが、ラシュト渓谷の政府軍と地元の強盗との間の武力紛争
や、政府とゴルノ・バダフシャン自治州の犯罪グループとの間の
武力紛争を含む。2015年9月、政府の治安部隊は、国防総
省の元高官が率いる攻撃を拒否した。内戦時に発動したエ
モマリ・ラフモン大統領は、タジキスタンの主要野党政党を禁
止するためにこの攻撃を利用した。2016年5月、ラフモンは、
国民投票で批准された憲法改正により、無制限の免責と生
涯にわたる免責で「国家のリーダー」に指定されることで、彼の
立場をさらに強化しました。国民投票では、大統領就任に最
低限必要な年齢を35歳から30歳に下げた。これはラフモンの
息子のルスタム・エモマリを2020年に大統領に就任させる資格
を与えた。国は旧ソ連圏で最も貧しいままです。タジキスタン
は2013年3月にWTOの加盟国になったが、ロシアで働くタジク



からの送金依存、蔓延している汚職、近隣のアフガニスタンか
らのアヘン貿易貿易など、主要な課題に直面している。

タジキスタンの地理

地球上のどこにタジキスタンがありま
すか？この国の所在地は中央アジア、中国西部、キルギスタ

ン南部です。 タジキスタンの総面積は144,100 km2であり、そ

のうち141,510 km2は土地である。 だから、これは大きな国で
はない。国の地形はどうやって説明できますか？このように：北
のTrans-Alay Rangeと南東のPamirsが支配するパミール山地の
山岳地帯では、半乾燥地帯に分布していた。ノースウエスタン
フェルガナ盆地、南西にKofarnihonとヴァクシュ渓谷。 タジキス
タンの最下点はシルダリア（シルダリヤ）300メートル、最も高い
点Qullai Ismoiliソモニ7495メートルです。気候は中緯度大
陸、暑い夏、穏やかな冬。です。

タジキスタンの住人
タジキスタンで住んでいる人の数を見てみましょう。番号は

8,468,555 (7/2017 推定)です。 だから、これはあまり大きな人
口ではありません。ここに住んでいる人は？ タジク84.3パーセン
ト、ウズベク13.8％が、他の2％（2010 EST。）（キルギス、ロシ
ア語、トルクメン語、タタール語、アラブ含ん）（LAKAI、
Kongrat、Katagan、Barlos、Yuzが含まれる）。 タジキスタンの



言語は何ですか？ タジク（公式を）、ロシア政府とビジネスで
広く使用されている。そして宗教：スンニ派イスラム教徒85％、
シーア派ムスリム5％、その他10％（2003年推定）。人々は平
均して何歳ですか？ 24.5 年。この数字は中央値であると付
け加えなければなりません。つまり、半分の人がこれより年上
で、半分が若いです。そして、彼らの平均余命（出生時）は何
ですか？これは：68.1 年。人々はタジキスタンで住んでいるとこ
ろ？ここ：国の人口は低地に集中している谷に住む人々の
90％。東部から西部にかけて全体の密度が増加している。。
タジキスタンの大都市圏は、ドゥシャンベ（首都）822,000（2015
年）です。

政府と経済のタジキスタン
タジキスタンの首都はドシャンベであり、政府のタイプは大

統領共和国です。行政部門 - 2つの州（viloyatho、単数 -
viloyat）、1つの自治州（viloyati mukhtor）、1つの首都圏
（viloyati poytakht）、1つの地域は、共和国政府の管轄下にあ
る。ドゥシャンベ、Khatlon（クルガン・テッパ）、Kuhistoni
Badakhshon [ゴルノ・バダフシャン]（ホログ）、Nohiyahoi Tobei
Jumhuri、ソグド（ホジェンド）を見てみましょう。 タジキスタンの経
済に関して、重要な工業製品はアルミ、セメント、植物油で
す。重要な農産物は綿、穀物、果物、ぶどう、野菜。ウシ、ヒ
ツジ、ヤギのです。最も重要な輸出商品はアルミニウム、電
気、綿、果物、植物油、繊維であり、最も重要な輸出相手
はトルコ27.8パーセント、ロシア15.6％、中国14.7％、スイス
9.8％、イラン6.5％、アルジェリア6.5％、イタリア5.8％（2016
年）です。最も重要な輸入商品は石油製品、アルミニウム酸
化物、機械設備、食品であり、最も重要な輸入相手はロシ
ア31.2％、中国13.9％、カザフスタン12.8％、ウズベキスタン



5.2％、イラン5.1％（2016年）です。どのくらい金持ちで、この
国の人口はどれくらい豊富ですか？ここで最も重要な数字は1
人当たりGDP（PPP）です：$3,100 (2017 推定)。 これは非常
に低い数値です。これは、1人あたりの国内総生産（Gross
Domestic Product）を意味し、現地の財やサービスの相対コス
トに関して再計算されることを意味します。もう一つの重要な
数字 - 貧困線以下の人口：31.5% (2016 推定)。

タジキスタンの地図
 

我々は強くお勧めします



トップアドベンチャーゲーム：アリスと魔女のための改革

MapsGuides.com：あなたの旅行のための自由なガイド

タンザニア

インデックス：大陸と国, 世界の地図
ここでは、タンザニアの地理、住民、政府、経済および歴

史に関するオンラインで選択された情報を見つけることができま
す。選択された統計、全体図、タンザニア - の詳細マップが含
まれていますが、ここでタンザニアの国旗から始めましょう：
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


タンザニア - 概要：
タンザニアについて知っておくべきことは何ですか？これから

始めましょう：まもなく1960年代初頭にイギリスから独立を達成
した後は、タンガニーカとザンジバルは合併し1964年にタンザニ
ア連合共和国が設立されました。一党制は1995年に終結
し、1970年代以来初めての民主的選挙が行われました。ザン
ジバルの半自治的地位と人気のある野党は、国際的なオブ
ザーバーの投票違反の主張にもかかわらず与党が勝利した
1995年以来、4回の激しい選挙を招いた。

タンザニアの地理

地球上のどこにタンザニアがあります
か？この国の所在地はインド洋に接する東アフリカ、ケニアとモ

ザンビークの間です。 タンザニアの総面積は947,300 km2であ

り、そのうち885,800 km2は土地である。 これはかなり大きな国
です。国の地形はどうやって説明できますか？このように：沿い
の高原平原では、海岸沿いの熱帯から温帯まで様々です。
中央高原; 北部の高地、南。 タンザニアの最下点はインド洋
0メートル、最も高い点キリマンジャロ5895メートル（アフリカで最
高点）です。気候は沿岸です。



タンザニアの住人
タンザニアで住んでいる人の数を見てみましょう。番号は

53,950,935です。 とてもたくさんの人がここに住んでいます。こ
こに住んでいる人は？ 本土 - アフリカ99％（そのうち95％がバ
ント族130以上の部族で構成される）、その他1％（アジア、
ヨーロッパ、アラブ）。ザンジバル - アラブ、アフリカ、アラブとアフリ
カの混合。 タンザニアの言語は何ですか？ （ザンジバルのスワ
ヒリ名）、英語（公用語、商業、行政、高等教育の主要言
語）、アラビア語（ザンジバル語で広く話されている）、多くの現
地の言語の。そして宗教：キリスト教徒61.4％、イスラム教徒
35.2％、キワフリ族またはスワヒリ語、民俗宗教1.8％、その他
0.2％、無関係1.4％。人々は平均して何歳ですか？ 17.7
年。この数字は中央値であると付け加えなければなりません。
つまり、半分の人がこれより年上で、半分が若いです。そして、
彼らの平均余命（出生時）は何ですか？これは：62.6 年。
人々はタンザニアで住んでいるところ？ここ：で最も人口の多い
東アフリカの国。人口分布は極端に不均等であるが、国の北
半分および東海岸の。 タンザニアの大都市圏は、DAR ES
Salaam（資本金）は5.116百万人で、より多くの人口集団が発
生する。ムワンザ838,000（2015年）です。

政府と経済のタンザニア
タンザニアの首都はドドマ（立法府）、ダルエスサラーム（行

政首都）。注 - ドドマは1996年に首都に指定され、国会の会
合場所となった。ダルエスサラームは、事実上の首都であり、
同国最大の都市・商業地帯であり、執行支店の所在地と外
交的代表地でもあります。政府は2020であり、政府のタイプは
大統領共和国です。行政部門 - 30領域; Kushima



Unguja（North Zanzibar）、Katavi、Kigoma、Kilimanjaro、
Kusini Pemba（Pemba South）、Kusini Unguja（Zanzibar
Central / South）、アルーシャ、ダルエスサラーム、ドドマ、ゲイ
タ、イリンガ、ケガラ、Kaskazini Pembaを見てみましょう。 タンザ
ニアの経済に関して、重要な工業製品は農業処理（砂糖、
ビール、たばこ、サイザルツイン）; 鉱業（ダイヤモンド、金、
鉄）、塩、ソーダ灰; 綿、スイス15.1％、インド13.8％、南アフリ
カ12.4％、中国7％、ケニア6.2％です。重要な農産物はカ
シューナッツ、タバコ、トウガラシ、トウモロコシ、コムギ、キャッサ
バ（マニアック、タピオカ）、バナナ、果物、野菜; 牛、羊、山羊
のです。最も重要な輸出商品は金、コーヒー、カシューナッツ、
製造業、肥料、セメント、石油精製、靴、アパレル、であり、
最も重要な輸出相手は、コンゴ民主共和国5.7％、ベルギー
5.6％（2016年）です。最も重要な輸入商品は消費財、機
械・輸送機器、工業原料、原油であり、最も重要な輸入相
手は20.7％、インド18.1％、UAE 7.5％、南アフリカ6％、日本
4.7％ 2016）です。どのくらい金持ちで、この国の人口はどれく
らい豊富ですか？ここで最も重要な数字は1人当たり
GDP（PPP）です：$3,300 (2017 推定)。 これは非常に低い数
値です。これは、1人あたりの国内総生産（Gross Domestic
Product）を意味し、現地の財やサービスの相対コストに関して
再計算されることを意味します。もう一つの重要な数字 - 貧
困線以下の人口：22.8% (2015 推定)。

タンザニアの地図
 



我々は強くお勧めします



トップアドベンチャーゲーム：アリスと魔女のための改革

MapsGuides.com：あなたの旅行のための自由なガイド

タイ王国

インデックス：大陸と国, 世界の地図
ここでは、タイ王国の地理、住民、政府、経済および歴史

に関するオンラインで選択された情報を見つけることができま
す。選択された統計、全体図、タイ王国 - の詳細マップが含
まれていますが、ここでタイ王国の国旗から始めましょう：
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


タイ王国 - 概要：
タイ王国について知っておくべきことは何ですか？これから

始めましょう：統一されたタイの王国が14世紀半ばに設立され
ました。1939年までSiamとして知られていたタイは、ヨーロッパの
権力によって植民地化されたことのない唯一の東南アジアの
国です。1932年の無血革命は、憲法君主制の確立につな
がった。第二次世界大戦中の日本との同盟において、タイは
1954年に韓国に軍隊を送り、その後ベトナムで米国と戦って、
米国条約仲間となった。2005年以来、タイは、タクシンチナ
ワット首相を追い払った2008年、2009年、2010年の政治派
閥による大規模なストリート抗議に続いて、2006年の軍事
クーデターを含むいくつかの政治的混乱を経験した。タクシンの
最年少姉妹であるYinglak Chinnawat 2011年にプエアタイ党は
選挙で勝利し、政府の支配権を獲得した。タクシンに対する
すべての有罪判決を含む、すべての政治犯罪を含む最後の
時に変更された、ストリート抗議に関わる個人のための毛布の
恩赦法案。2013年11月にバンコクで大規模な反政府抗議の
数ヶ月を引き起こした。 Yinglakは憲法裁判所から撤退され、
2014年5月下旬、王立タイ軍隊のPrayut Chan-ochaが率いる
王立タイ軍が、世話役の政府に対してクーデターを上演した。
暫定軍事政権は、改革を促進し、2016年8月に国民投票で
通過した新しい憲法草案を作成するためにいくつかの暫定機
関を創設した。選挙は2018年後半に予定されている。
Phumiphon Adunyadet王は70年後に王位に就いて2016年10
月に亡くなりました。彼の唯一の息子、Wachiralongkon



Bodinthrathepphayawarangkunは、2016年12月に王位に昇格
した。彼は2017年4月に新憲法に署名した。タイはまた、南
部のマレー・イスラム大半の州の民族主義的反乱に関連した
暴力を経験している。2004年1月以来、数千人が武装勢力
で殺され負傷した。

タイ王国の地理

地球上のどこにタイ王国があります
か？この国の所在地は東南アジア、アンダマン海とタイ湾岸、
ビルマの南東に接するです。 タイ王国の総面積は513,120
km2であり、そのうち510,890 km2は土地である。 これはかなり
大きな国です。国の地形はどうやって説明できますか？このよ
うに：中央平野。東にあるコラート高原。その他の山地。 タイ
王国の最下点はタイ湾岸0 m、最も高い点Doi Inthanonで
す。気候は、雨、暖かい、曇りの南西モンスーン（5月中旬〜9
月）; 乾燥した涼しい北東モンスーン（11月から3月中旬）; 南
方の狭窄は常に暑くて湿ったです。

タイ王国の住人
タイ王国で住んでいる人の数を見てみましょう。番号は

68,414,135です。 とてもたくさんの人がここに住んでいます。こ
こに住んでいる人は？ 人が集中している。。 タイ王国の言語
は何ですか？ 、他の8％。そして宗教：の仏教の94.6パーセン
ト、イスラム教徒4.3％、クリスチャン・1％、その他。人々は平



均して何歳ですか？ 37.7 年。この数字は中央値であると付
け加えなければなりません。つまり、半分の人がこれより年上
で、半分が若いです。そして、彼らの平均余命（出生時）は何
ですか？これは：74.9 年。人々はタイ王国で住んでいるとこ
ろ？ここ：、最も高い人口密度はで、バンコクの周りに発見さ
れました。特にバンコクの北と北東、バンコクの。 タイ王国の大
都市圏は、首都バンコク（首都）の極端な南部地域を襲って
いる。Samut Prakan 1814万人（2015年）です。

政府と経済のタイ王国
タイ王国の首都はバンコクであり、政府のタイプは憲法君

主制; ノート- 2014年5月以来の暫定軍事政権傘下です。行
政部門 - 76の州（昌と単数、複数）と1つの自治体（マハナコ
ン）。チェンマイ、チェンライ、チョンライ、チュンポン、カラシン、カ
ンペンフェット、カンチャナブリ、コンケン、クラビ、クルンテープン
（バンコク）、アムトラックチャーエン、アンントゥーン、ブンカン、ブ
リーラムン、チャイナンサオ、チャイナット、ナコン・サマン、ナコン・
サワン、ナコーン・サイ・タマラット、ナン、ナラティワート、ノン・ブ
ア・ランプー、ノン・カイ、ノンタブリー、ノン・カイ、ナン・カイ、
Phatanung、Phitsanulok、Phra Nakhon Si Ayutthaya、Phrae、
プーケット、Prachin Buri、Prachuap Khiri Khan、Ranong、
Ratchaburi、Rayong、Roi Et、Sa Kaeo、Sakon Nakhon、
Samut Prakan、Samut Sakhon、Samut Songkhram、Saraburi、
Satun、Sing Buri、Si Sa Ket、Songkhla、を見てみましょう。 タ
イ王国の経済に関して、重要な工業製品はセメント、ジュエ
リーや電化製品などの軽工業、コンピュータおよび部品、集積
回路、家具、プラスチック、自動車および自動車部品、農業
機械、空調および冷蔵庫、セラミックス、アルミ、化学、環境
管理、ガラス、花崗岩および大理石、革、機械および金属加



工、石油化学、石油精製、医薬品、印刷、パルプおよび紙、
ゴム、砂糖、米、釣り、キャッサバ、世界第2位のタングステン
生産者3番目に大きい錫はです。重要な農産物は米、キャッ
サバ（キャッサバ、タピオカ）、ゴム、トウモロコシ、サトウキビ、ココ
ナッツ、パーム油、パイナップル、家畜、魚製品です。最も重要
な輸出商品は冶金、冶金、機械および部品、鉄鋼、鉱物、
鉱物、鉱物、鉱物、鉱物、鉱物、石油製品鉄鋼およびその
製品であり、最も重要な輸出相手は11.4％、中国11.1％、
日本9.6％、香港5.3％、オーストラリア4.8％、マレーシア
4.5％、ベトナム4.4％（2016）です。最も重要な輸入商品は
機械および部品、原油、電気機械および部品、化学品、鉄
大豆、大豆、大豆、綿、乳製品であり、最も重要な輸入相
手は中国21.6％、日本15.8％、米国6.2％、中国、台湾、マ
レーシア5.6％（2016年）です。どのくらい金持ちで、この国の人
口はどれくらい豊富ですか？ここで最も重要な数字は1人当た
りGDP（PPP）です：$17,800 (2017 推定)。 これはかなり良い
です。これは、1人あたりの国内総生産（Gross Domestic
Product）を意味し、現地の財やサービスの相対コストに関して
再計算されることを意味します。もう一つの重要な数字 - 貧
困線以下の人口：7.2% (2015 推定)。

タイ王国の地図
 





我々は強くお勧めします

トップアドベンチャーゲーム：アリスと魔女のための改革

MapsGuides.com：あなたの旅行のための自由なガイド

東ティモール

インデックス：大陸と国, 世界の地図
ここでは、東ティモールの地理、住民、政府、経済および

歴史に関するオンラインで選択された情報を見つけることがで
きます。選択された統計、全体図、東ティモール - の詳細マッ

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


プが含まれていますが、ここで東ティモールの国旗から始めま
しょう：
 

東ティモール - 概要：
東ティモールについて知っておくべきことは何ですか？これか

ら始めましょう：ポルトガル人は16世紀初めにティモール島と貿
易を開始し、20世紀半ばに植民地化しました。この地域のオ
ランダとの争いは、最終的にポルトガルが島の西部を譲渡した
1859年の条約をもたらした。帝国日本は1942年から1945年
までポルトガル・ティモールを占領したが、ポルトガルは第2次世
界大戦で日本が敗北した後、植民地権を再開した。東チ
モールは1975年11月28日にポルトガルから独立して宣言し、9
日後にインドネシア軍に侵攻され占領された。1976年7月、
東チモール（東ティモール）の州としてインドネシアに編入され
た。失敗した平和のキャンペーンは、今後20年間にわたって続
き、その間に推定10万~25万人が死亡した。1999年8月の国
連監督下で人気のある国民投票で、チモール・レステの人々
の圧倒的多数がインドネシアからの独立を支持した。しかし、
今後3週間で、インドネシア軍によって組織され、支援された
反民族のティモーゼ民兵は、大規模で猛烈な報復行為を開
始した。民兵は約1400人のティモーレを殺し、30万人が難民
として西チモールに避難させた。住宅、灌漑システム、給水シ
ステム、学校などの国のインフラのほとんど、そして全国の電力
網のほとんどが破壊されました。1999年9月20日、オーストラリ
ア主導の平和維持部隊が同国に展開し、暴力を終わらせま
した。2002年5月20日、東ティモールは独立国家として国際



的に認められました。2006年には、内国民の緊張が、軍事攻
撃が暴力につながり、法と秩序が破壊された時の安全を守り
ます。ディリの要請で、ティモール・レステにオーストラリアの国際
安定化軍（ISF）が配備され、国連安保理はティモール・レステ
（Unmit）に国連統合ミッションを設置した。ISFとUnmitは安定
性を回復し、2007年の大統領選挙と議会選挙をほぼ平和な
雰囲気で可能にした。2008年2月、反政府勢力グループは、
大統領と首相に対する不成功の攻撃を繰り広げた。首謀者
は攻撃で殺され、2008年4月に反乱軍の大半が降伏した。
攻撃以来、政府は独立後の安定の最長期間の1つを楽しん
でおり、

東ティモールの地理

地球上のどこに東ティモールがありま
すか？この国の所在地はインドネシア列島の東端のLesser
Sunda諸島のオーストラリア北東部の東南アジア、注 - ティモー
ル島の東西半分、ティモール島の北西部にあるオクシェイ
（Ambeno）地域、プーラウ・アタウロ島とプアウ・ハコ島の島々が

含まれていますです。 東ティモールの総面積は14,874 km2で

あり、そのうち14,874 km2は土地である。 だからこれはかなり小
さい国です。国の地形はどうやって説明できますか？このよう
に：山間部。 東ティモールの最下点はティモール海、サヴュー
海、バンダ海0 m、最も高い点Foho Tatamailau 2,963 mです。



気候は熱帯雨林; 熱い、湿った; 豪雨と乾燥した季節です。

東ティモールの住人
東ティモールで住んでいる人の数を見てみましょう。番号は

1,291,358 (7/2017 推定)です。 そう多くの人がここに住んでい
るわけではありません。ここに住んでいる人は？ （Tetun、
Mambai、Tokodede、Galoli、Kemak、Baikenoを含む）、メラネ
シア・パプアン（Bunak、Fataluku、Bakasaiを含む）、小さな中国
少数民族。 東ティモールの言語は何ですか？ Tetun Prasa
30.6％、Mambai 16.6％、Makasai 10.5％、Tetun Terik
6.1％、Baikenu 5.9％、Kemak 5.8％、Bunak 5.5％、
Tokodede 4％、Fataluku 3.5％、Waima'a 1.8％、Galoli
1.4％、Naueti 1.4％、Idate 1.2％、Midiki 1.2％、その他
4.5％。そして宗教：ローマカトリック97.6％、プロテスタント/福
音2％、イスラム教徒0.2％、その他0.2％（2015年）。人々は
平均して何歳ですか？ 18.9 年。この数字は中央値であると
付け加えなければなりません。つまり、半分の人がこれより年
上で、半分が若いです。そして、彼らの平均余命（出生時）は
何ですか？これは：68.4 年。人々は東ティモールで住んでいる
ところ？ここ：、人口の大半は、西部3位、特にDili。 東ティ
モールの大都市圏は、DILI ）228,000（2014）です。

政府と経済の東ティモール
東ティモールの首都はディリであり、政府のタイプは準大統

領共和国です。行政部門 - 行政地区。Aileu、Ainaro、
Baucau、Bobonaro（Maliana）、Cova-Lima（Suai）、Dili、
Ermera（Gleno）、Lautem（Los Palos）、Liquica、Manatuto、
Manufahi（Same）、Oecussi（Ambeno）、Viquequeを見てみま
しょう。 東ティモールの経済に関して、重要な工業製品は印



刷、石鹸製造、手工芸品、織物油、コーヒー、サンダルウッ
ド、大理石です。重要な農産物はジャガイモ、大豆、キャベ
ツ、マンゴー、バナナ、バニラです。最も重要な輸出商品はで
あり、最も重要な輸出相手はこれは不明ですです。最も重要
な輸入商品は食品、ガソリン、灯油、機械であり、最も重要
な輸入相手はこれは不明ですです。どのくらい金持ちで、この
国の人口はどれくらい豊富ですか？ここで最も重要な数字は1
人当たりGDP（PPP）です：$5,000 (2017 推定)。 これは非常
に低い数値です。これは、1人あたりの国内総生産（Gross
Domestic Product）を意味し、現地の財やサービスの相対コス
トに関して再計算されることを意味します。もう一つの重要な
数字 - 貧困線以下の人口：41.8% (2014 推定)。

東ティモールの地図
 



我々は強くお勧めします



トップアドベンチャーゲーム：アリスと魔女のための改革

MapsGuides.com：あなたの旅行のための自由なガイド

トーゴ

インデックス：大陸と国, 世界の地図
ここでは、トーゴの地理、住民、政府、経済および歴史に

関するオンラインで選択された情報を見つけることができます。
選択された統計、全体図、トーゴ - の詳細マップが含まれてい
ますが、ここでトーゴの国旗から始めましょう：
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


トーゴ - 概要：
トーゴについて知っておくべきことは何ですか？これから始め

ましょう：フランスのトーゴランドは1960年にトーゴになりました。
1967年に軍事統治者として設置されたグナッシング・エデアマ
（Gnassingbe Eyadema）将軍は、トーゴをほぼ40年にわたって
重い手で支配しました。1990年代初めの多数政党選挙の正
面にもかかわらず、政府は、1967年以来ほぼ継続的に権力
を握っていたイーデアマ大統領（Eyadema）の大半が支配して
いた。今日の議会で議席の過半数を維持しています。2005
年2月にエイダデアが死去したとき、軍は大統領の息子、フォ
ル・グナシングを設置し、その後2か月後に正式な選挙を設計
した。それ以来、トーゴは2007年10月に比較的自由かつ公
平な立法選挙を初めて実施しました。2007年以来、グナシン
グベ大統領は政治的和解と民主的改革への徐々に道を進
んで国を始め、トーゴは国際的なオブザーバーによって一般的
に自由で公平とみなされる複数の大統領選挙と立法選挙を
行った。こうした積極的な動きにもかかわらず、政治的な和解
はゆっくりと進み、多くのトーゴ人は、大統領期限や選挙改革
などの重要な政治措置が取り残され、国の政治を飢餓状態
にしていると不平を述べる。国際的には、トーゴは今でも同じ
家族が50年にわたって権力を握っている国として知られていま
す。政治的な和解はゆっくりと進み、多くのトーゴ人は、大統
領期限や選挙改革などの重要な政治措置は取り残され、国
の政治を飢餓状態にしていると不平を述べる。国際的には、
トーゴは今でも同じ家族が50年にわたって権力を握っている国



として知られています。政治的な和解はゆっくりと進み、多くの
トーゴ人は、大統領期限や選挙改革などの重要な政治措置
は取り残され、国の政治を飢餓状態にしていると不平を述べ
る。国際的には、トーゴは今でも同じ家族が50年にわたって権
力を握っている国として知られています。

トーゴの地理

地球上のどこにトーゴがありますか？
この国の所在地はベニンとガーナの間にあるベニンの辺境に接

する西アフリカです。 トーゴの総面積は56,785 km2であり、その

うち54,385 km2は土地である。 だから、これは大きな国ではな
い。国の地形はどうやって説明できますか？このように：穏やか
に転がっている。中央の丘; 南部の台地; 広大なラグーンと沼
地のある低地の海岸平野。 トーゴの最下点は大西洋0 m、
最も高い点モン・アグー（Mon Agou）986 mです。気候は
tropical; 熱く、湿気の多い南部; 北部では半乾燥しており、北
部ではです。

トーゴの住人
トーゴで住んでいる人の数を見てみましょう。番号は

7,965,055です。 だから、これはあまり大きな人口ではありませ
ん。ここに住んでいる人は？ アフリカ（37の部族;最大かつ最も
重要なエウェ、ミナ、およびKabre）ヨーロッパやシリア、レバノ



ン、99％、1％未満。 トーゴの言語は何ですか？ 。そして宗
教：キリスト教徒29％、イスラム教徒20％、イスラム教徒
20％、フランス人（公用語、商業の言語）、エウェとミナ（南部
の2大アフリカ言語）、カビエ（Kabye）とダゴンバ先住民族の信
念51％。人々は平均して何歳ですか？ 19.8 年。この数字は
中央値であると付け加えなければなりません。つまり、半分の
人がこれより年上で、半分が若いです。そして、彼らの平均余
命（出生時）は何ですか？これは：65.4 年。人々はトーゴで住
んでいるところ？ここ：アフリカの人口の大部分が農村に住んで
いる人口のうち、密度が南部または大西洋沿岸近くで最も高
い。 トーゴの大都市圏は、LOME（首都）956,000（2015年）
です。

政府と経済のトーゴ
トーゴの首都はロメであり、政府のタイプは大統領共和国

です。行政部門 - 5地域（地域、特異地域）; セントラル、カ
ラ、マリタイム、プラトー、サバネスを見てみましょう。 トーゴの経
済に関して、重要な工業製品はリン鉱山、農業加工、セメン
ト、手工芸品、繊維製品、飲料です。重要な農産物はコー
ヒー、ココア、綿、糸、キャッサバ（キャッサバ、タピオカ）、トウモロ
コシ、豆類、米、キビ、ソルガム; 家畜; 魚のです。最も重要な
輸出商品は再輸出、綿、リン酸塩、コーヒー、ココアであり、最
も重要な輸出相手はベナン17.5％、ブルキナファソ15.9％、イ
ンド7.6％、マリ7.2％、ニジェール7％ （2016）です。最も重要
な輸入商品は機械・設備・食料品・石油製品であり、最も重
要な輸入相手は中国28.7％、フランス8.9％、オランダ4.3％、
日本4.2％（2016年）、ナイジェリア・ガーナ4.8％、コートジボ
ワール6.1％です。どのくらい金持ちで、この国の人口はどれくら
い豊富ですか？ここで最も重要な数字は1人当たり



GDP（PPP）です：$1,600 (2017 推定)。 これは非常に低い数
値です。これは、1人あたりの国内総生産（Gross Domestic
Product）を意味し、現地の財やサービスの相対コストに関して
再計算されることを意味します。もう一つの重要な数字 - 貧
困線以下の人口：55.1% (2015 推定)。

トーゴの地図
 

我々は強くお勧めします



トップアドベンチャーゲーム：アリスと魔女のための改革

MapsGuides.com：あなたの旅行のための自由なガイド

トンガ

インデックス：大陸と国, 世界の地図
ここでは、トンガの地理、住民、政府、経済および歴史に

関するオンラインで選択された情報を見つけることができます。
選択された統計、全体図、トンガ - の詳細マップが含まれてい
ますが、ここでトンガの国旗から始めましょう：
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


トンガ - 概要：
トンガについて知っておくべきことは何ですか？これから始め

ましょう：太平洋諸国の中でもユニークなトンガは、その固有の
ガバナンスを完全に失ったことはありません。1845年に「フレンド
リー・アイランド」の連合国がポリネシア王国に統一されました。
トンガは1875年に憲法君主制になり、1900年には英国の保
護領になりました。1970年に保護領から撤退し、連邦に加盟
した。トンガは、太平洋の唯一の君主制である。

トンガの地理

地球上のどこにトンガがありますか？
この国の所在地はオセアニア、南太平洋の群島、ハワイから
ニュージーランドへの道のりの約3分の2です。 トンガの総面積

は747 km2であり、そのうち717 km2は土地である。 だからこれ
はかなり小さい国です。国の地形はどうやって説明できます
か？このように：、隆起したサンゴの形成から形成された石灰
岩岩盤を含むほとんど平坦な島々、他には火山岩の上に石
灰岩があります。 トンガの最下点は太平洋0 m、最も高い点
花王島の花王火山1,046 mです。気候は熱帯717平方キロ
メートル; 貿易風によって修正された。暖かい季節（12月から5
月）、涼しい時期（5月から12月）にはです。

トンガの住人



トンガで住んでいる人の数を見てみましょう。番号は
106,479 (7/2017 推定)です。 そう多くの人がここに住んでいる
わけではありません。ここに住んでいる人は？ トンガ96.6パーセ
ント、パートトンガ1.7％、その他1.7％、不特定の
0.03％（2006 EST。）。 トンガの言語は何ですか？ 英語とト
ンガ87％、トンガ（公式）10.7％。そして宗教：プロテスタント
64.9％（フリーウェスリアン教会37.3％、トンガ自由教会
11.4％、トンガ教会7.2％、トカイコロキリスト教教会2.6％、宗
教教会1.2％、その他1.1％、その他1.1％神聖な組合
2.3％、第七日の礼拝堂2.2％、トンガ憲法教会0.9％、聖公
会0.8％、完全福音教会0.2％）、モルモン16.8％、ローマカト
リック15.6％、その他1.1％、なし0.03％、不特定1.7％ （2006
年の推定値）。人々は平均して何歳ですか？ 23 年。この数
字は中央値であると付け加えなければなりません。つまり、半
分の人がこれより年上で、半分が若いです。そして、彼らの平
均余命（出生時）は何ですか？これは：76.4 年。人々はトン
ガで住んでいるところ？ここ：である。171の島々のうち、わずか
45の島が占領されている。 トンガの大都市圏は、。
NUKU'Alofa 25,000（2014年）です。

政府と経済のトンガ
トンガの首都はヌクアロファであり、政府のタイプは憲法君

主です。行政部門 - 5島の区分。'Eua、Ha'apai、Ongo Niua、
Tongatapu、Vava'uを見てみましょう。 トンガの経済に関して、
重要な工業製品は観光、建設、漁業です。重要な農産物
はスカッシュ、ココナッツ、コプラ、バナナ、バニラビーンズ、ココ
ア、コーヒー、サツマイモ、キャッサバ、タロ、カバです。最も重要
な輸出商品はスカッシュ、魚、バニラビーンズ、根菜類であり、
最も重要な輸出相手は、香港25.6％、日本15.1％、NZ



14.3％、米国13.5％、オーストラリア10％、フィリピン
9.4％（2016年）です。最も重要な輸入商品は、食品、機
械、輸送用機器、燃料、化学物質であり、最も重要な輸入
相手はNZ 35.3パーセント、フィジー12.1％、シンガポール
9.3％、中国8.4％、米国8％、オーストラリア7.6％、日本
4.3％（2016年）です。どのくらい金持ちで、この国の人口はど
れくらい豊富ですか？ここで最も重要な数字は1人当たり
GDP（PPP）です：$5,600 (2017 推定)。 これはかなり低い数
字です。これは、1人あたりの国内総生産（Gross Domestic
Product）を意味し、現地の財やサービスの相対コストに関して
再計算されることを意味します。もう一つの重要な数字 - 貧
困線以下の人口：24% (FY03/04 推定)。

トンガの地図
 



我々は強くお勧めします



トップアドベンチャーゲーム：アリスと魔女のための改革

MapsGuides.com：あなたの旅行のための自由なガイド

トリニダード・トバゴ

インデックス：大陸と国, 世界の地図
ここでは、トリニダード・トバゴの地理、住民、政府、経済

および歴史に関するオンラインで選択された情報を見つけるこ
とができます。選択された統計、全体図、トリニダード・トバゴ -
の詳細マップが含まれていますが、ここでトリニダード・トバゴの
国旗から始めましょう：
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


トリニダード・トバゴ - 概要：
トリニダード・トバゴについて知っておくべきことは何ですか？

これから始めましょう：最初にスペイン人が植民地化したこの
島々は、19世紀初めに英国支配下にあった。島の砂糖産業
は1834年に奴隷解放によって傷ついた。人力は1845年から
1917年のインドの請負労働者の輸入に取って代わり、砂糖
生産とココア産業を促進した。1910年のトリニダードでの石油
の発見は、もう一つの重要な輸出を追加した。独立は1962
年に達成されました。この国は主に石油と天然ガスの生産と
加工のおかげでカリブ海で最も繁栄しています。主にトバゴで
の観光事業は、拡大のターゲットとなり、成長しています。政
府は暴力犯罪の増加に対処している。

トリニダード・トバゴの地理

地球上のどこにトリニダード・トバゴがあ
りますか？この国の所在地はカリブ海、ベネズエラの北東、カリ
ブ海と北大西洋の間の島々です。 トリニダード・トバゴの総面

積は5,128 km2であり、そのうち5,128 km2は土地である。 だか
らこれはかなり小さい国です。国の地形はどうやって説明できま



すか？このように：大部分が平地で、丘陵と低山がある。 トリ
ニダード・トバゴの最下点はカリブ海0 m、最も高い点エル・セ
ロ・デル・アリポ940 mです。気候はtropical; 雨季（6月〜12月）
はです。

トリニダード・トバゴの住人
トリニダード・トバゴで住んでいる人の数を見てみましょう。

番号は1,218,208 (7/2017 推定)です。 そう多くの人がここに
住んでいるわけではありません。ここに住んでいる人は？ 東イ
ンド35.4パーセント、アフリカ34.2パーセント、混合-他の
15.3％、混合アフリカ/中東、インド7.7％、その他1.3％、未指
定の6.2％（2011 EST。）。 トリニダード・トバゴの言語は何で
すか？ 英語（公式）、トリニダードクレオール英語、トバゴ語ク
レオール英語、カリブ海ヒンズスタン語（ヒンディー語）、トリニダー
ドクレオールフランス語、スペイン語、中国語。そして宗教：ロー
マ・カトリック21.6％、ヒンズー教徒18.2％、イスラム教徒
32.1％（ペンテコステ/福音/フル福音12％、バプテスト6.9％、
聖公会5.7％、セブンデイ・アドベンティスト4.1％、長老/会派
2.5％、プロテスタント0.9％トリニダードの人口は、島の西半分
に集中しています。トバゴ島では、5％、エホバの証人1.5％、
その他8.4％、なし2.2％、不特定11.1％（2011年推定）。
人々は平均して何歳ですか？ 36 年。この数字は中央値で
あると付け加えなければなりません。つまり、半分の人がこれよ
り年上で、半分が若いです。そして、彼らの平均余命（出生
時）は何ですか？これは：73.1 年。人々はトリニダード・トバゴ
で住んでいるところ？ここ：南半分。 トリニダード・トバゴの大都
市圏は、ポートオブスペイン（資本）34,000（2014）です。

政府と経済のトリニダード・トバゴ



トリニダード・トバゴの首都はポートオブスペインであり、政
府のタイプはの議会共和国です。行政部門 - 9つの地域、3
つの自治区、2つの都市、 1区を見てみましょう。 トリニダード・
トバゴの経済に関して、重要な工業製品はです。重要な農
産物はです。最も重要な輸出商品はであり、最も重要な輸
出相手はです。最も重要な輸入商品はであり、最も重要な
輸入相手はです。どのくらい金持ちで、この国の人口はどれく
らい豊富ですか？ここで最も重要な数字は1人当たり
GDP（PPP）です：$31,200 (2017 推定)。 これは、生活水準
がここで良いことを意味します。これは、1人あたりの国内総生
産（Gross Domestic Product）を意味し、現地の財やサービス
の相対コストに関して再計算されることを意味します。もう一つ
の重要な数字 - 貧困線以下の人口：20% (2014 推定)。

トリニダード・トバゴの地図
 



我々は強くお勧めします



トップアドベンチャーゲーム：アリスと魔女のための改革

MapsGuides.com：あなたの旅行のための自由なガイド

チュニジア

インデックス：大陸と国, 世界の地図
ここでは、チュニジアの地理、住民、政府、経済および歴

史に関するオンラインで選択された情報を見つけることができま
す。選択された統計、全体図、チュニジア - の詳細マップが含
まれていますが、ここでチュニジアの国旗から始めましょう：
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


チュニジア - 概要：
チュニジアについて知っておくべきことは何ですか？これから

始めましょう：チュニジアにおけるフランスとイタリアの利益の闘い
は、1881年のフランスの侵略と保護領の創設で最高潮に達し
ました。第一次大統領、ハビブ・ブルギバ（Habib Bourguiba）
は厳格な一党制の国家を樹立しました。1956年、チュニジア
を独立国家として認めようとフランス人を説得することに成功し
ました。彼は31年間、イスラム原理主義を抑圧し、他のアラブ
諸国に類のない女性の権利を確立し、国を支配した。1987
年11月、ブルギバは退去され、無血クーデターでジン・エル・ア
ビディン・ベン・アリ（Zine el Abidine BEN ALI）に置き換えられ
ました。2010年12月にチュニスで高失業率、腐敗、広範な貧
困、および高水準食糧価格から始まった街頭抗議は、2011
年1月に激化し、数百人の死亡を招いた。2011年1月14日、
BEN ALIは政府を却下し、国を逃亡し、2011年1月下旬に
は「国家統一政府」が結成された。新国会議員選挙の選挙
は2011年10月下旬に行われ、12月には暫定大統領として人
権活動家モネフ・マルゾウキが選出された。総会は2012年2月
に新しい憲法の起草を開始し、数回の反復とその移行を停
滞させた1ヵ年の政治危機により、この文書を2014年1月に批
准した。恒久政府の議会選挙と大統領選挙は2014年末に
行われた。 Beji CAID Essebsiは、同国の新しい憲法の下で
最初の大統領に選出された。2016年に、新統一政府は政
治的結束と経済的および社会的圧力とのバランスを取ること
を追求し続けた。同日、ベン・ALIは政府を却下し、彼は国を



逃げ、2011年1月下旬には "国家統一政府"が結成された。
新国会議員選挙の選挙は2011年10月下旬に行われ、12月
には暫定大統領として人権活動家モネフ・マルゾウキが選出
された。総会は2012年2月に新しい憲法の起草を開始し、数
回の反復とその移行を停滞させた1ヵ年の政治危機により、こ
の文書を2014年1月に批准した。恒久政府の議会選挙と大
統領選挙は2014年末に行われた。 Beji CAID Essebsiは、同
国の新しい憲法の下で最初の大統領に選出された。2016年
に、新統一政府は政治的結束と経済的および社会的圧力と
のバランスを取ることを追求し続けた。同日、ベン・ALIは政府
を却下し、彼は国を逃げ、2011年1月下旬には "国家統一政
府"が結成された。新国会議員選挙の選挙は2011年10月下
旬に行われ、12月には暫定大統領として人権活動家モネフ・
マルゾウキが選出された。総会は2012年2月に新しい憲法の
起草を開始し、数回の反復とその移行を停滞させた1ヵ年の
政治危機により、この文書を2014年1月に批准した。恒久政
府の議会選挙と大統領選挙は2014年末に行われた。 Beji
CAID Essebsiは、同国の新しい憲法の下で最初の大統領に
選出された。2016年に、新統一政府は政治的結束と経済
的および社会的圧力とのバランスを取ることを追求し続けた。
彼は国を逃げ、2011年1月下旬には「国家統一政府」が結
成された。新国会議員選挙の選挙は2011年10月下旬に行
われ、12月には暫定大統領として人権活動家モネフ・マルゾ
ウキが選出された。総会は2012年2月に新しい憲法の起草を
開始し、数回の反復とその移行を停滞させた1ヵ年の政治危
機により、この文書を2014年1月に批准した。恒久政府の議
会選挙と大統領選挙は2014年末に行われた。 Beji CAID
Essebsiは、同国の新しい憲法の下で最初の大統領に選出さ



れた。2016年に、新統一政府は政治的結束と経済的および
社会的圧力とのバランスを取ることを追求し続けた。彼は国を
逃げ、2011年1月下旬には「国家統一政府」が結成された。
新国会議員選挙の選挙は2011年10月下旬に行われ、12月
には暫定大統領として人権活動家モネフ・マルゾウキが選出
された。総会は2012年2月に新しい憲法の起草を開始し、数
回の反復とその移行を停滞させた1ヵ年の政治危機により、こ
の文書を2014年1月に批准した。恒久政府の議会選挙と大
統領選挙は2014年末に行われた。 Beji CAID Essebsiは、同
国の新しい憲法の下で最初の大統領に選出された。2016年
に、新統一政府は政治的結束と経済的および社会的圧力と
のバランスを取ることを追求し続けた。形成された。新国会議
員選挙の選挙は2011年10月下旬に行われ、12月には暫定
大統領として人権活動家モネフ・マルゾウキが選出された。総
会は2012年2月に新しい憲法の起草を開始し、数回の反復
とその移行を停滞させた1ヵ年の政治危機により、この文書を
2014年1月に批准した。恒久政府の議会選挙と大統領選挙
は2014年末に行われた。 Beji CAID Essebsiは、同国の新し
い憲法の下で最初の大統領に選出された。2016年に、新統
一政府は政治的結束と経済的および社会的圧力とのバラン
スを取ることを追求し続けた。形成された。新国会議員選挙
の選挙は2011年10月下旬に行われ、12月には暫定大統領
として人権活動家モネフ・マルゾウキが選出された。総会は
2012年2月に新しい憲法の起草を開始し、数回の反復とその
移行を停滞させた1ヵ年の政治危機により、この文書を2014
年1月に批准した。恒久政府の議会選挙と大統領選挙は
2014年末に行われた。 Beji CAID Essebsiは、同国の新しい
憲法の下で最初の大統領に選出された。2016年に、新統一



政府は政治的結束と経済的および社会的圧力とのバランス
を取ることを追求し続けた。総会は2012年2月に新しい憲法
の起草を開始し、数回の反復とその移行を停滞させた1ヵ年の
政治危機により、この文書を2014年1月に批准した。恒久政
府の議会選挙と大統領選挙は2014年末に行われた。 Beji
CAID Essebsiは、同国の新しい憲法の下で最初の大統領に
選出された。2016年に、新統一政府は政治的結束と経済
的および社会的圧力とのバランスを取ることを追求し続けた。
総会は2012年2月に新しい憲法の起草を開始し、数回の反
復とその移行を停滞させた1ヵ年の政治危機により、この文書
を2014年1月に批准した。恒久政府の議会選挙と大統領選
挙は2014年末に行われた。 Beji CAID Essebsiは、同国の新
しい憲法の下で最初の大統領に選出された。2016年に、新
統一政府は政治的結束と経済的および社会的圧力とのバラ
ンスを取ることを追求し続けた。Beji CAID Essebsiは、同国の
新しい憲法の下で最初の大統領に選出された。2016年に、
新統一政府は政治的結束と経済的および社会的圧力との
バランスを取ることを追求し続けた。Beji CAID Essebsiは、同
国の新しい憲法の下で最初の大統領に選出された。2016年
に、新統一政府は政治的結束と経済的および社会的圧力と
のバランスを取ることを追求し続けた。

チュニジアの地理



地球上のどこにチュニジアがあります
か？この国の所在地は北アフリカ、地中海に接する、アルジェ

リアとリビアの間です。 チュニジアの総面積は163,610 km2であ

り、そのうち155,360 km2は土地である。 だから、これは大きな
国ではない。国の地形はどうやって説明できますか？このよう
に：北の南の山の砂漠。熱い、乾燥した中央平野; 南半球の
サハラ。 チュニジアの最下点はShatt al Gharsah -17 m、最も高
い点Jebel ech Chambi 1,544 mです。気候は穏やかな雨季の
冬と暑く乾燥した夏の北部の温暖な気候。です。

チュニジアの住人
チュニジアで住んでいる人の数を見てみましょう。番号は

11,403,800 (7/2017 推定)です。 だから、これはあまり大きな
人口ではありません。ここに住んでいる人は？ アラブ98％、
ヨーロッパの1％、ユダヤ人および他の1％。 チュニジアの言語
は何ですか？ アラビア語（公用語、商取引の言語の一つ）、フ
ランス語（商業）、ベルベル人（タマージク語）。そして宗教：イス
ラム教徒（公式、スンニ派）99.1％、その他（キリスト教徒、ユダ
ヤ人、イスラム教徒、バハイ族を含む）1％。人々は平均して
何歳ですか？ 31.6 年。この数字は中央値であると付け加え
なければなりません。つまり、半分の人がこれより年上で、半分
が若いです。そして、彼らの平均余命（出生時）は何ですか？



これは：75.7 年。人々はチュニジアで住んでいるところ？ここ：
人口の圧倒的多数は北部の半分; 南。 チュニジアの大都市
圏は、チュニス（首都）は191万9000万人（2015年）です。

政府と経済のチュニジア
チュニジアの首都はチュニスであり、政府のタイプは議会共

和国です。行政部門 - 24の行政官（wilayat、singular -
wilayah）; ベジャ（Bajah）、ベン・アウルス（Bin'Arus）、ビゼルト
（Banzart）、ガベス（Qabs）、ガフサ（Qafsah）、ジェンバ
（Jundubah）、カイロアン（Al Qayrawan）、カセリン（Al
Qasrayn）、ケビリケフ（Al Kaf）、アリアナ（Aryanah）、マディア
（Manhba）、マドバナ、を見てみましょう。 チュニジアの経済に
関して、重要な工業製品は石油、鉱業（特にリン酸塩、鉄鉱
石）、観光、繊維、靴、農業、飲料です。重要な農産物はオ
リーブ、オリーブオイル、穀物、トマト、柑橘類、テンサイ、日
付、アーモンド。牛肉、乳製品です。最も重要な輸出商品は
衣類、半製品および繊維、農産物、機械製品、リン酸塩およ
び薬品、炭化水素、であり、最も重要な輸出相手はフランス
18％、イタリア14.8％、中国8％、ドイツ7.3％、スペイン
13.1％、スペイン10.7％、スペイン5.2％、リビア4.3％（2016）で
す。最も重要な輸入商品は繊維、機械器具、炭化水素、
化学品、食品であり、最も重要な輸入相手は4.3％、アル
ジェリア4.1％（2016）です。どのくらい金持ちで、この国の人口
はどれくらい豊富ですか？ここで最も重要な数字は1人当たり
GDP（PPP）です：$12,000 (2017 推定)。 これはかなり良いで
す。これは、1人あたりの国内総生産（Gross Domestic
Product）を意味し、現地の財やサービスの相対コストに関して
再計算されることを意味します。もう一つの重要な数字 - 貧
困線以下の人口：15.5% (2010 推定)。



チュニジアの地図
 





我々は強くお勧めします

トップアドベンチャーゲーム：アリスと魔女のための改革

MapsGuides.com：あなたの旅行のための自由なガイド

トルコ

インデックス：大陸と国, 世界の地図
ここでは、トルコの地理、住民、政府、経済および歴史に

関するオンラインで選択された情報を見つけることができます。
選択された統計、全体図、トルコ - の詳細マップが含まれてい
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ますが、ここでトルコの国旗から始めましょう：
 

トルコ - 概要：
トルコについて知っておくべきことは何ですか？これから始め

ましょう：現代トルコは、1923年、国家のヒーロームスタファ・ケ
マルによって敗戦したオスマン帝国の残党から創設されました。
ムスタファ・ケマルは、その後、アタチュルクまたは「トルコ人の
父」の称号を授与されました。彼のリーダーシップの下で、国は
急進的な社会的、法的、政治的改革を採用した。一党政
権の期間を経て、多党政治の実験は、野党民主党の1950
年の選挙勝利と権力の平和移転につながった。それ以来、ト
ルコの政党数は増えているが、民主化は政治的不安定化と
軍事クーデター（1960年、1971年、1980年）の間に崩壊し、
最終的に民間人に政治的政治力が帰還した。1997年、軍
は再びイスラム主義政府の「ポスト・モダン・クーデター」と呼ば
れていた放棄のエンジニアリングを手伝った。クーデターの試み
は2016年7月にトルコ軍の派閥によって行われた。トルコは、
1974年にキプロスに軍事的に介入して、ギリシャの同国のテロ
攻撃を防止し、以来トルコだけが認識する「キプロスのトルコ共
和国」へのパトロン国家として行動してきた。米国指定のテロ
組織であるクルディスタン労働党（PKK）によって1984年に開
始された分離独立武装勢力は、トルコの治安部隊の関心を
ずっと支配し、40,000人以上の命を奪った。2013年にトルコ政
府とPKKは暴力の終了をめざして交渉を行ったが、2015年に
は激しい戦闘が再開された。トルコは1945年に国連に加盟
し、1952年にはNATO加盟国となった。1963年、トルコは欧



州共同体の準会員になりました。それは2005年にEUとの加
盟交渉を開始した。過去10年間で、経済改革といくつかの政
治改革は、近年経済成長が減速したものの、経済成長に貢
献してきました。2015年から2016年まで、トルコはトルコのアン
カラ、イスタンブール、および主にクルド人の東南アジア地域の
主要攻撃を含むテロリストの暴力の増加を目撃した。2016年
7月15日に、トルコ軍の要素が、広く普及した抵抗に続いて最
終的に失敗したクーデターを試みました。トルコ市民がクーデ
ターと対峙するために大量に街頭に立ったとき、240人以上が
死亡し、2000人以上が負傷した。これに対応して、トルコ政
府当局は、10万人以上の警備員、ジャーナリスト、裁判官、
学者、公務員を、クーデターの試みとの関係で逮捕、中断、ま
たは却下した。政府は、追放されたクーデターを扇動し、フォロ
ワーをテロリストと指定した疑いで、追随者にイスラムの国境を
越えた宗教的および社会的運動を訴えた。失敗したクーデ
ターに続いて、トルコ政府は2017年7月に延長された2016年7
月に緊急事態を制定した。トルコ政府は2017年4月16日にト
ルコを議会制から大統領制に変更する国民投票を実施し
た。

トルコの地理

地球上のどこにトルコがありますか？こ
の国の所在地はギリシャとシリアの間のエーゲ海と地中海に接



するブルガリアとジョージアの間の黒海に接する南東ヨーロッパと
南西アジア（ボスポラスの西西のトルコの部分は地理的にヨー

ロッパの一部です）です。 トルコの総面積は783,562 km2であ

り、そのうち769,632 km2は土地である。 これはかなり大きな国
です。国の地形はどうやって説明できますか？このように：高位
中央高原（アナトリア）でより厳しい。狭い海岸平野; いくつか
の山脈。 トルコの最下点は地中海0 m、最も高い点アララット
山5,137 mです。気候は温帯; 温暖な夏、穏やかで濡れた
冬。です。

トルコの住人
トルコで住んでいる人の数を見てみましょう。番号は

80,845,215 (7/2017 推定)です。 だから、この国は世界で最も
人口の多い国の一つです。ここに住んでいる人は？ トルコ70-
75％、クルド人19％、その他の少数民族7-12 他の0.2％（主
にキリスト教徒およびユダヤ人）30.9歳0.52％（2017年推
定）。 トルコの言語は何ですか？ トルコ（公用語）、クルド語、
その他の少数民族言語。そして宗教：イスラム教徒99.8％。
人々は平均して何歳ですか？ 30.9 年。この数字は中央値
であると付け加えなければなりません。つまり、半分の人がこれ
より年上で、半分が若いです。そして、彼らの平均余命（出生
時）は何ですか？これは：75 年。人々はトルコで住んでいると
ころ？ここ：人口の20％がイスタンブールに住む北西部のボス
ポラス周辺で最も人口密度の高い地域が見つかっています。
アンカラを除いて、都心は小さく、アナトリアの内部に散在して
います。西側のエーゲ海沿岸には周辺開発の全体的パターン
が存在し、。 トルコの大都市圏は、イスタンブール東南部の
ティグリスとユーフラテス川システムには14.164百万ユーロ、アン



カラ（資本金）4.75百万。イズミール304万; ブルサ19290000;
アダナは183万人。ガジアンテップ152.2万人（2015年）です。

政府と経済のトルコ
トルコの首都はアンカラであり、政府のタイプは議会共和

国です。行政部門 - 81の州（市区町村）; アデアマン、アディヤ
マン、アヤラ、アムサヤ、アンカラ、アンタルヤ、アルダハン、アル
ヴィン、バートン、バートン、ベイバート、ビレッチ、ビンギス、ボル
ウ、ブルダル、ブルサ、カナッカレ、カンキリ、コルム、デニズリ、イ
スミル、イスタンブール、イズミール、イスミル、イスミル、イスミ
ル、カラブン、カラマン、カルス、カスターモヌ、カイセリ、キリス、キ
リケール（Kirikkale）、イスミル、イスミル、イスミル、イスミル、イ
スミル、イスミル、イスミル、イスミル、イスミル、イスミル、イスミ
ル、Kirklareli、Kirsehir、Kocaeli、Konya、Kutahya、Malatya、
Manisa、Mardin、Mersin、Mugla、Mus、Nevsehir、Nigde、
Ordu、Osmaniye、Rize、Sakarya、Samsun、Sanliurfa、Siirt、
Sinop、Sirnak、Sivas、Tekirdag、Tokat 、
Trabzon（Trebizond）、Tunceli、Usak、Van、Yalova、Yozgat、
Zonguldakを見てみましょう。 トルコの経済に関して、重要な
工業製品は繊維、食品加工、自動車、エレクトロニクス、鉱
業（石炭、クロム、銅、ホウ素）、鉄鋼、石油、建設、木材、
パプです。重要な農産物は、タバコ、綿、穀物、オリーブ、テン
サイ、ヘーゼルナッツ、パルス、柑橘類。家畜です。最も重要
な輸出商品は、アパレル、食品、繊維、金属が製造、輸送
機器であり、最も重要な輸出相手はドイツ9.8 、イタリア
8.2％、イラク5.4％、イタリア5.3％、米国4.7％、フランス
4.2％（2016）です。最も重要な輸入商品は機械、化学品、
半製品、燃料、輸送機器であり、最も重要な輸入相手は中
国12.8％、ドイツ10.8％、ロシア7.6％ 5.5％、イタリア



5.2％（2016年）です。どのくらい金持ちで、この国の人口はど
れくらい豊富ですか？ここで最も重要な数字は1人当たり
GDP（PPP）です：$26,500 (2017 推定)。 これは、生活水準
がここで良いことを意味します。これは、1人あたりの国内総生
産（Gross Domestic Product）を意味し、現地の財やサービス
の相対コストに関して再計算されることを意味します。もう一つ
の重要な数字 - 貧困線以下の人口：21.9% (2015 推定)。

トルコの地図
 

我々は強くお勧めします



トップアドベンチャーゲーム：アリスと魔女のための改革
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トルクメニスタン

インデックス：大陸と国, 世界の地図
ここでは、トルクメニスタンの地理、住民、政府、経済およ

び歴史に関するオンラインで選択された情報を見つけることが
できます。選択された統計、全体図、トルクメニスタン - の詳
細マップが含まれていますが、ここでトルクメニスタンの国旗から
始めましょう：
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トルクメニスタン - 概要：
トルクメニスタンについて知っておくべきことは何ですか？こ

れから始めましょう：現在のトルクメニスタンは、何世紀にもわた
り文明の岐路に立つ領域をカバーしています。この地域は、ペ
ルシャのさまざまな帝国によって古代に支配され、アレキサン
ダー大王、イスラム教徒の軍隊、モンゴル人、トルコ人の戦
士、そして結局ロシア人によって征服されました。中世になる
と、Merv（現代のMary州）は、イスラム世界の大きな都市の
一つであり、シルクロードの重要な停留所でした。1800年代
後半にロシアと併合されたトルクメニスタンは後に中央アジアの
反ボルシェビキ運動で顕著に現れた。1924年、トルクメニスタ
ンはソビエト連邦になりました。1991年にソ連解体時に独立を
達成した。まだ十分に活用されていない広範な炭化水素/天
然ガス埋蔵量は、国を変革し始めた。トルクメニスタン政府
は、抽出・納入事業を拡大し、ロシアのパイプラインネットワー
クを超えてガス輸出ルートを多様化しようとしている。2010年
には、トルーマンガスを中国およびイラン北部に運ぶ新しいガス
輸出パイプラインが稼動し、トルコのガス輸出に関するロシア
独占が事実上終了した。2016年、ロシアとイランはトルクメニ
スタンからのガス購入を中止し、中国をトルクメンガスの唯一の
買い手にした。2006年12月にサパルマラット・ニヤゾー
（Saparmurat Nyyazow）大統領が死去し、トルクメニスタンは
2007年2月に最初の複数候補大統領選挙を行いまし
た.Nyyazow下院議長のGurbanguly Berdimuhamedow氏が新
大統領に就任しました。彼は2012年に再び選出され、2017



年に再び投票の97％以上が非民主的と広く見なされる選挙
で、どちらの場合でも再選された。

トルクメニスタンの地理

地球上のどこにトルクメニスタンがあり
ますか？この国の所在地は中央アジア、イラン、カザフスタン間
のカスピ海を、国境を接するです。 トルクメニスタンの総面積は

488,100 km2であり、そのうち469,930 km2は土地である。 これ
はかなり大きな国です。国の地形はどうやって説明できます
か？このように：フラット・ツー・ロール南の山に上昇砂丘での砂
の砂漠を。イランとの国境に沿った低山脈。西にカスピ海を接
している。 トルクメニスタンの最下点はVpadina Akchanaya -81
m（Sarygamysh Koliは、Vpadina Akchanayaの標高の上下に
変動する水位を持つトルクメニスタン北部の湖で、湖は-110 m
まで落ちている）、最も高い点Gora Ayribaba 3,139メートルの
です。気候は亜熱帯砂漠です。

トルクメニスタンの住人
トルクメニスタンで住んでいる人の数を見てみましょう。番号

は5,351,277 (7/2017 推定)です。 だから、これはあまり大きな
人口ではありません。ここに住んでいる人は？ トルクメン
85％、ウズベク5％、ロシア4％、他の6％（2003年）。 トルクメ
ニスタンの言語は何ですか？ トルクメン（公式）72％、ロシア



12％、ウズベク9％、他の7％。そして宗教：イスラム教徒
89％、東方正教会9 ％、不明2％。人々は平均して何歳で
すか？ 27.9 年。この数字は中央値であると付け加えなけれ
ばなりません。つまり、半分の人がこれより年上で、半分が若
いです。そして、彼らの平均余命（出生時）は何ですか？これ
は：70.4 年。人々はトルクメニスタンで住んでいるところ？ここ：
最も人口密度の高い地域は南、東、東北のオアシスである。
人口のおよそ50％がアシガバート・。 トルクメニスタンの大都市
圏は、アシガバット（首都）の首都周辺に暮らす746,000人
（2015年）です。

政府と経済のトルクメニスタン
トルクメニスタンの首都はアシガバート（Ashghabad）であり、

政府のタイプは大統領共和国。権威主義的なです。行政部
門 - 5つの省（welayatlar、単数- welayat）と1独立した都市：ア
ハルWelayaty（アニュー）、アシガバート、バルカンWelayaty（バル
カナバート）、ダショグズWelayaty、Lebap Welayaty（テュルクメナ
バート）、メアリーWelayatyを見てみましょう。 トルクメニスタンの
経済に関して、重要な工業製品はの天然ガス、石油、石油
製品、繊維、食品加工です。重要な農産物は綿花、穀物、
メロン。家畜です。最も重要な輸出商品はガス、原油、石油
化学製品、繊維製品、綿fibeであり、最も重要な輸出相手
は中国70％、トルコ5.3％、イタリア5.3％、アフガニスタン
4.5％、ロシア4.1％トルコ26.4％、ロシア10.5％、日本8.6％、
ドイツ8.2％、韓国7.8％、中国7.2％、イタリア5.2％（2016
年）です。最も重要な輸入商品は機械・設備・化学品・食料
品であり、最も重要な輸入相手はです。どのくらい金持ちで、
この国の人口はどれくらい豊富ですか？ここで最も重要な数
字は1人当たりGDP（PPP）です：$18,700 (2017 推定)。 これ



はかなり良いです。これは、1人あたりの国内総生産（Gross
Domestic Product）を意味し、現地の財やサービスの相対コス
トに関して再計算されることを意味します。もう一つの重要な
数字 - 貧困線以下の人口：0.2% (2012 推定)。

トルクメニスタンの地図
 

我々は強くお勧めします



トップアドベンチャーゲーム：アリスと魔女のための改革

MapsGuides.com：あなたの旅行のための自由なガイド

タークス・カイコス諸島

インデックス：大陸と国, 世界の地図
ここでは、タークス・カイコス諸島の地理、住民、政府、経

済および歴史に関するオンラインで選択された情報を見つける
ことができます。選択された統計、全体図、タークス・カイコス
諸島 - の詳細マップが含まれていますが、ここでタークス・カイコ
ス諸島の国旗から始めましょう：
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


タークス・カイコス諸島 - 概要：
タークス・カイコス諸島について知っておくべきことは何です

か？これから始めましょう：この島々は、ジャマイカの独立後に
独立した王冠植民地の地位をとった1962年まで、英国のジャ
マイカ植民地の一部でした。バハマの知事は、1965年から
1973年までの業務を監督した。バハマの独立により、1973年
に独立した知事を迎えた。独立が1982年に合意されたにもか
かわらず、政策は逆転され、島は英国の海外領土のままであ
る。グランド・ターク島は、2017年9月22日にハリケーン・マリア
から大規模な被害を受け、電力や通信の喪失だけでなく、住
宅や企業の被害をもたらしました。

タークス・カイコス諸島の地理

地球上のどこにタークス・カイコス諸
島がありますか？この国の所在地は北大西洋の2つの島のグ
ループ、バハマの南東、ハイチの北です。 タークス・カイコス諸

島の総面積は948 km2であり、そのうち948 km2は土地であ
る。 だからこれはかなり小さい国です。国の地形はどうやって説
明できますか？このように：低、平らな石灰岩; 広大な沼地と
マングローブ湿地。 タークス・カイコス諸島の最下点はカリブ海0
m、最も高い点ブルー・ヒル・プロビデンシアレス州とフラミンゴ・ヒ
ル・カイス・イースト・カイコス48 mのです。気候はtropical; マリン;
貿易風によって調整される。日当たりの良い比較的乾燥した



です。

タークス・カイコス諸島の住人
タークス・カイコス諸島で住んでいる人の数を見てみましょ

う。番号は52,570 (7/2017 推定)です。 そう多くの人がここに
住んでいるわけではありません。ここに住んでいる人は？ 黒
87.6％、白人7.9％、混合2.5％、東インド1.3％、その他
0.7％（2006年）。 タークス・カイコス諸島の言語は何ですか？
英語）。そして宗教：プロテスタント72.8％（バプテスト35.8％、
教会神11.7％、聖公会10％、メソジスト9.3％、第七日の再
臨6％）、ローマカトリック11.4％、エホバの証人1.8％、その他
14％。人々は平均して何歳ですか？ 33.3 年。この数字は中
央値であると付け加えなければなりません。つまり、半分の人
がこれより年上で、半分が若いです。そして、彼らの平均余命
（出生時）は何ですか？これは：80 年。人々はタークス・カイコ
ス諸島で住んでいるところ？ここ：30の島のうちの8つが住んで
いる。Providenciales島は最も人口が多い国ですが、最も人口
密度が高いのはGrand。 タークス・カイコス諸島の大都市圏
は、TURK Grand TURK（首都）5,000（2014年）です。

政府と経済のタークス・カイコス諸島
タークス・カイコス諸島の首都はグランドターク島（コックバー

ンタウン）であり、政府のタイプは議会民主主義（House of
Assembly）自治英国の海外領土です。行政部門 - なし（英
国の海外領土）を見てみましょう。 タークス・カイコス諸島の経
済に関して、重要な工業製品は観光、オフショア金融サービ
スです。重要な農産物はトウモロコシ、豆、キャッサバ
（manioc、タピオカ）、柑橘類; 魚のです。最も重要な輸出商
品はロブスター、乾燥した新鮮な貝殻、貝殻であり、最も重



要な輸出相手はこれは不明ですです。最も重要な輸入商品
は食品や飲料、タバコ、衣類、製造、建設資材であり、最も
重要な輸入相手はこれは不明ですです。どのくらい金持ち
で、この国の人口はどれくらい豊富ですか？ここで最も重要な
数字は1人当たりGDP（PPP）です：$29,100 (2007 推定)。 こ
れは、生活水準がここで良いことを意味します。これは、1人あ
たりの国内総生産（Gross Domestic Product）を意味し、現地
の財やサービスの相対コストに関して再計算されることを意味
します。もう一つの重要な数字 - 貧困線以下の人口：未知
の%。

タークス・カイコス諸島の地図
 



我々は強くお勧めします



トップアドベンチャーゲーム：アリスと魔女のための改革

MapsGuides.com：あなたの旅行のための自由なガイド

ツバル

インデックス：大陸と国, 世界の地図
ここでは、ツバルの地理、住民、政府、経済および歴史に

関するオンラインで選択された情報を見つけることができます。
選択された統計、全体図、ツバル - の詳細マップが含まれてい
ますが、ここでツバルの国旗から始めましょう：
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


ツバル - 概要：
ツバルについて知っておくべきことは何ですか？これから始

めましょう：1974年には、ギルバートおよびエリス諸島のイギリス
の植民地内の民族の違いは、ギルバート諸島のミクロネシアか
らの分離のために投票するエリス諸島のポリネシア人を引き起
こしました。翌年、エリス島はツバルの独立した英国植民地と
なった。独立は1978年に承認されました。2000年、ツバルはイ
ンターネットドメイン名 ".tv"を12年間で5000万ドルのロイヤル
ティでリースする契約を交渉しました。その後、契約は再交渉
されたが、詳細は明らかにされなかった。

ツバルの地理

地球上のどこにツバルがあります
か？この国の所在地はオセアニア、南太平洋の9つのサンゴ環
礁で構成され、ハワイからオーストラリアまで約半分の島群で

す。 ツバルの総面積は26 km2であり、そのうち26 km2は土地
である。 だからこれはかなり小さい国です。国の地形はどうやっ
て説明できますか？このように：低緯度および狭いサンゴ環
礁。 ツバルの最下点は太平洋0m、最も高い点無名の場所
5mです。気候はトロピカル; 東方の貿易風（3月〜11月）に
よって調整された。（11月〜3月）です。

ツバルの住人



ツバルで住んでいる人の数を見てみましょう。番号は
11,052 (7/2017 推定)です。 そう多くの人がここに住んでいるわ
けではありません。ここに住んでいる人は？ ポリネシア人96％、
ミクロネシア人4％。 ツバルの言語は何ですか？ ツバルン（公
式）、英語（公式）、サモア、キリバス（ヌイ島）。そして宗教：プ
ロテスタント98.4％（ツバルの教会97％、第7日目のアドベン
ティスト1.4％）、Baha 「私は1％、その他0.6％。人々は平均
して何歳ですか？ 25.7 年。この数字は中央値であると付け
加えなければなりません。つまり、半分の人がこれより年上で、
半分が若いです。そして、彼らの平均余命（出生時）は何で
すか？これは：66.9 年。人々はツバルで住んでいるところ？こ
こ：人口の半分以上がフナフチ環礁の上に存在する。 ツバル
の大都市圏は、フナフティ（資本）6000（2014）です。

政府と経済のツバル
ツバルの首都はFunafuti; 注 - 首都は約29島の環礁であ

る。行政事務所はFongafale Isletであり、政府のタイプは憲法
君主制のもとで生まれた女性2.95人（議会の議会民主主
義）。コモンウェルスの領土です。行政部門 - 島議会と1市議
会に7つのVaiaku村にあります。フナフティ、Nanumaga、ナヌメア
環礁、ニウタオ島、ヌイ、ヌクフェタウ環礁、ヌクラエラエ環礁、
ヴァイツプ島を見てみましょう。 ツバルの経済に関して、重要な
工業製品は釣りです。重要な農産物はココナッツ; 魚のです。
最も重要な輸出商品はコプラ、魚であり、最も重要な輸出相
手はボスニア・ヘルツェゴビナ24.8％、シンガポール18.8％、ナイ
ジェリア17.3％、フィジー14.5％、米国6％（2016年）です。最
も重要な輸入商品は食品、動物、鉱物性燃料、機械、工
業製品であり、最も重要な輸入相手はシンガポール51.3パー
セント、NZ 9.4％、オーストラリア8.6％、米国6.8％、日本



6.1％、5.9％（2016年）フィジーです。どのくらい金持ちで、この
国の人口はどれくらい豊富ですか？ここで最も重要な数字は1
人当たりGDP（PPP）です：$3,800 (2017 推定)。 これは非常
に低い数値です。これは、1人あたりの国内総生産（Gross
Domestic Product）を意味し、現地の財やサービスの相対コス
トに関して再計算されることを意味します。もう一つの重要な
数字 - 貧困線以下の人口：26.3% (2010 推定)。

ツバルの地図
 



我々は強くお勧めします

トップアドベンチャーゲーム：アリスと魔女のための改革

MapsGuides.com：あなたの旅行のための自由なガイド

ウガンダ

インデックス：大陸と国, 世界の地図
ここでは、ウガンダの地理、住民、政府、経済および歴史

に関するオンラインで選択された情報を見つけることができま
す。選択された統計、全体図、ウガンダ - の詳細マップが含ま
れていますが、ここでウガンダの国旗から始めましょう：

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


 

ウガンダ  - 概要：
ウガンダについて知っておくべきことは何ですか？これから始

めましょう：ウガンダの境界を定めるために英国が作り出した植
民地境界は、異なる政治制度と文化を持つ広範囲の民族
集団をグループ化した。これらの違いは、1962年に独立が達
成された後に、働く政治共同体の設立を複雑にした。Idi
AMIN（1971-79）の独裁政権は、およそ30万人の敵の死に
責任があった。Milton Obote（1980-85）の下でのゲリラ戦争と
人権侵害は少なくとも10万人の命を奪ったと主張している。
1986年以来のヨーウェリ・ムセベニの支配は相対的安定と経
済成長をウガンダにもたらした。2005年の憲法国民投票で
は、多党政治に対する19年間の禁止が取り消された。2017
年12月、議会は大統領時代の制限を解除することを承認し
た。

ウガンダの地理

地球上のどこにウガンダがあります
か？この国の所在地はケニア西部、コンゴ民主共和国東部の

東 - 中央アフリカです。 ウガンダの総面積は241,038 km2であ

り、そのうち197,100 km2は土地である。 だから、これは大きな



国ではない。国の地形はどうやって説明できますか？このよう
に：ほとんどが山岳地帯の高原である。。 ウガンダの最下点は
アルバート・ナイル614 m、最も高い点スタンレー山脈にあるマ
ルゲリータ山5,110 mのです。気候はtropical; 一般的には2つの
乾燥した季節（12月から2月、6月から8月）の雨。北東部では
半乾燥しており、です。

ウガンダの住人
ウガンダで住んでいる人の数を見てみましょう。番号は

39,570,125です。 とてもたくさんの人がここに住んでいます。こ
こに住んでいる人は？ バガンガ16.5％、バニャンコレ9.6％、バ
ソガ8.8％、バキガ7.1％、イテソ7％、ランギ6.3％、バギス
4.9％、アコーリ4.4％、ルグバラ3.3％、その他32.1％（2014年
末）。 ウガンダの言語は何ですか？ 英語（公用語、ガーナま
たはルガンダ（ニジェール - コンゴ語で最も広く使用されており、
首都の母国語の刊行物に好まれており、学校で教えることも
ある）スロバキア語、アラビア語。そして宗教：プロテスタント
45.1％（聖公会32.0％、ペンテコステ/生まれながら11.1％、第
七日大使館1.7％、バプテスト3％）、ローマカトリック39.3％、
ムスリム13.7 ％、その他1.6％、なし0.2％（2014年末）。人々
は平均して何歳ですか？ 15.8 年。この数字は中央値である
と付け加えなければなりません。つまり、半分の人がこれより年
上で、半分が若いです。そして、彼らの平均余命（出生時）は
何ですか？これは：55.9 年。人々はウガンダで住んでいるとこ
ろ？ここ：人口密度は他のアフリカ諸国と比較して比較的高
い。人口の大半は、特にビクトリア湖とアルバート湖の海岸に
沿って、中部と南部に集中しています。北東は人口が最も少
ない。 ウガンダの大都市圏は、カンパラ（資本）1.936百万人



（2015年）です。
政府と経済のウガンダ
ウガンダの首都はカンパラであり、政府のタイプは大統領共

和国です。行政部門 - 121地区と1首都。アブラハム、ブユワ
ジュ、ブキエム、ブケデア、ブコマンシムビ、ブワワ、ブンブンバリ、
ブリアイサ、ブンディブギョ、ブンヤンハブ、ブッシェンイ、ブシヤ、
ブタレヤ、ブンバラ、ブテボ、ブーファ、バイデンデ、ドコロ、ゴン
バ、グルー、ホイマ、イバンガ、イガンガ、カイバン、カバレ、カバ
ロレ、カブラマイド、カガディ、カクミロ、カランガラ、カリロ、カングゥ
ン、カンパラ、カムリ、カムンゲ、カヌングゥ、キュプラ、ルカ、ル
ウェ、ルウェンゴ、ルウェンゴ、ルウェンゴ、ルウェンゴ、ルウェンゴ、
ルンゴ、ルンゲ、ルンゲ、ミャンマー、マヨカ、マベリ、ムバール、ム
バラ、ミトゥマ、ミッテアナ、モロト、モヨ、ミピギ、ムベンデ、ムコ
ノ、ナカピリピリット、ナカセケ、ナカソングラ、ナマイインゴ、を見
てみましょう。 ウガンダの経済に関して、重要な工業製品は
加工、醸造、タバコ、綿織物; セメント、鉄鋼生産です。重要
な農産物はコーヒー、紅茶、綿花、タバコ、キャッサバ（キャッサ
バ、タピオカ）、ジャガイモ、トウモロコシ、キビ、パルス、切り花;
牛肉、ヤギ肉、牛乳、家禽、魚肉です。最も重要な輸出商
品はコーヒー、魚および魚製品、茶、綿、花、園芸用品; 金で
あり、最も重要な輸出相手はケニア20.9パーセント、UAE
11.2％、ルワンダ9.5％、コンゴ民主共和国8.9％、イタリア
4.5％（2016年）です。最も重要な輸入商品は資本設備、自
動車、石油、医療用品; 穀物であり、最も重要な輸入相手
は中国17.9％、インド17.2％、UAE 9.5％、ケニア9.2％、日
本5.2％、南アフリカ4.5％、サウジアラビア4.4％（2016年）で
す。どのくらい金持ちで、この国の人口はどれくらい豊富です
か？ここで最も重要な数字は1人当たりGDP（PPP）です：



$2,400 (2017 推定)。 これは非常に低い数値です。これは、1
人あたりの国内総生産（Gross Domestic Product）を意味し、
現地の財やサービスの相対コストに関して再計算されることを
意味します。もう一つの重要な数字 - 貧困線以下の人口：
19.7% (2013 推定)。

ウガンダの地図
 

我々は強くお勧めします



トップアドベンチャーゲーム：アリスと魔女のための改革

MapsGuides.com：あなたの旅行のための自由なガイド

ウクライナ

インデックス：大陸と国, 世界の地図
ここでは、ウクライナの地理、住民、政府、経済および歴

史に関するオンラインで選択された情報を見つけることができま
す。選択された統計、全体図、ウクライナ - の詳細マップが含
まれていますが、ここでウクライナの国旗から始めましょう：
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


ウクライナ - 概要：
ウクライナについて知っておくべきことは何ですか？これから

始めましょう：ウクライナは、東部のスラヴィア州の中心であっ
た、キヴァン・ラス（Kyivan Rus）であった。キヴァン・ラスは、10世
紀と11世紀の間に、ヨーロッパで最も大きくかつ最も強力な州
であった。インターン間の喧嘩とモンゴルの侵略によって弱化さ
れたキヴァン・ラスは、リトアニア大公国に、そして最終的には
ポーランド・リトアニア連邦に編入された。キヴァン・ラスの文化
的、宗教的遺産はその後の世紀を通じてウクライナのナショナ
リズムの基盤を築いた。ウクライナの新しい州、Cossack
Hetmanateは、ポーランド人に対する反乱の後、17世紀半ば
に設立されました。継続的な白人騎兵の圧力にもかかわら
ず、Hetmanateは100年以上にわたり自律性を維持していまし
た。18世紀後半には、ほとんどのウクライナの民族誌の領域が
ロシア帝国に吸収されました。1917年に帝政ロシアが崩壊し
た後、ウクライナは短命の独立（1917〜20年）を達成したが、
800万人以上が死亡した2つの強制飢餓（1921〜22年と
1932〜33年）を工夫した残酷なソビエト支配を克服し、第二
次世界大戦では、ドイツとソビエト軍が7〜8百万人の死者を
出した。ウクライナは1991年にソ連の解散に伴って独立を達
成したが、国家統制と固有の腐敗の遺産が経済改革、民営
化、そして市民の自由への努力を止めたので、民主主義と繁
栄は依然として分かり難い。2004年の終わりに「オレンジ革
命」と呼ばれる平和的な大衆抗議は、当局が大統領府の大
統領選挙を覆し、ヴィクトール・ユシチェンコの下で政権に刷新



された新たな国際的に監視された投票を可能にした。ユシ
チェンコ陣営のその後の内部squabblesは彼のライバルヴィクト
ルYanukovychは、議会（ラダ）選挙でカムバックを上演2006年
8月に首相になり、2012年10月では2010年2月に大統領に
選出することが許され、ウクライナは広く批判、ラダの選挙を開
催しました西側のオブザーバーは、与党候補の支持、メディア
へのアクセスの妨害、野党候補の嫌がらせのために政府の資
源を使用することに欠陥があるとしている。ヤヌコビッチ大統領
が2013年11月にEUとの貿易協力協定を締結したことで、ロシ
アとの経済関係がより緊密になり、その後、学生、市民社会
運動家、その他の民間人に対する力を利用して、キエフの中
央広場の1ヶ月抗議占領。政府' 2014年2月に抗議行動隊
を解体するために暴力を使用した結果、すべての戦い、死亡
者数、国際的な非難、そして大統領のロシアへの突然の出
発がもたらされました。春の新選挙はヤヌコビッチの出発が遅
れて2014年2月には、ロシアのプーチン大統領は、アクションが
そこに住んでいる民族のロシア人を保護するためだったと主張
ウクライナのクリミア半島の侵略を命じた直後にプロ西社長ペ
トロ・ポロシェンコは6月7日2014年にオフィスを想定することが
できました。2週間後、クリミアのロシア連邦への統合に関して
「国民投票」が開催された。「国民投票」は、ウクライナ政府、
EU、米国、国連総会（UNGA）によって非合法だと非難され
た。ロシアがクリミアの合併を意図したことに対応して、100人
の国連加盟国がウクライナの主権、政治的独立、団結、領
土保全を確認し、根拠のない無効な「国民投票」を拒否し、
UNGA決議68/262を可決した。ロシアはまた、ウクライナの東
部州の2つに人材、資金、および物資を供給し、ウクライナ政
府との武力紛争を引き起こしている。ウクライナ、ロシア、およ



び認識されていない分離主義共和国の代表は、紛争を終わ
らせるために2014年9月にミンスク議定書と覚書に署名した。
しかし、この合意は戦いを止められなかった。ウクライナ、ロシ
ア、フランス、ドイツの指導者たちは、継続的な衝突を緩和す
るための新たな試みとして、2015年2月にミンスク合意を実施
するためのフォローアップ措置を交渉した。ウクライナ、ロシア、
欧州の安全保障協力機構も定期的に会合し、平和協定の
実施を促進する。ウクライナ東部でのロシア侵攻に起因する
戦闘で、33,000人以上の市民が死亡したか負傷した。

ウクライナの地理

地球上のどこにウクライナがあります
か？この国の所在地は西ヨーロッパのポーランド、ルーマニア、
モルドバ間の黒海に接する東ヨーロッパです。 ウクライナの総

面積は603,550 km2であり、そのうち579,330 km2は土地であ
る。 これはかなり大きな国です。国の地形はどうやって説明で
きますか？このように：西部（カルパチア人）またはクリミア半島
の極端な南にしかない山がある南部では殆ど肥沃な平原（台
地）と台地が暑い国の大部分を暖かく夏。 ウクライナの最下
点は黒海0 m、最も高い点Horaホバウラ2,061mです。気候は
温帯大陸; 地中海はクリミア南部沿岸にのみあります。不均
衡に分布し、西と北で最高で、東と南東ではより少ない。冬



は黒海沿岸の寒さから冷たい内陸の寒さまでさまざまです。で
す。

ウクライナの住人
ウクライナで住んでいる人の数を見てみましょう。番号は

44,033,874 (7/2017 推定)です。 とてもたくさんの人がここに住
んでいます。ここに住んでいる人は？ ウクライナの77.8パーセン
ト、ロシア17.3％、ベラルーシ、0.6％、0.5％モルドバ、クリミア
タタール0.5％ 、ブルガリア語0.4％、ハンガリー語0.3％、ルーマ
ニア語0.3％、ポーランド語0.3％、ユダヤ人0.2％、その他
1.8％（2001年推定）。 ウクライナの言語は何ですか？ ウクラ
イナ語（公用語）67.5％、ロシア語（地域言語）29.6％、
ther（小規模クリミアタタール語 - 、モルドバ語/ルーマニア語、ハ
ンガリー語を話す少数民族）2.9％（2001年の推定）。そして
宗教：正教会（含んでウクライナAutocephalous正教会
（UAOC）、ウクライナ正教会-キエフ総主教（UOC-KP）、ウク
ライナ正教会-モスクワ総主教（UOC-MP））、ウクライナギリ
シャ・カトリック、ローマカトリック、プロテスタント、イスラム教徒、
ユダヤ人の。人々は平均して何歳ですか？ 40.6 年。この数
字は中央値であると付け加えなければなりません。つまり、半
分の人がこれより年上で、半分が若いです。そして、彼らの平
均余命（出生時）は何ですか？これは：72.1 年。人々はウクラ
イナで住んでいるところ？ここ：東部（ドンバス）と西部地域で
最も密集した（2017年頃）。キエフ、ハリコフ、ドネツク、ドニプ
ロペトロフスク、。 ウクライナの大都市圏は、オデサKYIV（資
本金）294.2百万人の大都市圏周辺の注目すべき濃度。ハリ
コフは144.1万人。オデサ101万。Dnipropetrovsk 957,000; ド
ネツク934,000; Zaporizhzhya 753,000（2015）です。



政府と経済のウクライナ
ウクライナの首都はキエフ（キエフ）であり、政府のタイプは

準大統領共和国です。行政部門 - 24の州（oblasti、singular
- oblast '）、1つの自治共和国（avtonomna respublika）、2つの
自治体（mista、singular-misto）チェルカースィ、チェルニーヒウ、
チェルニフチ、クリミア又はAvtonomnaクリム共和国（シンフェロポ
リ'）、ドニプロペトロウシク（ドニエプル）、ドネツィク、イバノ
Frankivs'k、ハリコフ、ヘルソン、Khmel'nyts'kyy、キロヴォフラー
ド（Kropyvnyts'kyy）キエフ、キエフ、ルハンシク、L'VIV、
Mykolayivの、オデッサ、ポルタヴァ、リブネ、セヴァストポリ'スミ、
テルノーピリ'、Vinnytsya、ヴォルィーニ」（ウツク）、
Zakarpattya（Uzhhorodの）、Zaporizhzhyaの、Zhytomyを見て
みましょう。 ウクライナの経済に関して、重要な工業製品は、
石炭、電力、鉄と非鉄金属、機械、輸送用機器、化学薬
品、食品加工です。重要な農産物は穀物、甜菜、ヒマワリの
種、野菜; 牛肉、牛乳です。最も重要な輸出商品は鉄と非
鉄金属、燃料や石油製品、化学品、機械、輸送機器、食
品のであり、最も重要な輸出相手はロシア9.9％ 、エジプト
6.2％、ポーランド6.1％、トルコ5.7％、イタリア5.3％、インド
5.2％、中国5.1％（2016）です。最も重要な輸入商品はエネ
ルギー、機械装置、化学品であり、最も重要な輸入相手はロ
シア13.1％、中国12％、ドイツ11％、ベラルーシ7.1％ポーラン
ド6.9％、米国4.3％（2016年）です。どのくらい金持ちで、この
国の人口はどれくらい豊富ですか？ここで最も重要な数字は1
人当たりGDP（PPP）です：$8,700 (2017 推定)。 これはかなり
低い数字です。これは、1人あたりの国内総生産（Gross
Domestic Product）を意味し、現地の財やサービスの相対コス
トに関して再計算されることを意味します。もう一つの重要な



数字 - 貧困線以下の人口：24.1% (2010 推定)。
ウクライナの地図

 

我々は強くお勧めします

トップアドベンチャーゲーム：アリスと魔女のための改革

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199


MapsGuides.com：あなたの旅行のための自由なガイド

アラブ首長国連邦

インデックス：大陸と国, 世界の地図
ここでは、アラブ首長国連邦の地理、住民、政府、経済

および歴史に関するオンラインで選択された情報を見つけるこ
とができます。選択された統計、全体図、アラブ首長国連邦 -
の詳細マップが含まれていますが、ここでアラブ首長国連邦の
国旗から始めましょう：
 

アラブ首長国連邦 - 概要：
アラブ首長国連邦について知っておくべきことは何ですか？

これから始めましょう：ペルシャ湾湾岸沿岸諸国は、19世紀の
条約で英国の防衛外交を支配した。1971年には、アブダビ、
アジュマン、アル・フジャイラ、アシュ・シャリガ、ドバイ、ウム・ア
ル・ケイウェイの6州が合併し、アラブ首長国連邦（アラブ首長
国連邦）を形成しました。彼らはRa's al Khaymahによって1972
年に加わりました。アラブ首長国連邦の一人当たりGDPは、

http://mapsguides.com/


西ヨーロッパ諸国を牽引する人口と同程度です。30年以上に
わたり、石油と世界の金融がアラブ首長国連邦の経済を押し
進めました。しかし、2008〜09年には、原油価格の下落、不
動産価格の下落、国際的な銀行危機がアラブ首長国連邦
を襲った。アラブ首長国連邦（UAE）は、2010-11年に中東の
他地域で見られる「アラブ春」の不安を本質的に回避し、潜
在的な不安を払拭するため、政府は複数年に1ドルを発表し
た。北部エミレーションのために60億のインフラ投資計画を策
定し、政治改革の擁護者を積極的に追求した。近年のアラ
ブ首長国連邦（UAE）は、地域問題に重要な役割を果たし
てきました。アラブ首長国連邦は、エジプトの安定を助けるた
めに何十億ドルもの経済援助を寄付することに加えて、イラク
でイスラム国家を敗北させる米国主導の世界連合加盟国で
あり、レバント（ISIL）とサウジ主導の軍隊イエメン政府を復活
させるキャンペーン

アラブ首長国連邦の地理

地球上のどこにアラブ首長国連邦があ
りますか？この国の所在地は中東、オマーン湾とペルシャ湾と
の境界、オマーンとサウジアラビア間です。 アラブ首長国連邦

の総面積は83,600 km2であり、そのうち83,600 km2は土地で
ある。 だから、これは大きな国ではない。国の地形はどうやって
説明できますか？このように：フラット、広大な砂漠の転がり砂



丘にマージする不毛の海岸平野。東。 アラブ首長国連邦の
最下点はペルシャ湾0m、最も高い点Jabal Yibir 1,527mです。
気候は砂漠; 東の山の中でクーラーです。

アラブ首長国連邦の住人
アラブ首長国連邦で住んでいる人の数を見てみましょう。

番号は6,072,475 (7/2017 推定)です。 だから、これはあまり大
きな人口ではありません。ここに住んでいる人は？ ％ 、その他
2.3％）、エジプト10.2％、フィリピン6.1％、その他12.8％（2015
年時点）。 アラブ首長国連邦の言語は何ですか？ ウルドゥー
語、。そして宗教：イスラム教徒（公式）76％、キリスト教徒
9％、その他（主にヒンズー教および仏教徒、人口の5％以下
がパルシ、バハイ、ドルーゼ、シーク、アフマディー、Ismaili、
Dawoodi Bohraイスラム教徒、ユダヤ人）15％。人々は平均し
て何歳ですか？ 30.3 年。この数字は中央値であると付け加
えなければなりません。つまり、半分の人がこれより年上で、半
分が若いです。そして、彼らの平均余命（出生時）は何です
か？これは：77.7 年。人々はアラブ首長国連邦で住んでいる
ところ？ここ：人口はムサンダム半島の北東に集中している。ア
ブダビ、ドバイ、シャルジャの三大首長国は、ドバイの人口の
約85％に。 アラブ首長国連邦の大都市圏は、あたる2.415百
万人です。シャルジャー1290000; アブダビ（首都）1.145百万
人（2015年）です。

政府と経済のアラブ首長国連邦
アラブ首長国連邦の首都はアブダビであり、政府のタイプ

は君主制連合です。行政部門 - 7エミレーツ（イマラット、単数
- イマラ）。アブZaby（アブダビ）、「アジュマーン、アルフジャイラ、
アッシュShariqah（シャルジャ）、Dubayy（ドバイ）において、Raの



アルKhaymah、ウンムアルカイワインを見てみましょう。 アラブ首
長国連邦の経済に関して、重要な工業製品はおよび石油化
学製品; 天然ガス、再輸出、乾燥魚、日付（2012年推定）イ
ンド9.9％、イラン8.9です。重要な農産物は日付、野菜、スイ
カ。家禽、卵、乳製品; 魚油です。最も重要な輸出商品は
原油、漁業、アルミニウム、セメント、肥料、商業用船舶修
理、建材、であり、最も重要な輸出相手は％、日本8.8％、
スイス8.5％、オマーン5.4％、中国5.1％（2016）です。最も重
要な輸入商品は機械・輸送機器、化学品、食品であり、最
も重要な輸入相手は中国7.4％、米国6.9％、インド6.8％、
ドイツ4.4％（2016年）です。どのくらい金持ちで、この国の人口
はどれくらい豊富ですか？ここで最も重要な数字は1人当たり
GDP（PPP）です：$68,200 (2017 推定)。 これは、人々がここ
で平均的に富んでいることを意味します。これは、1人あたりの
国内総生産（Gross Domestic Product）を意味し、現地の財
やサービスの相対コストに関して再計算されることを意味しま
す。もう一つの重要な数字 - 貧困線以下の人口：19.5%
(2003 推定)。

アラブ首長国連邦の地図
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グレートブリテン島

インデックス：大陸と国, 世界の地図
ここでは、グレートブリテン島の地理、住民、政府、経済お

よび歴史に関するオンラインで選択された情報を見つけること
ができます。選択された統計、全体図、グレートブリテン島 - の
詳細マップが含まれていますが、ここでグレートブリテン島の国
旗から始めましょう：
 

グレートブリテン島 - 概要：
グレートブリテン島について知っておくべきことは何ですか？

これから始めましょう：英国は歴史的に議会民主主義を発展
させ、文学と科学を発展させる上で主導的役割を果たしてき
ました。19世紀の天頂では、大英帝国は地球表面の4分の1
以上を伸ばしました。20世紀前半は、英国の強さが、2つの
世界大戦とアイルランド共和国の組合からの撤退で真剣に枯
渇したのを見ました。後半は、帝国と英国の解体を目撃し、

http://mapsguides.com/


現代的で繁栄したヨーロッパの国家として再建されました。国
連安全保障理事会の常任理事国の5人とNATOと連邦の創
設メンバーの一人として、英国は外交政策に対するグローバ
ルなアプローチを追求している。スコットランド議会、ウェールズ
国会、北アイルランド議会が1998年に設立された。英国は、
1973年の加盟以来EUの活発な加盟国であったが、経済通
貨同盟外に留まることを選択した。しかし、ブリュッセルの遠隔
官僚制への不満と大国への移住に動機づけられた2016年6
月23日の英国市民は、狭くEUを離れることになった。英国と
EUは現在、英国の撤退条項について交渉中であり、2019年
3月29日の英国の予定された離脱に先立ち、将来の関係の
枠組みについて議論する予定である。

グレートブリテン島の地理

地球上のどこにグレートブリテン島が
ありますか？この国の所在地は西ヨーロッパ、アイルランドの北
部の6分の1を含む島々、北大西洋と北海の間の島々、フラン

ス北西です。 グレートブリテン島の総面積は243,610 km2であ

り、そのうち241,930 km2は土地である。 これはかなり大きな国
です。国の地形はどうやって説明できますか？このように：ほと
んど荒れた丘であり、低い山です。圧延東の平野と南東にレ
ベル。 グレートブリテン島の最下点はフェンス-4 M、最も高い



点ベンネビス1343メートルです。気候は温帯; 北大西洋潮流
を支配する南西風によって緩和された。日の半分以上は曇っ
たです。

グレートブリテン島の住人
グレートブリテン島で住んでいる人の数を見てみましょう。番

号は64,769,452 (7/2017 推定)です。 とてもたくさんの人がここ
に住んでいます。ここに住んでいる人は？ 白87.2％、黒/アフリ
カ/カリブ/黒英国3％、アジア/アジア英国：インド2.3％、アジア/
アジア英国：パキスタン1.9％、混合2％、その他3.7％（2011
年）。 グレートブリテン島の言語は何ですか？ 英語。そして宗
教：59.5％、イスラム教徒4.4％、ヒンズー教徒1.3％、その他
2％、不特定7.2％、なし25.7％（2011年推定）。人々は平均
して何歳ですか？ 40.5 年。この数字は中央値であると付け
加えなければなりません。つまり、半分の人がこれより年上で、
半分が若いです。そして、彼らの平均余命（出生時）は何で
すか？これは：80.8 年。人々はグレートブリテン島で住んでいる
ところ？ここ：人口の中心はロンドンの中心部にあり、マンチェ
スターとリバプール周辺の英国中部、エンドンバーグとグラス
ゴー、カーディフ周辺のウェールズ南部、ベルファスト・。 グレート
ブリテン島の大都市圏は、ロンドンを中心とする極東の北部ア
イルランド（スコットランドの低地））1033.1万; マンチェスター
2660000; バーミンガムは25150000; グラスゴー1122万。サウサ
ンプトン/ポーツマス882,000; リバプール870,000（2015年）で
す。

政府と経済のグレートブリテン島
グレートブリテン島の首都はロンドンであり、政府のタイプは

議会憲法君主制; 連邦居住区です。行政部門 - 27 2層



郡、32ロンドンボロー、1ロンドン市またはそれ以上のロンドン、
36首都圏、56統一当局（4単層郡を含む）を見てみましょう。
グレートブリテン島の経済に関して、重要な工業製品は工作
機械、電力機器、自動機器、鉄道機器、造船、航空機、
自動車および部品、電子・通信機器、金属、化学品、石
炭、石油、紙および紙製品、食品加工、繊維、商品です。
重要な農産物は穀物、油糧種子、ジャガイモ、野菜; ウシ、ヒ
ツジ、家禽; 魚です。最も重要な輸出商品は製造品、燃料、
化学品; 食品、飲料、タバコであり、最も重要な輸出相手は
米国14.8％、ドイツ10.7％、フランス6.4％、オランダ6.2％、ア
イルランド5.6％、スイス4.6％、中国4.4％（2016）です。最も
重要な輸入商品は製造品、機械、燃料; 食料品であり、最
も重要な輸入相手は13.6％、米国9.3％、中国9.2％、オラン
ダ7.4％、フランス5.2％、ベルギー4.9％、スイス4.5％（2016
年）です。どのくらい金持ちで、この国の人口はどれくらい豊富
ですか？ここで最も重要な数字は1人当たりGDP（PPP）です：
$43,600 (2017 推定)。 これは、人々がここで平均的に富んで
いることを意味します。これは、1人あたりの国内総生産
（Gross Domestic Product）を意味し、現地の財やサービスの
相対コストに関して再計算されることを意味します。もう一つの
重要な数字 - 貧困線以下の人口：15% (2013 推定)。

グレートブリテン島の地図
 





我々は強くお勧めします

トップアドベンチャーゲーム：アリスと魔女のための改革

MapsGuides.com：あなたの旅行のための自由なガイド

アメリカ合衆国

インデックス：大陸と国, 世界の地図
ここでは、アメリカ合衆国の地理、住民、政府、経済およ

び歴史に関するオンラインで選択された情報を見つけることが
できます。選択された統計、全体図、アメリカ合衆国 - の詳細
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マップが含まれていますが、ここでアメリカ合衆国の国旗から始
めましょう：
 

アメリカ合衆国 - 概要：
アメリカ合衆国について知っておくべきことは何ですか？これ

から始めましょう：イギリスのアメリカの植民地は1776年に母国
と壊れ、1783年にパリ条約に基づいてアメリカの新しい国家と
して認められました。19世紀と20世紀には37州の新州が国家
として13州に追加されました北米大陸を越えて拡大し、多くの
海外の所有物を取得しました。国家歴史における2つの最も
衝撃的な経験は、南北戦争（1861-65）であり、北部の連合
国が11の南部奴隷国家の分離主義勢力と1930年代の大恐
慌を打ち負かした。労働力の4分の1が雇用を失った。1991年
の第1次世界大戦と第2次世界大戦での勝利と冷戦終結に
支えられて、米国は依然として世界で最も強力な国家であ
る。第二次世界大戦の終結以来、

アメリカ合衆国の地理

地球上のどこにアメリカ合衆国がありま
すか？この国の所在地は北米では、カナダとメキシコの間、北



大西洋と北太平洋の両方に接するです。 アメリカ合衆国の総

面積は9,833,517 km2であり、そのうち9,147,593 km2は土地
である。 これは世界最大の国の一つです。国の地形はどう
やって説明できますか？このように：広大な中央平原、西の
山、東の丘と低い山々の東の斜面からの暖かいチヌーク風に
よって時折緩和されます。アラスカの険しい山々と広い川の
谷。ハワイの険しい火山地形。 アメリカ合衆国の最下点はデ
スヴァレー-86 m（北米最低地点）、最も高い点です。気候
は、主に温帯が、偉大で半乾燥、アラスカの北極圏、ハワイや
フロリダ州の熱帯ミシシッピ川の西の平野と南西の大盆地の乾
燥した土地; 北西部の低い冬の気温は、1月と2月にロッキー
山脈のです。

アメリカ合衆国の住人
アメリカ合衆国で住んでいる人の数を見てみましょう。番号

は326,625,791 (7/2017 推定)です。 だから、この国は世界で
最も人口の多い国の一つです。ここに住んでいる人は？ 白人
72.4％、黒人12.6％、アジア4.8％、アメリインとアラスカのネイ
ティブ0.9％、ネイティブハワイアンとその他の太平洋の島嶼
0.2％、その他6.2％、2つ以上のレース2.9％（2010年推定）。
アメリカ合衆国の言語は何ですか？ 英語326,625,791（2017
年7月）。そして宗教：プロテスタント46.5％、ローマカトリック
20.8％、ユダヤ人1.9％、モルモン1.6％、他のキリスト教徒
0.9％、スペイン語13％、その他のインドヨーロッパ3.7％、アジ
ア太平洋諸島3.4％、その他1％（2015年）、イスラム教
0.9％、エホバの証人0.8％、仏教徒0.7％、ヒンズー教徒
0.7％、その他1.8％、無関係22.8％、知らない/拒否
0.6％（2014年末）。人々は平均して何歳ですか？ 38.1 年。



この数字は中央値であると付け加えなければなりません。つま
り、半分の人がこれより年上で、半分が若いです。そして、彼
らの平均余命（出生時）は何ですか？これは：80 年。人々は
アメリカ合衆国で住んでいるところ？ここ：大規模な都市クラス
ターは、米国の東半分（特に五大湖地域、北東、東、南東）
と西側の層の州全体に広がっている。主にロッキー山脈やアパ
ラチアの連鎖、南西部の砂漠、極端な北部の密集した北方
の森林、中央の貴州はあまり密集していない。アラスカの人口
は南海岸に集中しています。特にアンカレッジ市を中心に、ハ
ワイはオアフ島の。 アメリカ合衆国の大都市圏は、ニューヨー
ク・ニューアークに集中しています。ロサンゼルス - ロングビーチ -
サンタアナ1231万人 シカゴ8.745百万。マイアミ58億1700万ド
ル ダラス - フォートワース57030000; ワシントンDC（資本）
4.955百万（2015年）です。

政府と経済のアメリカ合衆国
アメリカ合衆国の首都はワシントンDCであり、政府のタイプ

は憲法連邦共和国です。行政部門 - 50州および1地区; アラ
バマ州、アラスカ州、アリゾナ州、アーカンソー州、コロラド州、コ
ネチカット州、デラウェア州、フロリダ州、ジョージア州、ハワイ
州、アイダホ州、イリノイ州、インディアナ州、アイオワ州、カンザ
ス州、ケンタッキー州、ルイジアナ州、メイン州、メリーランド州、
マサチューセッツ州、ミシガン州、ミシシッピ州、ミズーリ州、モン
タナ州、ネブラスカ州、ネバダ州、ニューハンプシャー州、ニュー
ジャージー州、ニューメキシコ州、ニューヨーク州、ノースカロライ
ナ州、ノースダコタ州、オハイオ州、オクラホマ州、オレゴン州、
ペンシルバニア州、ロードアイランド州、サウスカロライナ州、サ
ウスダコタ州、テネシー州、 、バーモント州、バージニア州、ワシ
ントン、ウェストバージニア州、ウィスコンシン州、ワイオミング州



を見てみましょう。 アメリカ合衆国の経済に関して、重要な工
業製品は非常に多様化し、世界をリードする、高技術革新、
世界第二位の工業生産。鉱業、石油、鉄鋼、自動車、航
空宇宙、通信、化学、エレクトロニクス、食品加工、消費財、
木材、です。重要な農産物は牛肉、豚肉、鶏肉、乳製品;
魚; 林産物です。最も重要な輸出商品は農産物（大豆、果
物、トウモロコシ）9.2％、工業用消耗品（有機化学）26.8であ
り、最も重要な輸出相手はカナダ18.3％、メキシコ15.9％、中
国8％、日本4.4％、消費財（自動車、医薬品）
15.0％（2008年推定）カナダ資本財（トランジスタ、航空機、
自動車部品、コンピュータ、通信機器）49.0 ％ （2016）です。
最も重要な輸入商品は農産物4.9％、工業用品32.9％（原
油8.2％）、資本財30.4％（コンピューター、通信機器、自動
車部品、事務機器、電力機械）、消費財31.8％（自動車、
衣料品、医薬品、家具、玩具）（2008年基準）であり、最も
重要な輸入相手は中国21.1％、メキシコ13.4％、カナダ
12.7％、日本6％、ドイツ5.2％（2016年）です。どのくらい金
持ちで、この国の人口はどれくらい豊富ですか？ここで最も重
要な数字は1人当たりGDP（PPP）です：$59,500 (2017 推
定)。 これは、人々がここで平均的に富んでいることを意味しま
す。これは、1人あたりの国内総生産（Gross Domestic
Product）を意味し、現地の財やサービスの相対コストに関して
再計算されることを意味します。もう一つの重要な数字 - 貧
困線以下の人口：15.1% (2010 推定)。

アメリカ合衆国の地図
 



我々は強くお勧めします

トップアドベンチャーゲーム：アリスと魔女のための改革
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MapsGuides.com：あなたの旅行のための自由なガイド

ウルグアイ

インデックス：大陸と国, 世界の地図
ここでは、ウルグアイの地理、住民、政府、経済および歴

史に関するオンラインで選択された情報を見つけることができま
す。選択された統計、全体図、ウルグアイ - の詳細マップが含
まれていますが、ここでウルグアイの国旗から始めましょう：
 

ウルグアイ  - 概要：
ウルグアイについて知っておくべきことは何ですか？これから

始めましょう：1726年に軍の拠点としてスペイン人によって創設
されたモンテビデオは、すぐに自然港を利用して重要な商業セ
ンターになりました。アルゼンチンが主張しているが、1821年に
ブラジルに併合されたウルグアイは、4年後に独立宣言を発表
し、3年の闘いで1828年に自由を確保した。20世紀初頭のホ
セ・バトレ大統領の政権は、政治的伝統を確立した広範な

http://mapsguides.com/


政治的、社会的、経済的改革を開始した。1960年代後半
に発足したトゥパマロス（Tupamaros）という暴力的なマルクス主
義都市のゲリラ運動は、ウルグアイの大統領を率いて1973年
に軍の統治権を譲渡した。年末までに、反乱軍は鎮圧された
が、軍は政府。民間人のルールは1985年に回復した。2004
年、左翼中央Frente Amplio Coalitionは、コロラド州とナショナ
ル（Blanco）当事者が以前に行った170年間の政治的統制を
効果的に終結させた国選を勝ち取った。ウルグアイの政治と
労働条件は、大陸では最も自由である。

ウルグアイの地理

地球上のどこにウルグアイがあります
か？この国の所在地は南南米、南大西洋に接する、アルゼン

チンとブラジルの間です。 ウルグアイの総面積は176,215 km2

であり、そのうち175,015 km2は土地である。 だから、これは大
きな国ではない。国の地形はどうやって説明できますか？この
ように：ほとんどの平野と丘の凍結温度; 肥沃な沿岸低地。
ウルグアイの最下点は大西洋0m、最も高い点Cerro Catedral
514mです。気候は温暖な気温; ほとんど知られていないで
す。

ウルグアイの住人



ウルグアイで住んでいる人の数を見てみましょう。番号は
3,360,148 (7/2017 推定)です。 だから、これはあまり大きな人
口ではありません。ここに住んでいる人は？ 白88％、メスティー
ゾ8％、黒4％、アメリジン（実質的に存在しない）。 ウルグアイ
の言語は何ですか？ 。そして宗教：ローマカトリック47.1％、カ
トリック教徒以外のキリスト教徒11.1％、非民主化23.2％、ユ
ダヤ人0.3％、無神論者または不自然な人17.2％、その他
1.1％（2006年のest ）、スペイン語（公式）、Portunol、ブラジ
ル）。人々は平均して何歳ですか？ 35 年。この数字は中央
値であると付け加えなければなりません。つまり、半分の人がこ
れより年上で、半分が若いです。そして、彼らの平均余命（出
生時）は何ですか？これは：77.4 年。人々はウルグアイで住ん
でいるところ？ここ：、国の人口の大部分は南半球に住んでい
る。人口の約80％は都市であり、都市や都市に住んでいる。
人口のほぼ半分がモンテ。 ウルグアイの大都市圏は、ビデオの
首都周辺に住んでいますモンテビデオ（首都）1.707百万
（2015年）です。

政府と経済のウルグアイ
ウルグアイの首都はであり、政府のタイプはです。行政部

門 - 19の部門（departamentos、単一のdepartamento）;を見て
みましょう。 ウルグアイの経済に関して、重要な工業製品は食
品加工、電気機械、輸送機器、石油製品、織物、化学
品、飲料12.2％、米国6.2％、アルゼンチン5％（2016年）で
す。重要な農産物はセルロース、牛肉、大豆、米、小麦; 乳
製品; 魚; 牛肉、大豆、セルロース、米、小麦、木材、乳製
品、羊毛、ブラジル16.4％、中国9.7％（2015年推定）牛肉、
タバコ、ワインのです。最も重要な輸出商品はであり、最も重
要な輸出相手はです。最も重要な輸入商品は精製油、原



油、旅客及びその他の輸送車両、自動車部品、携帯電話
であり、最も重要な輸入相手は、中国18.8％、ブラジル
17.9％、アルゼンチン13.3％、米国6.9％、ドイツ4.7％（2016
年）です。どのくらい金持ちで、この国の人口はどれくらい豊富
ですか？ここで最も重要な数字は1人当たりGDP（PPP）です：
$22,400 (2017 推定)。 これは、生活水準がここで良いことを
意味します。これは、1人あたりの国内総生産（Gross
Domestic Product）を意味し、現地の財やサービスの相対コス
トに関して再計算されることを意味します。もう一つの重要な
数字 - 貧困線以下の人口：9.7% (2015 推定)。

ウルグアイの地図
 



我々は強くお勧めします



トップアドベンチャーゲーム：アリスと魔女のための改革

MapsGuides.com：あなたの旅行のための自由なガイド

ウズベキスタン

インデックス：大陸と国, 世界の地図
ここでは、ウズベキスタンの地理、住民、政府、経済および

歴史に関するオンラインで選択された情報を見つけることがで
きます。選択された統計、全体図、ウズベキスタン - の詳細
マップが含まれていますが、ここでウズベキスタンの国旗から始め
ましょう：
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ウズベキスタン - 概要：
ウズベキスタンについて知っておくべきことは何ですか？これ

から始めましょう：ロシアは19世紀後半にウズベキスタンの領土
を征服しました。ボルシェビキ革命後の赤軍に対する厳しい抵
抗は、最終的には抑制され、1924年には社会主義共和国が
設立された。ソビエト時代には、「ホワイトゴールド」（綿）と穀
物の集中生産によって農薬の過剰使用と水供給の枯渇がも
たらされ、土地が荒廃し、アラル海と一部の川が半乾燥したま
ま残っています。1991年以来、ソ連解体時には独立して、鉱
物や石油の輸出能力を増強し、生産拠点を増やしながら農
業生産を多様化することによって、綿単一文化への依存を減
らした。ウズベキスタン初のイスラム・カリモフ大統領は2016年9
月に死去するまで25年間ウズベキスタンを率いた。彼の後継
者である政権移管後、シャフカット・ミルジヨエフ首相は平和的
だったが、上院議長が代理大統領を務めた憲法プロセスを追
放した。2016年12月に大統領選挙で優勝したミルジヨエフ
は、ウズベキスタンの近隣諸国との関係を改善し、幅広い経
済司法改革を導入した。

ウズベキスタンの地理

地球上のどこにウズベキスタンがあり



ますか？この国の所在地は中央アジア、トルクメニスタンの北
部、カザフスタンの南部です。 ウズベキスタンの総面積は

447,400 km2であり、そのうち425,400 km2は土地である。 これ
はかなり大きな国です。国の地形はどうやって説明できます
か？このように：、砂丘のある平坦な砂地の砂漠。Amu
Darya、Syr Darya（Sirdaryo）、およびZarafshonのコースに沿っ
て幅広くフラットな強烈に灌漑された川の谷。タジキスタンとキ
ルギスタンの山岳地帯に囲まれた東にあるフェルガナ渓谷。
西。 ウズベキスタンの最下点はサリカミシュクーリのアラル海縮
小 - 12 m、最も高い点アデルンガ・トギ4,301 mです。気候は
大部分は中緯度砂漠、長く暑い夏、穏やかな冬。東部の半
乾燥草地でです。

ウズベキスタンの住人
ウズベキスタンで住んでいる人の数を見てみましょう。番号

は29,748,859 (7/2017 推定)です。 とてもたくさんの人がここに
住んでいます。ここに住んでいる人は？ ウズベク80％、ロシア
5.5％、タジク5％、カザフ3％、カラカルパク2.5％、タタール
1.5％、その他2.5）、29,748,859 人％（1996 EST。）。 ウズベ
キスタンの言語は何ですか？ ウズベク（公式）74.3パーセント、
ロシア14.2％、タジク4.4％、その他7.1％。そして宗教：イスラ
ム教徒の88％（主にスンニ派）、東方正教会9％、その他
3％。人々は平均して何歳ですか？ 28.6 年。この数字は中
央値であると付け加えなければなりません。つまり、半分の人
がこれより年上で、半分が若いです。そして、彼らの平均余命
（出生時）は何ですか？これは：74 年。人々はウズベキスタン
で住んでいるところ？ここ：ほとんどの人口のうち、最も東部に
位置する肥沃なフェルガナ渓谷に集中している。中央と西の



砂漠は人口密度の低い。 ウズベキスタンの大都市圏は、タシ
ケント（首都）である2.251百万人（2015年）であり、です。

政府と経済のウズベキスタン
ウズベキスタンの首都はタシケント（Toshkent）であり、政府

のタイプは大統領共和国; 高度に権威主義的なです。行政
部門 - 12州（viloyatlar、単数 - viloyat）、1自治共和国
（avtonom respublikasi）、1市（shahar）。南アフリカ・ヴィロヤ
ティ、ナヴォイ・ヴィロヤティ、カシュカダリョ・ヴィロヤティ、カラカル
パギスタン共和国（ヌーカス）、サマルカンド・ヴィロヤティ、シルデ
リヤ・ヴィロヤティ（グイリストン）、サークス・ダンダロ・ヴィロヤティ
（サルサドリャ・ヴィロヤティ）、アンディジョン・ヴィロヤティ、ブソロ・
ヴィロヤティ、ファルゴナ・ヴィロヤティ、トシケント・シャリ
（Tashkent City）、タシュケント・ヴィロヤティ（Tashkent）、
Xorazm Viloyati（Urganch）を見てみましょう。 ウズベキスタンの
経済に関して、重要な工業製品は繊維、食品加工、機械
棟、冶金、鉱業、炭化水素抽出、化学物質です。重要な農
産物は綿、野菜、果物、穀物; 畜産です。最も重要な輸出
商品はエネルギー製品、綿、金、ミネラル肥料、鉄と非鉄金
属、繊維、食品、機械、自動車であり、最も重要な輸出相
手はスイス35.1パーセント、中国19.7％、ロシア9.3％、トルコ
8.7％、カザフスタン7.2％、バングラデシュ5.4％、アフガニスタン
4.9％（2016）です。最も重要な輸入商品は機械器具、食料
品、化学品、鉄および非鉄金属であり、最も重要な輸入相
手は中国22.2％、ロシア18％、韓国10.5％ 、カザフスタン
10％、トルコ5.8％、ドイツ5.2％（2016年）です。どのくらい金
持ちで、この国の人口はどれくらい豊富ですか？ここで最も重
要な数字は1人当たりGDP（PPP）です：$7,000 (2017 推
定)。 これはかなり低い数字です。これは、1人あたりの国内総



生産（Gross Domestic Product）を意味し、現地の財やサービ
スの相対コストに関して再計算されることを意味します。もう一
つの重要な数字 - 貧困線以下の人口：14% (2016 推定)。

ウズベキスタンの地図
 

我々は強くお勧めします

トップアドベンチャーゲーム：アリスと魔女のための改革
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MapsGuides.com：あなたの旅行のための自由なガイド

バヌアツ

インデックス：大陸と国, 世界の地図
ここでは、バヌアツの地理、住民、政府、経済および歴史

に関するオンラインで選択された情報を見つけることができま
す。選択された統計、全体図、バヌアツ - の詳細マップが含ま
れていますが、ここでバヌアツの国旗から始めましょう：
 

バヌアツ  - 概要：
バヌアツについて知っておくべきことは何ですか？これから始

めましょう：18世紀のヨーロッパの探検に先立つ何千年もの
間、新しいヘブリデス諸島に移住した。この決済パターンは、
今日までの列島で見つかった複雑な言語的多様性を説明し
ています。19世紀に新しいヘブリデス諸島に定住したイギリス
人とフランス人は、1906年にバヌアツの新しい名前が採択され
た1980年に独立まで島々を管理する英国風のマンションに合
意した。

http://mapsguides.com/


バヌアツの地理

地球上のどこにバヌアツがあります
か？この国の所在地はオセアニア、南太平洋の島の群、ハワ
イからオーストラリアまでの道の約4分の1です。 バヌアツの総面

積は12,189 km2であり、そのうち12,189 km2は土地である。 だ
からこれはかなり小さい国です。国の地形はどうやって説明で
きますか？このように：、火山起源の主に山間の島々の影響
を受ける可能性がある。狭い沿岸平野。 バヌアツの最下点は
太平洋0 m、最も高い点タヴェマサナ1,877 mです。気候はト
ロピカル; 5月から10月までの東南アジアの貿易風によって調整
された。11月から4月の適度な降水量; 12月から4月のサイクロ
ンによってです。

バヌアツの住人
バヌアツで住んでいる人の数を見てみましょう。番号は

282,814 (7/2017 推定)です。 そう多くの人がここに住んでいる
わけではありません。ここに住んでいる人は？ Ni-Vanuatu
97.6％、Ni-Vanuatu 1.1％、その他1.3％（2009年の推定）。
バヌアツの言語は何ですか？ フランス語（公式）0.6％、その他
0.5％（2009年の推定）。そして宗教：プロテスタント70％（長
老27.9％を含む、ローマ・カトリック12.4％、慣習的な信念
3.7％（ジョン・フラム・カーゴ・カルトを含む）、ローマ・カトリック
12.4％、ローマ・カトリック12.4％、ローマ・カトリック12.4％ 、そ
の他12.6％、なし1.1％、不特定0.2％（2009年推定）。人々
は平均して何歳ですか？ 22 年。この数字は中央値であると



付け加えなければなりません。つまり、半分の人がこれより年
上で、半分が若いです。そして、彼らの平均余命（出生時）は
何ですか？これは：73.7 年。人々はバヌアツで住んでいるとこ
ろ？ここ：。都市人口は主にPort-VilaとLugenvilleの2都市に住
んでいます。エスピリト・サント、マラクラ、エファテの3つの最大の
島々は、人口の半分以上を占める。 バヌアツの大都市圏
は、PORT-VILA（資本金）53,000（2014年）です。

政府と経済のバヌアツ
バヌアツの首都はPort-Vila（エファテ）であり、政府のタイプ

は議会共和国です。行政部門 - 6州; マラパ、ペナマ、サン
マ、シェファ、Tafea、Torbaを見てみましょう。 バヌアツの経済に
関して、重要な工業製品は食品や魚冷凍、木材加工、肉
の缶詰です。重要な農産物はコプラ、ココナッツ、ココア、コー
ヒー、 、ヤム、果物、野菜; 牛肉; 魚のです。最も重要な輸出
商品はコプラ、牛肉、ココア、木材、カバ、コーヒーであり、最も
重要な輸出相手はエクアドル18.4％、オーストラリア13.8％、
ベネズエラ10.1パーセント、米国9.8％、日本8.2％、英国
6.7％、フランス5.7 ％、香港5.2％（2016）です。最も重要な
輸入商品は機械・設備、食料、燃料であり、最も重要な輸
入相手はオーストラリア27.8％、ニュージーランド17.6％、中国
10.5％、フランス10％、シンガポール6.1％、タイ4.8％（2016
年）です。どのくらい金持ちで、この国の人口はどれくらい豊富
ですか？ここで最も重要な数字は1人当たりGDP（PPP）です：
$2,800 (2017 推定)。 これは非常に低い数値です。これは、1
人あたりの国内総生産（Gross Domestic Product）を意味し、
現地の財やサービスの相対コストに関して再計算されることを
意味します。もう一つの重要な数字 - 貧困線以下の人口：
未知の%。



バヌアツの地図
 





我々は強くお勧めします

トップアドベンチャーゲーム：アリスと魔女のための改革

MapsGuides.com：あなたの旅行のための自由なガイド

ベネズエラ

インデックス：大陸と国, 世界の地図
ここでは、ベネズエラの地理、住民、政府、経済および歴

史に関するオンラインで選択された情報を見つけることができま
す。選択された統計、全体図、ベネズエラ - の詳細マップが含
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まれていますが、ここでベネズエラの国旗から始めましょう：
 

ベネズエラ - 概要：
ベネズエラについて知っておくべきことは何ですか？これから

始めましょう：ベネズエラは、1830年にグラン・コロンビア（コロンビ
アになったエクアドルとニューグラナダである）の崩壊から浮上し
た3カ国の1つでした。ベネズエラは、20世紀前半の大半におい
て、石油産業を促進し、社会改革を可能にする一般的に善
意の軍人で支配された。1999年から2013年の大統領ユゴ
チャベスと任命された後継者のニコラスマドゥロ大統領の下で、
行政府は他の支局よりもますます独裁支配権を行使してき
た。同時に、民主的な制度が悪化し、表現の自由や報道機
関が縮小され、政治偏向が拡大した。与党の経済政策は、
大企業の没収、民間部門の投資と生産を妨げる厳格な為
替や物価管理、石油産業の歳入への過度の依存などを通じ
て経済における役割を果たしている。現在の懸念事項には、
人権侵害、暴力犯罪の蔓延、高インフレ、基本消費財、医
薬品、医療品の広範な不足などがあります。

ベネズエラの地理



地球上のどこにベネズエラがあります
か？この国の所在地はコロンビアとガイアナの間のカリブ海と北
大西洋に接する北米南米です。 ベネズエラの総面積は

912,050 km2であり、そのうち882,050 km2は土地である。 これ
はかなり大きな国です。国の地形はどうやって説明できます
か？このように：北西部のアンデス山脈とマラカイボ低地ではよ
り穏やかです。中部平原（イノス）; ギニア・ハイランズ南東。 ベ
ネズエラの最下点はカリブ海0 m、最も高い点ピコ・ボリバル
4,978 mです。気候はtropical; 熱い、湿った;です。

ベネズエラの住人
ベネズエラで住んでいる人の数を見てみましょう。番号は

31,304,016 (7/2017 推定)です。 とてもたくさんの人がここに住
んでいます。ここに住んでいる人は？ ローマカトリック96％、プロ
テスタント2％、その他2％28.3歳1.24％（2017年推定）、人
口のほとんどが集中している（スペイン語、イタリア語、ポルトガ
ル語、アラブ、ドイツ語、アフリカ人、先住民。 ベネズエラの言
語は何ですか？ ）アンデスの北端にある東部の隆起に沿った
北部と西部の高地には、カラカス・カラカス（首都）の首都を含
む地域290万6000人、マラカイボ2196万; バレンシアは1.734
百万人、マラカイ11660000; Barquisimeto 1.039百万人（2015



年）76歳2.32人の子供/女性（2017年まで）97.1％連邦大統
領共和国Caracas 10 29 N、66 52 W。そして宗教：。人々は
平均して何歳ですか？ 28.3 年。この数字は中央値であると
付け加えなければなりません。つまり、半分の人がこれより年
上で、半分が若いです。そして、彼らの平均余命（出生時）は
何ですか？これは：76 年。人々はベネズエラで住んでいるとこ
ろ？ここ：。 ベネズエラの大都市圏は、です。

政府と経済のベネズエラ
ベネズエラの首都はであり、政府のタイプはです。行政部

門 - 23州（estados、singular - estado）、1首都圏（distrito
capital）、および1連邦依存（federal dependency）。ファルコン、
グアリコ、ララ、メリダ、ミランダ、モナガス、ヌエバ・エスパルタ、ポ
ルトガル語、スペイン語、スペイン語、スペイン語、スペイン語、
スペイン語、スペイン語、スペイン語、スペイン語、スペイン語、
スクレ、タチラ、トルヒーヨ、バルガス、ヤラクイ、スリアを見てみま
しょう。 ベネズエラの経済に関して、重要な工業製品は農産
物、畜産、原材料、機械設備、輸送機器、建築材料、医
療機器、医薬品、化学品、鉄鋼製品、原油及び石油製品
のです。重要な農産物は、トウモロコシ、ソルガム、サトウキ
ビ、米、バナナ、野菜、コーヒー; 牛肉、豚肉、牛乳、卵; 魚で
す。最も重要な輸出商品は石油及び石油製品、ボーキサイ
ト、アルミ、鉱物、化学品、農産物であり、最も重要な輸出
相手は米国35.1％、インド17.2％、中国14.1％、オランダ領
アンティル8％、シンガポール5.3％、キューバ4.1％（2016）で
す。最も重要な輸入商品は農産物、家畜、機械器具、輸
送機器、建設医薬品、化学品、鉄鋼製品であり、最も重要
な輸入相手は米国22.1％、中国14.3％、ブラジル7.4％、コ
ロンビア4.2％（2016年）です。どのくらい金持ちで、この国の人



口はどれくらい豊富ですか？ここで最も重要な数字は1人当た
りGDP（PPP）です：$12,400 (2017 推定)。 これはかなり良い
です。これは、1人あたりの国内総生産（Gross Domestic
Product）を意味し、現地の財やサービスの相対コストに関して
再計算されることを意味します。もう一つの重要な数字 - 貧
困線以下の人口：19.7% (2015 推定)。

ベネズエラの地図
 

我々は強くお勧めします



トップアドベンチャーゲーム：アリスと魔女のための改革

MapsGuides.com：あなたの旅行のための自由なガイド

ベトナム

インデックス：大陸と国, 世界の地図
ここでは、ベトナムの地理、住民、政府、経済および歴史

に関するオンラインで選択された情報を見つけることができま
す。選択された統計、全体図、ベトナム - の詳細マップが含ま
れていますが、ここでベトナムの国旗から始めましょう：
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ベトナム - 概要：
ベトナムについて知っておくべきことは何ですか？これから始

めましょう：ベトナムの征服は1858年に始まり、1884年に完了
し、1887年にはインドシナの一部となった。ベトナムは第二次
世界大戦後独立を宣言したが、フランスはホーチミンの下で共
産党による1954年の敗北まで統治を続けた。1954年のジュ
ネーブ合意のもと、ベトナムは北朝鮮と反共産主義の南部に
分かれていた。南ベトナムへの米国の経済と軍事援助は1960
年代にかけて政府を強化しようとしたが、1973年の停戦合意
に伴い米軍は撤退した.2年後、北ベトナム軍は南北戦争を
共産主義国ルール。平和の復帰にもかかわらず、10年以上
にわたり、保守的な指導方針のため経済成長はほとんど見ら
れず、個人の迫害と大量流出 - それらの多くは南ベトナム商
人の成功 - と国際的な隔離の拡大です。ベトナム当局は、
1986年のベトナムの「改革」政策が制定されて以来、経済の
自由化を促進し、経済の近代化とより競争力のある輸出主
導型産業の生産に必要な構造改革を制定した。共産主義
指導者は政治的表現を厳しく管理しているが、人権の保護
を向上させるためのある程度の控えめなステップを示している。
国は小規模の抗議を経験し続けており、大部分は土地利用
問題、政治空間の拡大、または紛争解決のための公平なメ
カニズムの欠如を要求している。

ベトナムの地理



地球上のどこにベトナムがあります
か？この国の所在地はタイ湾、トンキン湾、南シナ海、中国、
ラオス、カンボジアに接する東南アジアです。 ベトナムの総面積

は331,210 km2であり、そのうち310,070 km2は土地である。 こ
れはかなり大きな国です。国の地形はどうやって説明できます
か？このように：南、北のフラットデルタと北のモンスーン、中央
高地; 丘陵地、山岳地帯、南北西。 ベトナムの最下点は南
シナ海0 m、最も高い点ファン・シー・パン3,144 mです。気候
は。雨季（5月から9月）と暖かく乾燥した季節（10月から3月）
のです。

ベトナムの住人
ベトナムで住んでいる人の数を見てみましょう。番号は

96,160,163 (7/2017 推定)です。 だから、この国は世界で最も
人口の多い国の一つです。ここに住んでいる人は？
Kinh（Viet）85.7人タイ語1.9％、タイ語1.8％、ムオン1.5％、ク
メール1.5％、モン1.2％、ヌン1.1％、ホア1％、その他4.3％。
ベトナムの言語は何ですか？ ベトナム語（公用語）、英語（第
2言語としてますます好まれる） 、。そして宗教：仏教徒
7.9％、カトリック6.6％、ホアハオ1.7％、カオダイ0.9％、プロテ
スタント0.9％、イスラム教徒0.1％、なし81.8％（2009年の
est）、中国とクメール語、山岳地域言語（モンクメール語とマ
レー語 - ポリネシア語））。人々は平均して何歳ですか？ 30.5



年。この数字は中央値であると付け加えなければなりません。
つまり、半分の人がこれより年上で、半分が若いです。そして、
彼らの平均余命（出生時）は何ですか？これは：73.7 年。
人々はベトナムで住んでいるところ？ここ：それは世界で最も人
口密度の高い国の一つですが、人口は均等に分散していま
せん。クラスタリングは南シナ海とトンキン湾に沿って最も重く、
メコンデルタ（南部）とレッドリバーバレー（北部）は。 ベトナムの
大都市圏は、ホーチミン市最大の人口7298万人で、ハノイ
（首都）Thoは1,175万人になる可能性があります。ハイフォン
（Haiphong）ダナン952,000; ビエンホア834,000（2015年）で
す。

政府と経済のベトナム
ベトナムの首都はハノイ（ハノイ）であり、政府のタイプは共

産主義国です。行政部門 - 58の州（錫、単数および複数）、
5つの自治体単数形と複数形）を見てみましょう。 ベトナムの
経済に関して、重要な工業製品は食品加工、衣料品、靴、
機械製造; 鉱業、石炭、鉄鋼; セメント、化学肥料、ガラス、
タイヤ、石油、携帯電話です。重要な農産物は米、コー
ヒー、ゴム、茶、コショウ、大豆、カシューナッツ、サトウキビ、ピー
ナッツ、バナナ。豚肉; 家禽; シーフードです。最も重要な輸出
商品は衣類、靴、電子機器、魚介類、原油、米、コーヒー、
木製品、機械であり、最も重要な輸出相手はUS 20.2％、
中国14.2％、日本8.2％ 、韓国6.2％（2016）です。最も重要
な輸入商品は機械・設備、石油製品、鉄鋼製品、衣料品、
エレクトロニクス、プラスチック、自動車原料であり、最も重要な
輸入相手は中国25.1％、韓国17.5％、日本7.9％、米国
6％、タイ4.7％（2016年）です。どのくらい金持ちで、この国の
人口はどれくらい豊富ですか？ここで最も重要な数字は1人



当たりGDP（PPP）です：$6,900 (2017 推定)。 これはかなり低
い数字です。これは、1人あたりの国内総生産（Gross
Domestic Product）を意味し、現地の財やサービスの相対コス
トに関して再計算されることを意味します。もう一つの重要な
数字 - 貧困線以下の人口：11.3% (2012 推定)。

ベトナムの地図
 





我々は強くお勧めします

トップアドベンチャーゲーム：アリスと魔女のための改革

MapsGuides.com：あなたの旅行のための自由なガイド

アメリカ領ヴァージン諸島

インデックス：大陸と国, 世界の地図
ここでは、アメリカ領ヴァージン諸島の地理、住民、政府、

経済および歴史に関するオンラインで選択された情報を見つ
けることができます。選択された統計、全体図、アメリカ領

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


ヴァージン諸島 - の詳細マップが含まれていますが、ここでアメリ
カ領ヴァージン諸島の国旗から始めましょう：
 

アメリカ領ヴァージン諸島 - 概要：
アメリカ領ヴァージン諸島について知っておくべきことは何で

すか？これから始めましょう：デーンズは、17世紀から18世紀
初頭にセント・トーマス、セント・ジョン、セント・クロワの南バージ
ン諸島を支配した。アフリカの奴隷労働によって生産されたサ
トウキビは、18世紀と19世紀の間に島の経済を牽引した。
1917年、米国は1848年に奴隷制の廃止から経済的に衰退
していたデンマークの資産を購入した。2017年9月6日、ハリ
ケーン・アーマーはセント・トーマスとセント・ジョンのヴァージン諸
島の北を通過し、道路、セントトーマスの空港、通信、電気な
どがあります。2週間も経たないうちに、ハリケーン・マリアは南
バージン諸島のセント・クロア島を通過し、大雨や洪水の雨で
大きな被害をもたらしました。

アメリカ領ヴァージン諸島の地理

地球上のどこにアメリカ領ヴァージン
諸島がありますか？この国の所在地はカリブ海、カリブ海と北
大西洋の間の島、プエルトリコの東です。 アメリカ領ヴァージン

諸島の総面積は1,910 km2であり、そのうち346 km2は土地で
ある。 だからこれはかなり小さい国です。国の地形はどうやって



説明できますか？このように：ほとんどが丘陵で険しく、山間部
にはほとんど平坦ではありません。 アメリカ領ヴァージン諸島の
最下点はカリブ海0m、最も高い点クラウン山474mのです。気
候は亜熱帯、東方の貿易風、比較的湿度が低く、季節的な
温度変化が少ない。雨季9月〜11月はです。

アメリカ領ヴァージン諸島の住人
アメリカ領ヴァージン諸島で住んでいる人の数を見てみま

しょう。番号は107,268 (7/2017 推定)です。 そう多くの人がこ
こに住んでいるわけではありません。ここに住んでいる人は？
黒76％、白15.6％、アジア1.4％、その他4.9％、混合2.1％。
アメリカ領ヴァージン諸島の言語は何ですか？ スペイン語また
はスペイン語クレオール17.2％、フランス語またはフランス語クレ
オール8.6％、その他2.5％（2010年時点）。そして宗教：プロテ
スタント59％（バプテスト42％、エピスコパリア17％）、ローマカト
リック34％、その他7％。人々は平均して何歳ですか？ 41
年。この数字は中央値であると付け加えなければなりません。
つまり、半分の人がこれより年上で、半分が若いです。そして、
彼らの平均余命（出生時）は何ですか？これは：79.4 年。
人々はアメリカ領ヴァージン諸島で住んでいるところ？ここ：島
全体の人口密度は比較的低いが、セント・トーマスのシャー
ロット・アマリー、セント・クロアのクリスチャンステッド周辺では
0.25％（2017年）の濃度が出現しているが、シャルロット。 アメ
リカ領ヴァージン諸島の大都市圏は、・アマリー（5240人）
（2014年）です。

政府と経済のアメリカ領ヴァージン諸島
アメリカ領ヴァージン諸島の首都はシャーロット・アマリーであ

り、政府のタイプは大統領民主主義。米国の自治領です。



行政部門 - なし（米国の領土）。米国政府が定義した第一
次行政区分は存在しないが、第二位に3つの島がある。セン
トトーマスセントトーマス、セントトーマスを見てみましょう。 アメリ
カ領ヴァージン諸島の経済に関して、重要な工業製品は観
光、時計組立、ラム蒸留、建設、医薬品、エレクトロニクスで
す。重要な農産物は果物、野菜、ソルガム; セネパル牛です。
最も重要な輸出商品はラムであり、最も重要な輸出相手は
これは不明ですです。最も重要な輸入商品は食料品、消費
財、建材であり、最も重要な輸入相手はこれは不明ですで
す。どのくらい金持ちで、この国の人口はどれくらい豊富です
か？ここで最も重要な数字は1人当たりGDP（PPP）です：
$36,100 (2013 推定)。 これは、生活水準がここで良いことを
意味します。これは、1人あたりの国内総生産（Gross
Domestic Product）を意味し、現地の財やサービスの相対コス
トに関して再計算されることを意味します。もう一つの重要な
数字 - 貧困線以下の人口：28.9% (2002 推定)。

アメリカ領ヴァージン諸島の地図
 



我々は強くお勧めします



トップアドベンチャーゲーム：アリスと魔女のための改革

MapsGuides.com：あなたの旅行のための自由なガイド

イエメン

インデックス：大陸と国, 世界の地図
ここでは、イエメンの地理、住民、政府、経済および歴史

に関するオンラインで選択された情報を見つけることができま
す。選択された統計、全体図、イエメン - の詳細マップが含ま
れていますが、ここでイエメンの国旗から始めましょう：
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イエメン - 概要：
イエメンについて知っておくべきことは何ですか？これから始

めましょう：ノース・イエメンは1918年にオスマン帝国から独立し
た。19世紀にアデン南部港周辺に保護区域を設けたイギリス
人は、1967年に南イエメンとなってから撤退した。3年後、南
部政府はマルクス主義指向を採択した。南から北への数十万
人のイエメン人の大規模な離脱は、20年間の国家間の敵対
につながった。両国は1990年にイエメン共和国として正式に
統一されました。1994年の南部分裂運動と短期内戦が急速
に抑制されました。2000年に、サウジアラビアとイエメンは国境
を画定することに合意した。政府とザイディ・シリアのムスリム少
数民族であるフーティスの北西部での戦闘は、2004年から
2010年まで断続的に続いた。南部分裂運動は2007年に再
活性化した。その後、サニア大統領に対するサヌアの公衆集
会は、チュニジアとエジプトでの同様のデモンストレーションに触
発されて、2011年1月下旬から失業率の高さ、景気の悪い状
況、腐敗に対する苦情を受けて徐々に勢いを増した。翌月ま
でに、いくつかの抗議が暴力をもたらし、デモが他の主要都市
に広がった。3月までに、野党はその要求を強化し、サリハの即
時放棄の要求のもとで統合していた。2011年4月、湾岸協力
理事会（GCC）は、イエメンの危機を仲介するために、GGCイ
ニシアチブを提案した.GGCイニシアチブは、大統領が免責の
ために辞任するという合意であった。Salihが合意に署名するこ
とを拒否したことは、さらなる暴力につながった。国連安全保
障理事会は2011年10月、決議2014を可決し、暴力の終了



と電力移転契約の完了を要求した。2011年11月、Salihは辞
任し、Abd Rabuh Mansur HADI副社長に権限の一部を譲渡
するGCCイニシアチブに署名しました。2012年2月のHADIの
勝利の勝利に続き、Salihは正式に彼の権力を移譲した。
GCCイニシアチブに基づき、イエメンは憲法、政治、社会の主
要課題について議論するため、2013年3月に国家対話会議
（NDC）を開始した。HADIは2014年1月にNDCを締結し、憲
法草案作成、憲法的な国民投票、国家選挙など、移行プ
ロセスの後続の段階を開始する予定である。彼らの苦情を認
識しているフーティスは、NDCで取り上げられていませんでした
が、Salihと協力してイエメン北西部の影響力を拡大し、2014
年9月に軍隊やライバル部族に大きな打撃を与え、首都サナ
アを圧倒することを可能にしました。2015年1月、Huthisは大
統領宮殿、HADI HADIと内閣に辞表提出を促した。HADI
は2015年2月にアデンに逃げ、辞任を取りやめた。彼はその
後、オマーンに逃げてから、サウジアラビアに移動し、Huthisから
正当な政府を保護するためにGCCに軍事的にイエメンに介
入するよう頼んだ。3月に、サウジアラビアはアラブ軍の連合を
結成し、フティスとフーティ連合軍に対して空爆を開始した。
2016年に国連はクウェートで空襲と戦闘を減らし、クウェートで
和平交渉を始めた数カ月間の敵対行為の停止を仲介した。
しかし、協議は合意なしに終わった。HuthisとSalihの政党は、
Sanaで統治し、さらにHADIの政府の正当性に挑戦するた
め、2016年8月に最高政治評議会と2016年11月に首相と数
十の閣僚を含む国民救済政府を発表した。いずれの側も決
定的な戦場の利益をもたらし、紛争を永続させ、北部と南部
のイエメンの分裂を深めていない間に、さらなる平和の試みは
失敗した。HuthisとSalihの間の緊張の高まりの中で、



イエメンの地理

地球上のどこにイエメンがありますか？
この国の所在地は中東、アラブ海、アデン湾、紅海、オマーン

とサウジアラビアの国境です。 イエメンの総面積は527,968 km2

であり、そのうち527,968 km2は土地である。 これはかなり大き
な国です。国の地形はどうやって説明できますか？このように：
平らな山と険しい山々に裏打ちされた東の狭い海岸平原で、
異常に暑く乾燥した厳しい砂漠。アラブ海半島の砂漠の内部
に坂道の砂漠の平坦な平野。 イエメンの最下点はアラビア海
0 m、最も高い点JabalとNabi Shu'ayb 3,666 mのです。気候は
殆どの砂漠; 西海岸に沿って高温多湿。季節的なモンスーン
の影響を受ける西側の山岳地帯の温帯。です。

イエメンの住人
イエメンで住んでいる人の数を見てみましょう。番号は

28,036,829 (7/2017 推定)です。 とてもたくさんの人がここに住
んでいます。ここに住んでいる人は？ アラブ首長国連邦の
28,036,829（2017年7月の推定）の極西部に位置していま
す。南アフリカ人、ヨーロッパ人アラブ人。 イエメンの言語は何
ですか？ （公式）。そして宗教：イスラム教徒99.1％（公務
員、ほぼすべてが市民、推定65％はスンニ派、35％はシ
アー）、その他0.9％（ユダヤ人、バハイ族、ヒンズー教徒（2010



年の推定値）。人々は平均して何歳ですか？ 19.5 年。この
数字は中央値であると付け加えなければなりません。つまり、
半分の人がこれより年上で、半分が若いです。そして、彼らの
平均余命（出生時）は何ですか？これは：65.9 年。人々はイ
エメンで住んでいるところ？ここ：人口の大部分はアシール山脈
（より大きなサラワット山系の一部）にあり、国の遠い西部地
域。 イエメンの大都市圏は、Sanaa（資本金）2.962百万。ア
デン882,000（2015）です。

政府と経済のイエメン
イエメンの首都はSanaaであり、政府のタイプはが移行中で

す。行政部門 - 22州政府（muhafazat、singular - muhafazah）;
アルバイト、Al Mahd、Al Mahwit、Amanat al 'Asimah（Sanaa
City）、' Amran、Arkhabil Suqutra（Socotra Archipelago）、
Dhamar、Hadramawt 、ハジャ、イブ、ラハイ、マリブ、レイマー、
サッダ、サンア（サナ）、シャブワ、タジズを見てみましょう。 イエメ
ンの経済に関して、重要な工業製品は原油生産と石油精
製; 綿織物、皮革製品の小規模生産; 食品加工; 手工芸
品; アルミニウム製品; セメント; 商業船の修理; 天然ガス生産
です。重要な農産物は穀物、果物、野菜、豆類、QAT、コー
ヒー、綿花; 乳製品、家畜（ヒツジ、ヤギ、ウシ、ラクダ）、家禽;
魚です。最も重要な輸出商品は、原油、コーヒー、乾燥さ
せ、塩辛、液化天然ガスであり、最も重要な輸出相手はエジ
プト26％、サウジアラビア15.4％、オマーン11.3％、マレーシア
9.8％、タイ5.8％、UAE 4.9％（2016年）です。最も重要な輸
入商品は食品や生きた動物、機械設備、化学薬品であり、
最も重要な輸入相手はUAE 12.8％、中国12％、トルコ
8％、サウジアラビア8％、インドネシア6.8％、ブラジル6.6％、イ
ンド4.8％（2016年）です。どのくらい金持ちで、この国の人口



はどれくらい豊富ですか？ここで最も重要な数字は1人当たり
GDP（PPP）です：$2,300 (2017 推定)。 これは非常に低い数
値です。これは、1人あたりの国内総生産（Gross Domestic
Product）を意味し、現地の財やサービスの相対コストに関して
再計算されることを意味します。もう一つの重要な数字 - 貧
困線以下の人口：54% (2014 推定)。

イエメンの地図
 

我々は強くお勧めします



トップアドベンチャーゲーム：アリスと魔女のための改革

MapsGuides.com：あなたの旅行のための自由なガイド

ザンビア

インデックス：大陸と国, 世界の地図
ここでは、ザンビアの地理、住民、政府、経済および歴史

に関するオンラインで選択された情報を見つけることができま
す。選択された統計、全体図、ザンビア - の詳細マップが含ま
れていますが、ここでザンビアの国旗から始めましょう：
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
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ザンビア - 概要：
ザンビアについて知っておくべきことは何ですか？これから始

めましょう：北ローデシアの領土は、1891年から1923年に英国
に引き継がれるまで、旧英国南アフリカ社によって管理されまし
た。1920年代から1930年代にかけて、鉱業の発展は発展と
移民を促しました。1980年代から1990年代にかけて、銅価格
の下落、経済的な管理ミス、長期的な干ばつなどが経済を
傷つけました。1991年の選挙は一党ルールに終止符を打ち、
多党民主主義運動（MMD）を政府に推進した。しかし、その
後の1996年の投票では、野党の嫌がらせや州のメディアやそ
の他の資源の乱用が増えた。2001年の選挙では行政上の問
題があり、与党候補レヴィ・ワワナワサの選挙に挑戦する法的
な請願を3人が提出した。Mwanawasaは自由で公平であると
考えられた選挙で2006年に再選されました。2008年8月に死
去した後、彼はその年後半に特別大統領選挙で優勝した副
社長のルピア・バンダ氏に引き継がれました。MMDとバンダ
は、2011年の総選挙で、パトリオティックフロント（PF）とマイケル
SATAに負けた。しかし、SATAは、不安定な経済管理の期間
を主導し、PF政策への反対を沈黙させようとした。SATAは
2014年10月に亡くなり、2015年1月まで暫定大統領を務めた
ガイ・スコット副社長に引き継がれました。エドガー・ルングゥが
大統領選挙で優勝し、SATAの任期を終えました。その後、
Lunguは2016年8月の大統領選挙で満期を迎えた。その年後
半に特別大統領選挙で優勝した。MMDとバンダは、2011年
の総選挙で、パトリオティックフロント（PF）とマイケルSATAに負



けた。しかし、SATAは、不安定な経済管理の期間を主導し、
PF政策への反対を沈黙させようとした。SATAは2014年10月
に亡くなり、2015年1月まで暫定大統領を務めたガイ・スコット
副社長に引き継がれました。エドガー・ルングゥが大統領選挙
で優勝し、SATAの任期を終えました。その後、Lunguは2016
年8月の大統領選挙で満期を迎えた。その年後半に特別大
統領選挙で優勝した。MMDとバンダは、2011年の総選挙
で、パトリオティックフロント（PF）とマイケルSATAに負けた。しか
し、SATAは、不安定な経済管理の期間を主導し、PF政策
への反対を沈黙させようとした。SATAは2014年10月に亡くな
り、2015年1月まで暫定大統領を務めたガイ・スコット副社長
の後任であり、エドガー・ルングゥが大統領選を控え、SATAの
任期を終えた。その後、Lunguは2016年8月の大統領選挙で
満期を迎えた。SATAは2014年10月に亡くなり、2015年1月ま
で暫定大統領を務めたガイ・スコット副社長の後任であり、エ
ドガー・ルングゥが大統領選を控え、SATAの任期を終えた。そ
の後、Lunguは2016年8月の大統領選挙で満期を迎えた。
SATAは2014年10月に亡くなり、2015年1月まで暫定大統領
を務めたガイ・スコット副社長の後任であり、エドガー・ルングゥ
が大統領選を控え、SATAの任期を終えた。その後、Lunguは
2016年8月の大統領選挙で満期を迎えた。

ザンビアの地理



地球上のどこにザンビアがあります
か？この国の所在地は南アフリカ、アンゴラの東、コンゴ民主共

和国の南です。 ザンビアの総面積は752,618 km2であり、その

うち743,398 km2は土地である。 これはかなり大きな国です。
国の地形はどうやって説明できますか？このように：いくつかの
丘や山で主に高原。 ザンビアの最下点はザンベジ川329メート
ル、最も高い点マフィンガ丘陵にある無名の標高2301メートル
です。気候はtropical; 高度によって修正された; 雨季（4月-10
月）です。

ザンビアの住人
ザンビアで住んでいる人の数を見てみましょう。番号は

15.972 百万です。 そう多くの人がここに住んでいるわけではあ
りません。ここに住んでいる人は？ バンバ21％、トンガ
13.6％、チェワ7.4％、ロージ5.7％、ネンガ5.3％、タンブカ
4.4％、ネゴニ4％、ララ3.1％、カンドン2.9％、南ワンガ2.8％、
ランダ（北西）2.6％、マンブウェ2.5 Bamba。 ザンビアの言語は
何ですか？ 33.4％、Nyanja 14.7％、Tonga 11.4 ％、Luvale
2.2％、Lamba 2.1％、Ushi 1.9％、Lenje 1.6％、Bisa 1.6％、
Mbunda 1.2％、その他13.8％、不特定0.4％（2010年推定）
ロンガ1.8％、ランバ1.8％、英国1.7％、ルベール1.5％、マンベ
ウェ1.3％、ルンベ5％、チェン4.5％、タンザ2％、タンブカ



2.5％、ランダ（ノースウェスタン）1.9％ 、南ワンガ1.2％、レジェ
1.1％、ビサ1％、その他9.7％、不特定0.2％。そして宗教：プ
ロテスタント75.3％、ローマカトリック20.2％、その他2.7％（ムス
リム仏教、ヒンズー教、バハイ族を含む）、1.8％（2010年） ）。
人々は平均して何歳ですか？ 16.8 年。この数字は中央値
であると付け加えなければなりません。つまり、半分の人がこれ
より年上で、半分が若いです。そして、彼らの平均余命（出生
時）は何ですか？これは：52.7 年。人々はザンビアで住んでい
るところ？ここ：アフリカの都市化の最高水準の1つ。Lusaka、
Ndola、Kitwe、およびMufulira。 ザンビアの大都市圏は、
Lusaka（首都）の都市のまわりの中心区域の高密度、2.17百
万（2015年）52.7です。

政府と経済のザンビア
ザンビアの首都はLusaka; 注 - Ngabweに新しい首都を建

設する提案は、2017年5月に発表されたであり、政府のタイプ
は大統領共和国です。行政部門 - 10州、中央、コッパー、
東、ルアプラ、ルサカ、Muchinga、北部、北西部、南部、西部
を見てみましょう。 ザンビアの経済に関して、重要な工業製品
は銅の採掘と加工、エメラルド鉱山、建設、食品、飲料、化
学、繊維、肥料、園芸です。重要な農産物はトウモロコシ、
ソルガム、米、ピーナッツ、ヒマワリの種、野菜、花、タバコ、
綿、サトウキビ、キャッサバ（マニアック、タピオカ）、コーヒー; ウ
シ、ヤギ、豚、鶏肉、牛乳、卵、隠しです。最も重要な輸出
商品は銅/コバルト、コバルト、電気; タバコ、花、綿であり、最
も重要な輸出相手はスイス39.4パーセント、中国18％、コンゴ
民主共和国6.7％、南アフリカ6.4％、UAE 6％、シンガポール
5.6％（2016年）です。最も重要な輸入商品は、機械、輸送
機器、石油製品、電気、肥料、食品、衣類であり、最も重



要な輸入相手は南アフリカ31.2％、コンゴ民主共和国
12.3％、クウェート8.1％、中国7.6％、モーリシャス4.4％、
UAE 4.2％、インド4％（2016年）です。どのくらい金持ちで、こ
の国の人口はどれくらい豊富ですか？ここで最も重要な数字
は1人当たりGDP（PPP）です：$4,000 (2017 推定)。 これは非
常に低い数値です。これは、1人あたりの国内総生産（Gross
Domestic Product）を意味し、現地の財やサービスの相対コス
トに関して再計算されることを意味します。もう一つの重要な
数字 - 貧困線以下の人口：60.5% (2010 推定)。

ザンビアの地図
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ジンバブエ

インデックス：大陸と国, 世界の地図
ここでは、ジンバブエの地理、住民、政府、経済および歴

史に関するオンラインで選択された情報を見つけることができま
す。選択された統計、全体図、ジンバブエ - の詳細マップが含
まれていますが、ここでジンバブエの国旗から始めましょう：
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


ジンバブエ - 概要：
ジンバブエについて知っておくべきことは何ですか？これから

始めましょう：英国は1923年に旧英国南アフリカ・カンパニーか
ら南ローデシアを附属した。1961年に憲法が制定され、白人
が優勢となった。1965年に政府は一方的に独立を宣言した
が、英国はその行為を認識せず、アフリカ大多数のアフリカ諸
国の大多数の議決権を要求した（その後ローデシアと呼ばれ
る）。国連の制裁とゲリラ蜂起は、最終的に1980年に1979年
に自由選挙と独立（ジンバブエ）に導かれた。ロバート・ムガベ
首相は1987年以来、国の唯一の支配者であり、国の政治制
度を支配してきた独立以来。1997年に始まって2000年以降
に激化した彼の混沌とし た土地再配分キャンペーンは、白人
農家の流入を引き起こし、経済を壊し、基本的な商品の広
範な不足を招いた。国際的な非難を無視して、Mugabeは彼
の再選を確実にするために2002年の大統領選挙を組み立て
た。2005年、首都ハラレでは、表面的に都合の良い合理化
プログラム「Operation Restore Order」に着手し、70万人の野
党支持者の家庭や企業が破壊されました。2007年のムガベ
は、すべての基本的な商品に価格コントロールを導入し、パ
ニックを起こし、数か月は店頭を空にした。2008年3月に行わ
れた総選挙では、不規則なものが含まれていたが、依然とし
てZANU-PF主導の政府の非難を受けた。野党が議会で過
半数を獲得した。民主党の動きのための動き - Tsvangirai野
党のリーダーMorgan Tsvangiraiは大統領選挙で最も多くの票
を獲得し、完全に勝つには十分ではありません。2008年6月
の大統領選挙までのリードで、野党の加盟国に対するかなり



の暴力が、Tsvangiraiの投票からの撤退につながった。幅広い
暴力と脅迫の証拠が広がった結果、国際的なプロセスの非難
が生じました。Mugabeが大統領のままで、Tsvangiraiが首相に
就任した権力共有の「国家統一政府」に関する難しい交渉
は、最終的に2009年2月に解決されたが、首脳は多くの主要
な顕著な政府問題に合意しなかった。Mugabeは2013年に大
統領に再選され、投票には深刻な欠陥があり、国際的に非
難された。選挙の前提条件として、ジンバブエは国民投票で
新憲法を制定したが、新憲法の多くの規定はまだ法律で成
文化されていない。2017年11月、Emmerson Mnangagwa副
大統領は、Mugabeが妻を昇格させるのを防ぐことを目的とした
軍事介入に引き継いだ。ミナンガグワは、大統領の就任後、
2018年に大統領選挙を行うことを約束した。

ジンバブエの地理

地球上のどこにジンバブエがあります
か？この国の所在地は南アフリカ、南アフリカとザンビアの間で

す。 ジンバブエの総面積は390,757 km2であり、そのうち

386,847 km2は土地である。 これはかなり大きな国です。国の
地形はどうやって説明できますか？このように：主に中央高原
（高地）の高い高原です。ルンデ川とセーブ川の東。 ジンバブ
エの最下点はジャンクション162m、最も高い点インンヤニで
す。気候はtropical; 高度によって調整された; 雨季（11月から



3月）は、です。

ジンバブエの住人
ジンバブエで住んでいる人の数を見てみましょう。番号は

13,805,084です。 だから、これはあまり大きな人口ではありま
せん。ここに住んでいる人は？ アフリカ99.4％（主にショーナ;
Ndebeleは第2位の民族集団）、その他0.4％、不特定の
0.2％（2012年の推定）。 ジンバブエの言語は何ですか？
Shona（公式、最も広く話されている）、Ndebele （正式なビジ
ネスのために伝統的に使用されていた）、13の少数民族の言
語（公式; Chew、Chibarwe、カランガ、恋人、Nambya、
Ndau、Shangani、手話、Sotho、Tonga、Tswana、Venda、
Xhosaを含む）。そして宗教：Protestant 74.8％ローマカトリック
教徒7.3％、その他キリスト教徒5.3％、伝統的な1.5％、イス
ラム教徒0.5％、その他0.1％、なし10.5％（2015年）。人々は
平均して何歳ですか？ 20 年。この数字は中央値であると付
け加えなければなりません。つまり、半分の人がこれより年上
で、半分が若いです。そして、彼らの平均余命（出生時）は何
ですか？これは：60.4 年。人々はジンバブエで住んでいるとこ
ろ？ここ：別にハラレとブラワヨの主要都市の凝集から、人口分
布はかなりさえ、東半分でわずかに大きく、全体の数字であ
る。 ジンバブエの大都市圏は、ハラレ（資本）1501000（2015）
です。

政府と経済のジンバブエ
ジンバブエの首都はHarareであり、政府のタイプは半大統

領共和国です。行政部門 - 8州と州の地位を持つ2つの都
市;を見てみましょう。 ジンバブエの経済に関して、重要な工
業製品は鉱業（石炭、金、プラチナ、銅、ニッケル、スズ、ダイ



ヤモンド、クレー、数多くの金属および非金属鉱石）木材製
品、セメント、化学品、肥料、衣類や靴、食料品、飲料で
す。重要な農産物は、タバコ、トウモロコシ、綿花、小麦、コー
ヒー、サトウキビ、ピーナッツ。ヒツジ、ヤギ、ブタです。最も重要
な輸出商品はプラチナ、綿、タバコ、金、合金鉄、繊維/衣類
であり、最も重要な輸出相手は南アフリカ79.5パーセント、モザ
ンビーク9.5％、UAE 4.1％（2016年）です。最も重要な輸入
商品は機械および輸送機器、その他の製造、化学、燃料、
食品であり、最も重要な輸入相手は南アフリカ46.6％、ザンビ
ア24％（2016年）です。どのくらい金持ちで、この国の人口はど
れくらい豊富ですか？ここで最も重要な数字は1人当たり
GDP（PPP）です：$2,300 (2017 推定)。 これは非常に低い数
値です。これは、1人あたりの国内総生産（Gross Domestic
Product）を意味し、現地の財やサービスの相対コストに関して
再計算されることを意味します。もう一つの重要な数字 - 貧
困線以下の人口：72.3% (2012 推定)。

ジンバブエの地図
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