県大会問題
＜１回戦＞

問

番号

題

1

つくば農業研究センターで生まれた米で，表面が乳白色に見えることから名づけられたお米は何でしょう。

2

茨城県のマスコットキャラクターの名前は何でしょう。

3

北茨城市の五浦海岸にある岡倉天心が自ら設計し，思索にふけった場所といわれる，六角形の建物の名前
は何でしょう。

4

石岡市にある茨城県内最大の前方後円墳の名前は何でしょう。

5

可住地面積とは，総面積から森林面積や主要な湖や沼の面積を引いた面積ですが，茨城県の可住地面積
は，全国第何位でしょう。

6

茨城県で「伝統的工芸品」として国から指定を受けているものは，笠間焼，結城紬とあと一つ何でしょう。

7

2010年現在，茨城県の総農家数は，全国第何位でしょう。

8

袋田の滝は別名，何の滝と呼ばれているでしょう。

9

霞ヶ浦の湖の面積は，全国第何位でしょう。

10 奈良時代に編纂された，主に現在の茨城県の歴史や文化を記した書物の名前は何というでしょう。
11 明治時代に現在の常総市に生まれ，農民文学の名作『土』を著した人物は誰でしょう。
12 2012年10月1日現在，茨城県の総人口は全国第何位でしょう。
13 北茨城市に生家があり，「七つの子」「赤い靴」などの作品で知られる詩人，童謡・民謡作詞家は誰でしょう。
14

平安時代末期から，安土桃山時代まで常陸国を治めていた佐竹氏が，関ヶ原の戦いのあと，国替えになった
先は今の何県でしょう。

15 茨城県内の山で，万葉集にもうたわれ，日本百名山の一つにもなっている山は何というでしょう。
16

東京マラソン，大阪マラソンについで，日本第３位の参加人数にもなったことがある，茨城県内最大のマラソン
大会の名前は何でしょう。

17 茨城県の涸沼で発見され，今も涸沼に生息する茨城町指定天然記念物のトンボの名前は何でしょう。
18 現在の茨城県議会議員の定数は何人でしょう。
19 茨城県の海岸線の総延長は約何ｋｍでしょう。
20 春から秋にかけて，茨城県の沿岸全域で漁獲され，関東一の水揚があるイワシの稚魚を何というでしょう。
21 茨城県の木に指定されている木は何でしょう。

答

22 全国的に珍しい汽水湖で，茨城県内で海の魚が釣れる湖あるいは沼はどこでしょう。
23 全国の公営国民宿舎のうち，宿泊利用率24年連続１位を誇る茨城県内の国民宿舎の名前は何でしょう。
24 水戸藩第２代藩主徳川光圀が晩年を過ごした建物の名前は何でしょう。
25 水戸藩出身で江戸幕府最後の将軍になった人物は誰でしょう。
26 アクアワールド茨城県大洗水族館で飼育されている，飼育種類数が日本一の魚は何でしょう。
27 茨城県で最も高い山は何でしょう。
28 茨城県を代表する銘柄牛肉の名前は何でしょう。
29 茨城県内で唯一，週末にSLが運行しているのは何鉄道でしょう。
30 茨城県水戸市が発祥のボードゲームは何でしょう。
31 大洗町出身で，大リーグニューヨークヤンキースに所属していたこともある選手は誰でしょう。
32 2012年，茨城県内で一番漁獲量が多かった魚は何類でしょう。
33

茨城県の花の銘柄産地に指定され，県内一の栽培面積を誇る笠間市では，秋に花祭りも行われています。そ
の花は何でしょう。

34 茨城県の鳥に指定されている鳥は何でしょう。
35 茨城県出身の陶芸家で，陶芸家として初めて文化勲章を受章した人物は誰でしょう。
36 2012年10月1日現在，茨城県内で一番人口密度が高い市町村はどこでしょう。
37 カッパの絵を多く描いた牛久市ゆかりの画家は誰でしょう。
38

江戸時代に真壁藩，笠間藩の藩主で，その後，赤穂藩に移され，「元禄赤穂事件」で世に知られた大名は，何
家でしょう。

39 常陸太田市にある竜神大吊橋は，歩行者専用の吊り橋として，日本で何番目の長さでしょう。
40 茨城県の魚に指定されている魚は何でしょう。
41 現在，茨城県は44市町村ですが，町の数はいくつでしょう。
42 日立製作所の創業者の名前は誰でしょう。
43

2012年に茨城県が作付面積及び出荷量ともに日本一の野菜で，「先が見える，見通しがきく」縁起物として，
お正月やお祝い事には欠かすことができない食材は何でしょう。

44 茨城県のオリジナル人権啓発キャラクターの名前は何でしょう。

45 茨城県と境界を接する県はいくつあるでしょう。
46 茨城県で一番面積が広い市町村はどこでしょう。
47

水戸藩第2代藩主徳川光圀が編纂を始め，明治３９年まで約２５０年をかけて完成した日本の歴史をまとめた
書物の名前は何でしょう。

48 2013年4月1日現在，茨城県内の65歳以上の人口は，県民全体のおよそ何人に一人でしょう。
49 アテネオリンピック金メダル，北京オリンピック銀メダルの茨城県出身の女子柔道選手は誰でしょう。
50 茨城県，栃木県，群馬県の３県を結んでいる自動車道路の名前は何でしょう。
51 茨城県内の市町村をホームタウンとするJリーグのチームは鹿島アントラーズともう1チームはどこでしょう。
52 明治時代，牛久市出身の木村安兵衛が考案した食べ物は何でしょう。
53 水戸藩の藩校「弘道館」は誰が創設したでしょう。
54

江戸時代の俳人である小林一茶，松尾芭蕉，与謝蕪村のうち，茨城に１０年ほど住んでいたことがある人物は
誰でしょう。

55 風土記を作るように天皇の命令が出されてから，2013年で何年になるでしょう。
56 東京にある茨城県のアンテナショップの名前は何でしょう。

＜準決勝＞
57 茨城県に村はいくつあるでしょう。
58 江戸時代の後期に，現在のつくばみらい市に生まれた測量家が発見した海峡の名前は何でしょう。
59 高校野球で，県内で一番甲子園に出場している高等学校は，どこでしょう。
60

室町時代に剣聖とうたわれ，室町幕府第13代征夷大将軍足利義輝にも剣術を指南し鹿島新當（当）流の開祖
でもある鹿嶋市出身の剣術家は誰でしょう。

61 茨城県の農林水産物ＰＲ統一キャッチフレーズは，何でしょう。
62 国際科学技術博覧会（つくば万博）が開催されたのは，何年でしょう。
63 ヒラメ，アワビ，はまぐり，クロマグロのうち，茨城県で栽培漁業を行っていないのはどれでしょう。
全国有数の養豚県である茨城が生んだ銘柄豚肉で「肉色が淡いピンクのバラのような色をしていること」や「県
64 花，バラにちなんで輝かしい未来が拓かれること」などから昭和５６年に命名された，茨城県を代表する銘柄豚
肉の名前は何でしょう。
65 「平成の大合併」で最も多くの市町村によって合併が行われたのはどこでしょう。
66

八溝山地で平安時代から採取された記録があり，戦国時代には佐竹氏により全国有数の産出量を誇った鉱
物は何でしょう。

67 笠間市の月崇寺の住職で，｢練上手｣という技法を集大成し，人間国宝となった陶芸家は誰でしょう。
68

８世紀に成立した「常陸国風土記」の中で，豊かな国であったといわれた常陸国を何の国と例えているでしょ
う。

69 2013年現在，茨城県内で栽培されるお米のうち，作付面積が最も多い品種は何でしょう。
70 茨城県が育成したイチゴで2012年に品種登録された，品種は何でしょう。
71 元筑波大学学長の江崎玲於奈名誉教授が1973年に受賞したノーベル賞は何賞でしょう。
72 筑波山の別名は，赤峰，青峰，黄峰，紫峰のうちどれでしょう。
73 鹿嶋市にある鹿島神宮は，何の神様として有名でしょう。
74

つくば市が県内の作付面積の約８割を占めている農作物で，茨城県が全国一の産出額なのは，チンゲンサ
イ，レンコン，芝，くりのうちどれでしょう。

75 霞ヶ浦に次いで茨城県で２番目に大きい「涸沼」で食用にとられている貝は何でしょう。
76

水戸市出身で，岡倉天心らと日本美術院をつくり，「生々流転」などの雄大な作品を描き，第１回文化勲章を受
章した人物は誰でしょう。

77 茨城空港は，何市にあるでしょう。
78 米，さつまいも，カボチャ，みず菜のうち2012年，茨城県の作付面積及び産出額が日本一のものは何でしょう。
79 2012年4月1日現在，茨城県の森林面積は県全体の面積の約何分の一でしょう。
80 奈良時代に全国で編纂された風土記の中で，まとまった形で現代に伝わっている風土記の数はいくつでしょう。
81

扁平な身体に大きな頭と口を持ち，見た目が少しグロテスクな魚ですが，冬に鍋物にするとおいしい，茨城県
を代表する魚は何でしょう。

＜決 勝＞
82 茨城県が生産量日本一で，ひたちなか市の名産である食べ物は何でしょう。
83 茨城県にある日本三名園の一つは何でしょう。
84

人工衛星やロケットなど宇宙機の研究開発や開発試験，打ち上げた人工衛星の追跡管理，宇宙飛行士の養
成などを行っている，つくば市にある研究施設の名前は何でしょう。

85

2012年に，作付面積及び出荷量ともに茨城県が日本一となった，「オトメ」「クインシー」「アンデス」「イバラキン
グ」等の品種がある果物は何でしょう。

86

品質日本一との呼び声も高く，そば独特の香り，風味，甘みがある茨城県が全国に誇るそばのブランド品種は
何でしょう。

県大会問題 解答と解説
<１回戦 解答と解説＞

解

問題

説

答

1

ミルキークイーンは，茨城県つくば農業研究センターでコシヒカリをベースに改良されて生まれたお米です。炊飯すると光沢が
よく，また冷えた後も硬くなりにくい性質を持っています。

ミルキー
クイーン

2

ハッスル黄門は，水戸藩２代藩主の徳川光圀をモデルにしたマスコットで，全国健康福祉祭茨城大会（ねんりんピック茨城大
会）のマスコットとして，全国公募により誕生しました。

ハッスル黄門

3

六角堂は，北茨城市にある六角形の建物で，明治時代に岡倉天心が思想の場所として自ら設計したものです。

六角堂 他

4

舟塚山古墳は全長182ｍ，後円部径90ｍ，高さ11ｍ，前方部幅99ｍ，高さ10ｍの県内最大の前方後円墳です。

舟塚山古墳

5

茨城県の可住地面積は約3，982㎢で，全国第4位です。

6

久保田吉兵衛を祖とする真壁石燈籠は，平成7年に国の伝統的工芸品に指定されました。

7

茨城県は，長野県に次いで総農家数全国第２位です。

8

別名「四度の滝」と呼ばれています。滝川が４段に岩肌を落ちることから名づけられたという説と，昔，この地を訪れた西行が
「この滝は四季に一度ずつ来て見なければ真の風趣味わえない」とこの滝を絶賛したと伝えられていることから名づけられたと
いう説があります。

9

霞ヶ浦の湖の面積は，168.18㎢で，琵琶湖（669.20㎢）に次いで全国第２位です。

10

常陸国風土記は，奈良時代に編纂された常陸国（主に現在の茨城県）の地誌であり，地名や産物，伝統等の記述が見られま
す。

常陸国風土記

11

長塚節は1879年，現在の常総市に生まれました。農村を写実的に描写した長編「土」は，農民文学のさきがけとなる代表作と
なりました。

長塚 節

12 茨城県の総人口約294万人で，全国第11位です。

13

野口雨情は1882年，現在の北茨城市で生まれました。東京専門学校（現在の早稲田大学）に入学し坪内逍遙に師事し，詩作
を始めました。代表作には，「十五夜お月さん」「七つの子」「赤い靴」「シャボン玉」などがあります。

第４位

真壁石燈籠

第２位

四度の滝

第２位

第１１位

野口雨情

佐竹氏は鎌倉時代から約450年にわたり常陸国（主に現在の茨城県）を支配した豪族です。佐竹郷（現在の常陸太田市）を居
14 城に20代にわたり常陸国を支配しました。1600年の関ヶ原の戦いで，立場を明確にしなかったことから，1602年に領地を没収さ
れ，秋田に国替えになりました。

秋田県

15 筑波山は，日本百名山の一つで，古くは万葉集でもうたわれています。

筑波山

16

｢かすみがうらマラソン」は，1991年に土浦市制施行50周年を記念して第1回大会を開催しました。「かすみがうらマラソン」は，
全国の市民マラソン大会の中で，東京マラソン，大阪マラソンに次いで第3位の参加人数になったこともあります。

かすみがうら
マラソン

17

1971年に涸沼などで発見されたことからヒヌマイトトンボという名前がつけられました。ヒヌマイトトンボは，河川改修などによっ
て生息地が減少し，絶滅危惧種に指定されています。

ヒヌマ
イトトンボ

18 茨城県議会議員の定数は65人で，任期は４年です。

19 茨城県の海岸線は太平洋に面していて，南北方向に約１９０ｋｍ続いています。

20

６５人

約１９０ｋｍ

イワシ類の代表的な種類は，マイワシ，カタクチイワシ，ウルメイワシですが，その稚魚はシラスと呼ばれています。茨城県は，
シラス
カタクチシラス
主にカタクチイワシのシラスが漁獲され，シラス干しに加工後，出荷されています。

21

郷土を美しい緑で包み，よりよい生活環境をつくりだす目的で1966年，各都道府県の木を選ぶ「緑のニッポン全国運動」が展開
されました。茨城県では，県民の応募数の一番多かった「ウメ」が県の木して選ばれました。

ウメ

22

涸沼は，全国的に珍しい湖水に海水が混ざる汽水湖であるため，フナ，ナマズなどの淡水魚やハゼ，ボラなどの回遊魚など多
種多様な魚を見ることができます。またニシンの太平洋側の南限としても知られています。

涸沼

23 国民宿舎「鵜の岬」は，日立市にある宿泊施設です。1989年以来，日本一宿泊利用率の高い国民宿舎です。

鵜の岬

24

西山荘は，徳川光圀の隠居所として，現在の常陸太田市に建てられました。光圀は，1691年から1700年までを西山荘で過ごし
ました。

西山荘

25

徳川慶喜は，1837年に水戸藩第9代藩主徳川斉昭の７番目の子として生まれ，1866年，第15代将軍になりましたが，翌年に大
政を奉還した江戸幕府最後の将軍です。

徳川慶喜

26

アクアワールド茨城県大洗水族館は，マンボウやラッコなど約580種68,000点の世界の海の生き物がいます。サメは52種・約
300匹も飼育され，その飼育種類数は日本一といわれています。

27 八溝山は茨城県，福島県の県境にある標高1,022ｍの山で，茨城県で一番高い山です。

28

常陸牛は，食肉取引規格４級以上に格付けされた肉専用種の黒毛和牛で，指定された生産者が厳選した子牛を緑豊かな自
然の中でじっくりと育てた牛です。

29 筑西市の下館駅と栃木県の茂木駅を結ぶ真岡鐵道は，土曜日と日曜日にSLが運行されます。

30

オセロは，1973年に水戸市の長谷川五郎さんが発表したゲームです。最初に製作されたオセロの石のサイズは，当時の牛乳
瓶の紙蓋とほぼ同じ大きさですが，これは，オセロを試作した際，牛乳瓶の紙蓋を用いて石を製作したためです。

31

井川慶選手は，大洗町のスポーツ少年団で野球を始め，高校卒業後，阪神タイガースに入団，2006年からニューヨークヤン
キースに所属していました。現在オリックスバッファローズの選手として活躍しています。

32 2012年海面漁業生産統計によると，茨城県内ではサバ類が一番漁獲量が多くありました。2番目は，イワシ類です。

33 秋の笠間を華やかに彩る「笠間稲荷の菊まつり」。日本で最も古い菊の祭典で，今年で第１０７回となります。

34 1965年広く県民から｢県民の鳥」を公募し，最多応募数のあった「ヒバリ」が県の鳥になりました。

35

板谷波山は，1872年，現在の筑西市に生まれました。「波山」という名前は，故郷の名山である｢筑波山」にちなんでいます。日
本の近代陶芸の開拓者であり，陶芸家として初めて文化勲章を受章しました。

36 茨城県の人口密度第１位は，守谷市の１㎢あたり１，７５３．６人です。

37

小川芋銭は，生涯のほとんどを牛久沼の畔で農業を営みながら暮らしました。画号の「芋銭」は，「自分の絵が芋を買うくらいの
お金になれば」という思いによるといわれています。特に河童の絵を多く残したことから「河童の芋銭」として知られています。

サメ

八溝山

常陸牛

真岡鉄道

オセロ

井川 慶

サバ類

菊（小菊）

ヒバリ

板谷波山

守谷市

小川芋銭

真壁藩，笠間藩の藩主だった浅野家は，1645年に現在の兵庫県赤穂市の赤穂藩へ移りました。1701年に第3代藩主長矩は，
38 江戸城中で高家旗本吉良義央に切りつけ，切腹，浅野家は改易されました。そして，1702年家臣による吉良邸討ち入りが起こ
りました。これらは，元禄赤穂事件として有名です。

浅野家

竜神大吊橋は，竜神峡に架かる観光用の歩行者専用有料橋です。歩行者専用吊橋としては，平成１８年に大分県の九重“夢”
大吊橋が完成するまでは，日本一の長さを誇っていました。

第２位

39

40 県沿岸の重要資源であり，「常磐もの」として特においしいことなどから「ヒラメ」が県の魚として1995年に指定されました。

41 平成の大合併により，茨城県は44市町村になりました。内訳は，32市，10町，２村です。

42 小平浪平は，栃木県の生まれで，日立製作所の創業者です。

43

レンコンは，茨城県が作付面積・出荷量ともに日本一です。全国の約５割は茨城県産で，そのほとんどが，霞ヶ浦周辺，北浦周
辺で生産されています。

ヒラメ

10

小平浪平

レンコン

44

ココロちゃんは2002年に，人権教育や啓発活動の一役を担う「人々に親しまれる人権啓発キャラクターと愛称」を公募し誕生し
ました。

45 茨城県は福島県，千葉県，埼玉県，栃木県の４県と接しています。

46 茨城県で一番面積が広い市町村は，常陸太田市で，約372㎢です。２番目に面積が広いのは常陸大宮市です。

47

大日本史は，日本の歴史書で江戸時代に水戸徳川家第２代藩主徳川光圀によって編纂が開始され，光圀死後も水戸藩の事
業として継続，明治時代に完成しました。

48 茨城県の年齢別人口割合によると，65歳以上の人口は24.4％で，約四人に一人が65歳の方々です。

ココロちゃん

４県

常陸太田市

大日本史

約四人に一人

49

塚田真希選手は，下妻市に生まれました。塚田選手は，アテネオリンピックで金メダル，北京オリンピックで銀メダルを獲得しま
した。

塚田真希

50

北関東自動車道は，茨城県ひたちなか市から栃木県を経由して群馬県高崎市まで，水戸，宇都宮，前橋という北関東３県の県
庁所在地を通過する高速道路です。

北関東自動車道

51

水戸ホーリーホックは，2000年よりJリーグへ加盟しました。「ホーリーホック」は英語で「葵」を意味し，水戸藩の家紋の葵からと
られました。

水戸
ホーリーホック

52

木村安兵衛は1875年に明治天皇が水戸藩下屋敷で花見をする際に，山岡鉄舟から「あんパン」を献上したいとの申し入れが
あり，あんパンを考案しました。

53 弘道館は，水戸藩の藩校として第９代藩主徳川斉昭により1841年に創設されました。

あんパン

徳川斉昭

54

与謝蕪村は，画業，俳句を学びました。その同門に結城の文人，砂岡雁宕がおり，蕪村は1742年砂岡のもとに身を寄せ，その
後約10年にわたって結城・下館に住みました。

与謝蕪村

55

風土記は，713年に元明天皇の詔により，地方の歴史や文化を記した地誌のことです。茨城県では，2013年に常陸国風土記
1300年記念事業を実施しています。

１，３００年

56

茨城県の様々な魅力を発信するアンテナショップ「茨城マルシェ」は，2012年の茨城県民の日に東京都中央区銀座にオープン
しました。

茨城マルシェ

＜準決勝 解答と解説＞
57 現在，茨城県内にある村は，東海村と美浦村の二つです。

58

間宮林蔵は，1780年，現在のつくばみらい市に生まれました。後に幕府の下役人になった林蔵は，伊能忠敬から測量の技術を
教えられ，忠敬が全ての蝦夷地を測量できなかったとき，残りの測量をして測量図を作りました。

59 常総学院高等学校は，春７回，夏15回出場し，2001年の春の甲子園と2003年の夏の甲子園で２度全国優勝を果たしました。

60 塚原卜伝は，戦国時代の剣豪，兵法家で鹿島新當（当）流を開きました。

61

豊かな食材を産み出す茨城をより多くの人に印象づけ，親しまれ，そしてイメージアップを図るため，県民の一般公募により生
まれたのが，本県農林水産物統一キャッチフレーズ「うまいもんどころ」です。

62 国際科学技術博覧会は，1985年3月17日から9月16日までの184日間にかけて行われた国際博覧会です。

２つ

間宮海峡

常総学院高等学校

塚原卜伝

うまいもんどころ

１９８５年
昭和６０年

63

茨城県では，ヒラメ，アワビ，鹿島灘はまぐりなどの稚魚・稚貝を人工的に育て，海に放流し，それらが大きく育ってから漁獲す
る「栽培漁業」に取り組んでいます。

クロマグロ

64

ローズポークは，茨城が生んだ安全でおいしい銘柄豚肉です。長年かけて造成した系統豚を利用した銘柄豚で，茨城県の県
花「バラ」にちなんで名づけられたものです。

ローズポーク

65 常陸大宮市は，旧大宮町，旧山方町，旧美和村，旧緒川村，旧御前山村の５町村が合併してできました。

常陸大宮市

66 八溝山地は約1200年前から陸奥国，下野国などとともに，金の産地でした。

金

67

松井康成は，戦時中に現在の笠間市に疎開し，練上手の技法に絞って試行錯誤を重ね，独自の表現世界を創造しました。
1993年，重要無形文化財「練上手」の保持者（人間国宝）になりました。

松井康成

68

「常陸国風土記」では，「常陸国は豊かな土地に恵まれ，気候も温暖で，夢のような理想郷【常世：（とこよ）の国】だ」と説明され
ています。

常世の国

69 2013年現在，茨城県における「コシヒカリ」の作付面積は，県全体の76％を占めます。第２位は「あきたこまち」です。

70

「とちおとめ」，「章姫」，「レッドパール」を交配・選抜して茨城県が育成した「いばらキッス」は，2012年に品種登録されたイチゴ
です。

71 元筑波大学の学長だった江崎玲於奈さんは1973年，ノーベル物理学賞を受賞しました。

72 筑波山は，朝夕に山肌の色を変えることから紫峰と呼ばれています。

73 鹿島神宮の武甕槌大神は武道の神様です。

74 2011年現在，茨城県は全国一の産出額を誇る芝の産地です。その作付面積の約８割をつくば市が占めています。

75

涸沼は,淡水と海水が交じり合う汽水湖で昔ながらの長い柄のついたカゴを使った漁具により，大粒でおいしいシジミを漁獲し
ています。

76

横山大観は，東京美術学校が開校すると一回生として入学，岡倉天心らに学びました。1937年に文化勲章を受章し，1954年に
は茨城県名誉県民となりました。

77 茨城空港は，2010年小美玉市に開港しました。

78 茨城県のみず菜は，作付面積・出荷量ともに全国第１位です。

79 平成２４年４月１日現在，茨城県の森林面積は186,878haで県全体の面積の約31％です。

80 現在，出雲国風土記，播磨国風土記，肥前国風土記，常陸国風土記，豊後国風土記の五つが残っています。

81

アンコウは，江戸時代の頃「三鳥二魚」と呼ばれる５大珍味の１つに数えられました。茨城県内各地の底曳網漁船によって漁獲
され「西のフグ 東のアンコウ」と並び称されるほどおいしい魚です。

コシヒカリ

いばらキッス

物理学賞

紫峰

武道の神様

芝

シジミ
ヤマトシジミ

横山大観

小美玉市

みず菜

約３分の１

５つ

アンコウ

＜決勝 解答と解説＞
82 茨城県のほしいもは，全国の生産量の約9割を占めます。

83

水戸市の偕楽園は，岡山市の後楽園，金沢市の兼六園とならんで日本三名園の一つに数えられています。1841年，水戸藩第
９代藩主徳川斉昭によって造園が開始されました。

84 宇宙航空研究開発機構筑波宇宙センターは，1972年，日本の宇宙開発事業の拠点として開設されました。

ほしいも

偕楽園

ＪＡＸＡ 他

85

茨城県のメロンは，鉾田市を中心に生産が盛んで，2012年，作付面積・出荷量ともに日本一でした。県内で生産されている主
な品種は，「オトメ」「クインシー」「アンデス」「イバラキング」などがあります。

メロン

86

常陸秋そばは，茨城県が旧・金砂郷村の在来種から選抜して1987年に育成した品種です。常陸秋そばは，そば独特の香り，
風味，甘みが強く，全国のそば職人から高い評価を受けています。

常陸秋そば

