
－ 1 －

【第１問】

十和田市は、青森県の南東部中央に位置します。十和田市の行政区域面積はおよそ

何か。正しいものをひとつ選びなさい。

　① 約630　　　　　　　　② 約725 

　③ 約830　　　　　　　　④ 約925

【第２問】

十和田市が認定された各種百選などで、日本八景に選ばれたのはどこか。正しいも

のをひとつ選びなさい。

　① 奥入瀬渓流　　　　　　　② 八甲田　

　③ 十和田湖　　　　　　　　④ 官庁街通り　

【第３問】

2005（平成17）年旧十和田市と旧十和田湖町が合併をし、新市章もできております。

市章の上の部分は青で表され、「十和田湖」の形をデザイン化し、豊富できれいな「水」

を表し、下の部分は緑で表され、豊かで新鮮な何を表しているか。正しいものをひ

とつ選びなさい。

　① 感動　　　　② 創造　　　　③ 自然　　　　④ 森林

【第４問】

現在の十和田市の発展の基礎は、新渡戸稲造の祖父である新渡戸傳により、人工河

川が上水されたことが基になっている。それはどこの川か。正しいものをひとつ選

びなさい。

　① 奥入瀬川　　　② 相坂川　　　③ 稲生川　　　④ 清水川
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【第５問】

21世紀に残したい日本の自然100選はどれか。正しいものをひとつ選びなさい。

　① 市内の温泉　　　　　　 ② 蔦温泉の自然林

　③ 高森山の自然　 　　　　④ 稲生川沿いの桜

【第６問】

日本の名木100選はどれか。正しいものをひとつ選びなさい。

　① 法量のイチョウ　　　　　　　② 官庁街通りの松　　

　③ 官庁街通りのツツジ　　　　　④ 法量のサクラ

【第７問】 

残したい日本の音風景百選はどれか。正しいものをひとつ選びなさい。

　① 奥入瀬の滝　　　　　　　　　② 奥入瀬の渓流　　　

　③ 官庁街通りカリオン　　　　　④ 稲生川

【第８問】

水産業は、十和田湖の魚や奥入瀬川のサケを中心に、孵
ふ

化
か

、放流、漁獲が行われて

おり、水産業のみならず、貴重な観光資源ともなっている。十和田湖の魚はどれか。

正しいものをひとつ選びなさい。

　① ヒメマス　　　　② コイ　　　　③ サンマ　　　④ ニジマス
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【第９問】

畑作については、ニンニク、長ネギ、ナガイモ、など県内有数の産地となっている。

また、土壌診断を行って土作りにこだわり、出荷時には糖度や硝酸値の厳しい基準

をクリアした安全で安心な野菜の生産に取り組んでいる。取り組んで作っている野

菜はどれか。正しいものをひとつ選びなさい。

　① 新鮮野菜　　　　　　　② ウオーター野菜

　③ ミネラル野菜　　　　　④ ミックス野菜

【第１０問】

十和田市の本格的な商業の発展は幕末の三本木原開拓による「新町」の建設が大き

な契機となった。その「新町」は現在のどこか。正しいものをひとつ選びなさい。

　① 穂並町　　　② 稲生町　　　③ 元町　　　④ 東三番町

【第１１問】

遺跡では、竪
たて

穴
あな

住居遺跡が多く発見されております。青森県で最大の竪
たて

穴
あな

住居遺跡

はどこか。正しいものをひとつ選びなさい。

　① 高見遺跡　　　② 大和田遺跡　　　③ 山ノ外遺跡　　　④ 六日町遺跡　

【第１２問】

奥入瀬流域の城館は、三戸南部氏の背後の防衛線をなしていて、家臣団のなかでも

有名な武将らが館を構えた。その役割をなしていたものを何と呼んでいたか。正し

いものをひとつ選びなさい。

　① 防衛隊　　　　② 防御隊　　　　③ 自衛隊　　　　④ 幕後
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【第１３問】

新渡戸傳は、志を同じくする人と協力する形で1855（安政２）年何歳の時に三本木

新田御用掛となり工事に着手したか。正しいものをひとつ選びなさい。

　① 58歳　　　　② 62歳　　　　③ 65歳　　　　④ 67歳

【第１４問】

三本木原開拓では、開田事業だけではなく、現在の十和田市中心市街地の骨格とな

る都市計画も行った。その都市計画の名称はどれか。正しいものをひとつ選びなさ

い。

　① 十一町三方碁盤目状　　　　② 十二町四方碁盤目状

　③ 十三町五方碁盤目状　　　　④ 十四町六方碁盤目状　

【第１５問】

稲生町に掫
せり

駒
こま

市場が開設され、これが後に「馬の町」として発展することとなった。

掫
せり

駒
こま

市場が開設されたのはいつか。正しいものをひとつ選びなさい。

　① 1852年　　　　② 1862年　　　　③ 1868年　　　　④ 1902年　

【第１６問】

渋沢栄一が1890（明治23）年に開設した農場は何という農場か。正しいものをひと

つ選びなさい。

　① 三本木農場　　　② 渋沢農場　　　③ 高清水農場　　　④ 稲生農場　　　

　　　

【第１７問】

十和田鉄道の開通は1922（大正９）年９月４日、古間木（現三沢市）から三本木（現

十和田市）まで開通。その開通間は何kmか。正しいものをひとつ選びなさい。

　① 10.6km　　　　② 12.9km　　　　③ 14.9km　　　　④ 16.2km



－ 5 －

【第１８問】

北里研究所は、1914（大正３）年近代医学上の重要な基礎を築いた博士によって日

本初の民間医学研究所として創立された。その基礎を築いた博士は誰か。正しいも

のをひとつ選びなさい。

　① 北里喜三郎博士　　　　　　② 北里与三郎博士

　③ 北里柴三郎博士　　　　　　④ 北里稲三郎博士　

　　　

【第１９問】

十和田湖は二重カルデラの清澄な湖で、水深は一番深い中湖が327ｍである。面積

は何か、正しいものをひとつ選びなさい。

　① 58　　　　② 60　　　　③ 61　　　　④ 62　

【第２０問】

奥入瀬渓流は、特別名勝および天然記念物に指定されている。渓流沿いには多数の

滝が点在していることから、何々街道とも呼ばれている。その街道はどれか。正し

いものをひとつ選びなさい。

　① 水滴街道　　　② 瀑布街道　　　③ 奔流街道　　　④ 清流街道　

　　　

【第２１問】

大きな岩を境に、二筋の滝が流れているところから名付けられた。その名にふさわ

しい清らかな滝を何滝と呼ぶか。正しいものをひとつ選びなさい。

　① 姉妹の滝　　　② 九段の滝　　　③ 白糸の滝　　　④ 不老の滝
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【第２２問】

薄暗い森林に囲まれた断崖から、三段になって落下する高さ20ｍ、水量も豊かで渓

流沿いにある滝を何滝と呼ぶか。正しいものをひとつ選びなさい。

　① 雲井の滝　　　② 阿修羅の滝　　　③ 双竜の滝　　　④ 双白髪の滝

【第２３問】

奥入瀬の流れで、滝といっても過言ではない程、その迫力ある水量と落差のある流

れは豪快である。その流れを何と呼ぶか。正しいものをひとつ選びなさい。

　① 万両の流れ　　　② 三乱の流れ　　　③ 紫明渓　　　④ 寒沢の流れ

　　　　　

【第２４問】

渓流沿いにはたくさんのカエデ類が生育しているが、その多くが色鮮やかに紅葉す

る種類で、訪れた人の目を楽しませてくれる。奥入瀬でもっとも一般的なヤマモミ

ジ、オニイタヤともうひとつは何か。正しいものをひとつ選びなさい。

　① ハウチワイタヤ　　　　　② ハワチヤグルミ

　③ ハウチワカエデ　　　　　④ ハモチワカエデ

【第２５問】

青森から奥入瀬渓流に至る国道103号の途中、十和田市と青森市の境界に近い、い

ちばん標高の高い1,020ｍ地点にある峠を何と呼ぶか。正しいものをひとつ選びな

さい。

　① 唐松峠　　　② 赤倉峠　　　③ 乗鞍峠　　　④ 傘松峠

【第２６問】

蔦七沼で、直径約60ｍ、深さ約２ｍの小さな沼で、豊富な湧き水に恵まれていかに

も森の泉といったよい感じの沼を何というか。正しいものをひとつ選びなさい。

　① 蔦沼　　　　② 鏡沼　　　　③ 菅沼　　　　④ 月沼
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【第２７問】

十和田市街から南西方面に直線距離で14km程のところにある、標高549.4ｍのなだ

らかな山は、何という山か。正しいものをひとつ選びなさい。

　① 日月山　　　　② 月日山　　　　③ 水無月山　　　④ 十和田山

　　　　　　　　　

【第２８問】

十和田市役所向かいには「桜の広場」があり、そこに童謡を奏でる美しい鐘の音が

響き渡る。鐘の音を出しているのを何というか。正しいものをひとつ選びなさい。

　① カレヨン　　　② カリヨン　　　③ カルヨン　　　④ カリナン

【第２９問】

十和田市現代美術館の開館した年月はいつか。正しいものをひとつ選びなさい。

　① 2006（平成18）年３月　　　② 2007（平成19）年３月

　③ 2008（平成20）年４月　　　④ 2009（平成21）年４月

【第３０問】

稲生川は奥入瀬川から水を引き、三本木原台地を東西に横断する水路であり、この

水路を開通させる工事に携わった、和
わ

賀
が

・稗
ひえ

貫
ぬき

地方（現北上市・花巻市）に居住し

た技術者たちを何と呼んでいたか。正しいものをひとつ選びなさい。

　① 北上土方衆　　　　　　② 花巻土方衆

　③ 南部土方衆　　　　　　④ 三本木土方衆
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【第３１問】

新渡戸傳が計画した太平洋岸までの水路と、三本木原全域の開墾事業は、地域の人々

に受け継がれ国営事業として完成を見たのはいつか。正しいものをひとつ選びなさ

い。

　① 1960（昭和35）年　　　② 1963（昭和38）年

　③ 1966（昭和41）年　　　④ 1969（昭和44）年

【第３２問】

十和田市官庁街通りの松の木は何本あるか。正しいものをひとつ選びなさい。

　① 163本　　　　② 164本　　　　③ 165本　　　　④ 166 本

【第３３問】

稲生川上水工事中の1856（安政３）年、工事に関わる技術者集団が、山にすむとさ

れる山神を信仰し、工事の安全を祈願して造立した石碑を何というか。正しいもの

をひとつ選びなさい。

　① 水神の石碑　　　　　　　② 三本木の石碑

　③ 川神の石碑　　　　　　　④ 山神の石碑

【第３４問】

旅人から魔の原野と恐れられていたこの地は、盆唄に歌われていた。空欄（ア）と

（イ）に当てはまる語句のうち、正しいものをひとつ選びなさい。

「寒い寒い　（ア）コ寒い　二度と行くでない（イ）サ」

　① 三本木原　　　　　　　　② 三本木原台地

　③ 三本木平　　　　　　　　④ 三本木野
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【第３５問】

「元村」は「作助」という農民が盛岡から道具を一本かついで来て切り開いたのが

始まりといわれている。その道具とは何か。正しいものをひとつ選びなさい。

　① スコップ　　　② 熊の手　　　　③ 鍬　　　　　　④ 鎌

【第３６問】

南部駒踊りは、踊り手が駒の型枠に入り、あたかも人が馬に騎乗しているかのよう

な姿で踊る。その駒踊りの保存会は６保存会あります。洞内、米田、滝沢、相坂、立崎、

もう一つの保存会はどこか。正しいものをひとつ選びなさい。

　① 六日町　　　　② 奥入瀬　　　　③ 晴山　　　　④ 上舘　

　　　　

【第３７問】

十和田市政施行50周年記念式典が開催された年はいつか。正しいものをひとつ選び

なさい。

　① 2001（平成13）年　　　　　② 2002（平成14）年

　③ 2003（平成15）年　　　　　④ 2004（平成16）年　　　

【第３８問】

十和田市内の名水のうち、水量が非常に多く、地域住民の貴重な生活用水として飲

料、防災、灌
かん

漑
がい

用水にと広く利用されていた名水はどこか。正しいものをひとつ選

びなさい。

　① 沼袋の水　　　② 白上の水　　　③ 落人の里の水　　　④ 八甲田の清水　
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【第３９問】

十和田湖遊覧船は、十和田湖の魅力をゆったりと堪能できる、ＡコースとＢコース

があります。各コースの遊覧所要時間は約何分か。正しいものをひとつ選びなさい。

　① 約30分　　　　② 約40分　　　　③ 約50分　　　　④ 約60分

【第４０問】

奥入瀬渓流内での唯一の休憩所のある、柱の巨木に支えられた大きな一枚岩の小屋

に見える休憩所を何というか。正しいものをひとつ選びなさい。

　① 奥入瀬休憩所　　　　　　② 十和田湖休憩所

　③ 渓流休憩所　　　　　　　④ 石ケ戸休憩所

【第４１問】

1993（平成５）年十和田市官庁街通りの整備事業が完成した。その整備事業を何と

いうか。正しいものをひとつ選びなさい。

　① シンボルロード整備事業　　　② ホースロード整備事業

　③ フラワーロード整備事業　 　 ④ グリーンロード整備事業

【第４２問】

2008（平成20）年４月十和田市現代美術館が開館、そして2010（平成22）年現代美

術館前の公園的な広場が完成。この広場名は何か。正しいものをひとつ選びなさい。

　① ファニチャー広場　　　　　　② ストリート広場

　③ アーツ広場　　　　　　　　　④ アート広場
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【第４３問】

十和田市馬事公苑は、何を基本テーマに出来たか。空欄（ア）と（イ）に当てはま

る語句をひとつ選びなさい。

「（ア）と（イ）の交歓リゾート」

　① 人と馬　　　　② 馬と水　　　　③ 馬と緑　　　　④ 馬と人

【第４４問】

1964（昭和39）年北里大学が設立されたが、設立時の学科は何か。正しいものをひ

とつ選びなさい。

　① 獣医学科・農芸化学科　　　　② 獣医学科・農学科

　③ 獣医学科・畜産学科　　　　　④ 獣医学科・農林学科

【第４５問】

手づくり村鯉
り

艸
そう

郷
きょう

は、五感で自然や食の素晴らしさを感じ、体験できる「体験型観

光施設」です。「艸
そう

」は穀物、野菜、山菜を表したものです。「鯉
り

」は何を表してい

るか。正しいものをひとつ選びなさい。

　① 鳥　　　　　② 花　　　　　③ 土　　　　　④ 魚

【第４６問】

十和田市の経営耕地面積は（2005年農林業センサス）総面積の14.5％を占めていま

す。その面積は何haか。正しいものをひとつ選びなさい。

　① 8,000ha　　 ② 9,000ha　　 ③ 10,000ha　　 ④ 11,000ha　　　
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【第４７問】

十和田市で飼われている肉用牛品種は、肉質の優れた血統の導入や飼養技術の向上

により、ブランド牛が生産されている。ブランド名は何というか。正しいものをひ

とつ選びなさい。

　① 八甲田和牛　　 ② 十和田和牛　 　③ 奥入瀬和牛 　　④ 十和田湖和牛

【第４８問】

東北地方全域で信仰され、主に各家ごとに
さい し

される神の一つである のことを

何と呼んでいるか。正しいものをひとつ選びなさい。

　① オシラサマ　　 ② オヒラサマ　　 ③ アシラサマ　　 ④ イシラサマ　

【第４９問】

1883（明治16）年３月13日　彫刻家・高村光雲の三兄弟の長男として生まれた、彫

刻家、評論家、詩人は誰か。正しいものをひとつ選びなさい。

　① 高村太郎　　　 ② 高村光三　　　 ③ 高村光太郎　　 ④ 高村耕太郎　

【第５０問】

1843（天保14）年９月14日新渡戸十次郎、せきの長男として盛岡で誕生。父十次郎

と共に三本木原開拓に従事した人は誰か。正しいものをひとつ選びなさい。

　① 新渡戸五郎　 　② 新渡戸六郎　　 ③ 新渡戸七郎　　 ④ 新渡戸八郎

【第５１問】

1996（平成８）年に官庁街通りで開催されたマラソン大会があります。現在も、多

くの参加者があり名物イベントとして定着しました。この大会の現在の名称を何と

いうか。正しいものをひとつ選びなさい。

　① とわだ駒街道マラソン大会　　　② 駒街道マラソン大会

　③ 駒マラソン大会　　　　　　　　④ とわだマラソン大会　
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【第５２問】

疏
そ

水
すい

百選に選ばれている、十和田市発展の礎となった人工河川を何というか。正し

いものをひとつ選びなさい。

　① 奥入瀬川　　　　② 相坂川　　　　③神田川　　　　④ 稲生川

　　　　

【第５３問】

手づくり村鯉艸郷では、６月中旬から７月中旬に開催される「花
はな

菖
しょうぶ

蒲まつり」があ

ります。園内には、いろんな花が咲き誇ります。では、2,000株・100種類の花が咲

き誇るのは何か。正しいものをひとつ選びなさい。

　① バラ　　　　② シャクヤク　　　③ シクラメン　　　④ ルピナス

【第５４問】

十和田湖の夏の風物詩となっており、開催回数が40回以上と十和田湖で行われてい

るイベント名を何というか。正しいものをひとつ選びなさい。

　① 十和田湖湖水まつり　　　　② 十和田湖桟橋まつり

　③ 十和田湖乙女まつり　　　　④ 十和田湖さわやかまつり

【第５５問】

地元で生産・飼育される牛乳だけを使用して作られ、酸味料・安定剤・香料を使わ

ず、じっくりと低温で培養し、甘さと酸味のバランスがとれた一品は何か。正しい

ものをひとつ選びなさい。

　① 奥入瀬食べるヨーグルト　　　② 奥入瀬のむヨーグルト

　③ 八甲田飲むヨーグルト　　　　④ 八甲田食べるヨーグルト
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【第５６問】

十和田市内では、80店以上の飲食店が提供し、お店だけではなく一般家庭でも親し

まれ、タマネギと肉が主の今話題の食べ物は何か。正しいものをひとつ選びなさい。

　① カツ丼　　　　② 親子丼　　　　③ バラ焼き　　　　④ すき焼き

【第５７問】

十和田湖で、毎年７月第３週の土曜日・日曜日に開催されるイベント名は何という

か。正しいものをひとつ選びなさい。

　① 十和田湖畔まつり　　　　　　② 十和田湖湖水まつり

　③ 十和田・奥入瀬まつり　　　　④ 十和田休屋まつり

　　　　

【第５８問】

毎年２月上旬に開催されている、とわだ雪見ラリーは十和田市の冬のイベントとし

て定着した、ユニークなスタンプラリーです。何店のお店を飲み歩くイベントか。

正しいものをひとつ選びなさい。

　① ３店　　　　② ４店　　　　③ ５店　　　　④ ６店

【第５９問】

1980（昭和55）年から「十和田湖雪まつり」として開催されていたイベントを、1998（平

成10）年青森県の宣言を記念し、現在は「十和田湖冬物語」として内容を充実し開

催している。青森県が宣言した名称は何か。正しいものをひとつ選びなさい。

　① 教育観光立県　　　　　② 観光文化立県

　③ 文化財観光立県　　　　④ 文化観光立県
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【第６０問】

市内各地に古くから伝承される伝統芸能があります。南部駒踊、神楽、鶏舞とあと

ひとつは何か。正しいものをひとつ選びなさい。

　① 獅子踊　　　　② 鹿踊　　　　③ 獅子舞　　　　④ 乱舞

【第６１問】

十和田湖和牛は、黒毛和牛の血統改良種であり、肉質が柔らかくとろけるようなお

いしさは、大自然の中で放牧して育てられたからである。放牧場所はどこか。正し

いものをひとつ選びなさい。

　① 八甲田山麓　　　② 十和田山麓　　　③ 田代山麓　　　④ 月日山麓

【第６２問】

奥入瀬ガーリックポークは、ニンニクの効用から薬品使用も通常より少なく、豚肉

特有の臭いも少なく、ビタミンB 1やうまみ成分の何が豊富に含まれているか。正

しいものをひとつ選びなさい。

　① アミノ酸　　　② イノシン酸　　　③ カリウム酸　　　④ イノキン酸

【第６３問】

青森シャモロックは、非常に希少性の高い地鶏であり、飼育はすべて平飼い（放し

飼い）で一般のブロイラーの何倍の期間をかけて育てられるか。正しいものをひと

つ選びなさい。

　① ２倍　　　　② ３倍　　　　③ ４倍　　　　④ ５倍
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【第６４問】

十和田市の高等学校を舞台に映画化された～盲目の馬と少女の実話～があります。

その舞台となった高等学校はどこか。正しいものをひとつ選びなさい。

　① 青森県立三本木高等学校　　　　② 青森県立三本木農業高等学校

　③ 青森県立十和田西高等学校　　　④ 青森県立十和田工業高等学校　

【第６５問】

ゴボウは、青森県が全国一の生産量で、十和田市も代表的な産地の一つである。成

分も豊富で、ガンの予防作用があるといわれ最近注目されている。その成分は何か。

正しいものをひとつ選びなさい。

　① カリウム　　　② リグニン　　　③ グリニン　　　④ ミネラル

【第６６問】

十和田市周辺の山々は、きのこの宝庫である。マイタケ、ナメコ、シメジなど、ど

れも味よし、香りよし、歯ざわりよしの三拍子揃った優れものばかりです。もう一

つ採れるキノコは何か。正しいものをひとつ選びなさい。

　① オニタケ　　　② クギタケ　　　③ ナラタケ　　　④ ムキタケ

【第６７問】

創業1899（明治32）年の十和田市で唯一の蔵元はどこか。正しいものをひとつ選び

なさい。

　① 駒泉　　　　② 桃川　　　　③ 鳩正宗　　　　④ 八甲田
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【第６８問】

ソバ餅を薄く平たく作ってゆでたものを串にさし、みそをつけて軽く炙った食べ物

で、年中行事や子供のおやつ、農作業などで食べられてきました。餅に付けるみそ

を何というか。正しいものをひとつ選びなさい。

　① ジュナみそ　　　② ジュニみそ　　　③ ジュノみそ　　　④ ジュネみそ

【第６９問】

豆しとぎの「しとぎ」とは、おしとぎで神に供えることに由来しており、もともと

神
かん

嘗
なめ

祭
さい

やもう一つの行事にお供えとして作られていた。もう一つの行事は何か。正

しいものをひとつ選びなさい。

　① 土嘗祭　　　　② 上嘗祭　　　　③ 水嘗祭　　　　④ 新嘗祭

【第７０問】

1886（明治19）年新渡戸七郎43歳の時、仲間とともに土木会社を設立した。会社名

を何というか。正しいものをひとつ選びなさい。

　① 開拓社　　　　② 掘削社　　　　③ 請負社　　　　④ 現業社

【第７１問】

新渡戸稲造は、札幌農学校卒業後、アメリカ、ドイツへ留学。留学時は農学、経済

学を学んだが、もう一つ何学を学んだか。正しいものをひとつ選びなさい。

　① 哲学　　　　② 薬学　　　　③ 地理学　　　　④ 統計学

【第７２問】

渋沢栄一は1840（天保11）年埼玉県深谷市にうまれた。幼名を何と呼んだか。正し

いものをひとつ選びなさい。

　① 市三郎　　　　② 仁三郎　　　　③ 栄一郎　　　　④ 栄二郎
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【第７３問】

八甲田のブナ原生林からもたらされる「奥入瀬源流水」を使用して作られているコー

ヒーを何というか。正しいものをひとつ選びなさい。

　① 八甲田珈琲　　　　　② 十和田湖珈琲　

　③ 奥入瀬珈琲　　　　　④ 源流水珈琲

【第７４問】

1875（明治26）年十和田銀山が再開され、カツラの丸太をくり貫いた丸木舟で発
はっ

荷
か

や鉛
なまりやま

山の抗場への物資輸送をした、丸木舟を何と呼んだか。正しいものをひとつ選

びなさい。

　① ログ　　　　　② ノア　　　　③ キャッツ　　　　④ キッチ

【第７５問】

国立公園指定促進運動に尽力し、奥入瀬渓流沿いの道の整備、十和田湖畔を休屋ま

で延長し観光の周辺整備に努めた地域指導者は誰か。正しいものをひとつ選びなさ

い。

　① 小笠原耕一　　　② 上林伊三郎　　　③ 鎌田倉吉　　　④ 鈴木道貫

【第７６問】

田中稔は、稲の品種改良の仕事に取り組み、低い温度でも取れ高の多い、これまで

には見られなかった新しい型の品種を見つけた。その品種の最初の名前を何という

か。正しいものをひとつ選びなさい。

　① 藤坂１号　　　　　　　　② 相坂１号

　③ 三本木１号　　　　　　　④ 白上１号
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【第７７問】

次の記述は、加藤源三の教えである「加藤訓」として多くの人たちのささえとなっ

ている訓である。空欄に当てはまる語句のうち、正しいものを選びなさい。

「（ア）は大きく持ち、いつも素直な心で、何でも一番を目指しなさい。

　　　志は高きこと（イ）の如く。心は清く（ウ）の如く。

　　　気宇広きこと三本木の如く。」

　① ア：心　　　　イ：岩手山　　　　ウ：神田川

　② ア：望　　　　イ：八甲田山　　　ウ：稲生川

　③ ア：叶　　　　イ：岩木山　　　　ウ：相坂川

　④ ア：夢　　　　イ：八甲田山　　　ウ：奥入瀬川

【第７８問】

十和田市の方言は、津軽地方で話される「津軽弁」と対比して「南部弁」と総称さ

れる。方言で正しくないものをひとつ選びなさい。

　① 駄目だ・・・わがねぇ　　　　　　② はしゃぐ・・・ばしらぐ　　

　③ 怒る・すねる・・・あへる　　　　④ 匂い・・・かまり　

【第７９問】

八皿行事とは、青森県の三八・上北地方を中心に、岩手県や秋田県の一部でも行わ

れる行事であるが、それは何のために行われる習俗か。正しいものをひとつ選びな

さい。

　① 魔除け　　　　② 五穀豊穣　　　　③家内安全　　　　④ 夫婦円満

【第８０問】

十和田湖温泉郷は、十和田湖・奥入瀬観光の拠点となる温泉郷。温泉脈が無いため、

1963（昭和38）年工事により猿倉温泉から引湯している。その距離は、何kmか。正

しいものをひとつ選びなさい。

　① 約８km　　　　② 約９km　　　　③ 約10km　　　　④ 約11km

　　　志は高きこと（イ）の如く。心は清く（ウ）の如く。

　　　気宇広きこと三本木の如く。」
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【第８１問】

南八甲田の美しい森に埋もれるようにたたずむ閑静な一軒宿。八甲田十和田ゴール

ドラインの最高地、標高1,020ｍの傘松峠に近く温泉宿として最も雪深いところに

ある温泉宿を何というか。正しいものをひとつ選びなさい。

　① 谷地温泉　　　 ② 蔦温泉　　　　 ③ 猿倉温泉　　　　④ 八甲田温泉

【第８２問】

美しい日本の歩きたくなるみち500選に選ばれた道はどこか。正しいものをひとつ

選びなさい。

　① 奥入瀬渓流と蔦６沼のみち　　 ② 官庁街通り「駒街道」のみち

　③ 奥入瀬渓流のみち　　　　　   ④ 十和田湖・奥入瀬渓流のみち

【第８３問】

「わが市の名水」で間違っているのはどれか。ひとつ選びなさい。

　① 沼袋の水　　　　　　　　② 落人の里の水

　③ 八甲田清水　　　　　 　 ④ 桂月大明神の水

【第８４問】

三本木村の名前が初めて文書に出てくるのは、「南部領内総絵図」（盛岡市中央公民

館蔵）が最初であるが、その年はいつか。正しいものをひとつ選びなさい。

　① 1643年　　　　② 1656年　　　　③ 1667年　　　　 ④ 1672年
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【第８５問】

三本木原での旧斗南藩士による開拓事業では、三沢市谷地頭で日本初の洋式牧場を

開いて成功した活躍が上げられるが、その牧場名はどれか。正しいものをひとつ選

びなさい。

　① 渋沢牧場　　　② 廣澤牧場　　　③ 斗南牧場　　　④ 安任牧場

【第８６問】

稲生川工事の難工事は、穴堰を掘っていく手作業でした。当時は、爆薬もないので

手作業に使う道具を使いました。道具には、鑿
のみ

・ばんづる・なかづる・てんばづる

などです。あとひとつはどれか。正しいものをひとつ選びなさい。

　① 金
かな


づち

　　　② 小
こ


づち

　　　③ ノコギリ　　　④ 鉄
てっ


つい

　 

　　　　　　　 

【第８７問】

道の駅とわだ「とわだぴあ」に隣接する、十和田地方に伝わる伝統工芸を体験でき

る施設を何というか。正しいものをひとつ選びなさい。

　① 工芸体験館　　　② 伝統館　　　③ 匠工房　　　④ 美楽工房

【第８８問】

手打ちソバを作ったときに出る切れ端の部分を鍋に一緒に入れたのが始まりといわ

れる食べ物は何か。正しいものをひとつ選びなさい。

　① もちかっけ　　② そばかっけ　　③ むぎかっけ　 ④ ひつみかっけ
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【第８９問】

※第89問の設問は、問題として不適切であると判断し、削除いたしました。

【第９０問】

わさびは、水温が一定で水のきれいなところでしか栽培できないデリケートな作物

です。わさびの水温は年間を通して何度くらいがよいか。正しいものをひとつ選び

なさい。

　① ２℃～３℃　　 ② ５℃～６℃　　 ③ 12℃～13℃　　 ④ 15℃～16℃

【第９１問】

現在の北里大学獣医学部は、北里研究所の移転に伴い1966（昭和41）年十和田市に

畜産学部として設立をした。初代学部長はだれか。正しいものをひとつ選びなさい。

　① 北里柴三郎　　　　　　② 椿精一　　

　③ 島本利三郎　　　　　  ④ 秦藤樹

【第９２問】

十和田市官庁街通りは、歩車道を合わせた幅員は何ｍか。正しいものをひとつ選び

なさい。

　① 24ｍ　　　　② 30ｍ　　　　③ 36ｍ　　　　④ 40ｍ
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【第９３問】

江戸時代の初めころ、県南内陸部の十和田市中心部は、ただ広漠たる原野であった。

そこに遠くからでも見える根本から３本に分かれた三本木の地名発祥の基となった

大木があり、旅人の目印となった木がある。何の木か。正しいものをひとつ選びな

さい。

　① しろたも　　　　② 赤松　　　　③ 大ケヤキ    ④　イチョウ

【第９４問】

三本木の地名発祥の基となった大木があった場所は、現在の十和田市のどの辺か。

正しいものをひとつ選びなさい。

　① 土手山　　　　② 元町　　　　③ 稲生町　　　　④ 東三番町

【第９５問】

十和田市現代美術館は、国内外12ケ国の21人の作家が、都市や自然、十和田市に生

きる人々との対話から作った、ここだけの作品を常設展示している。施設内に常設

展示のない作家はだれか。正しいものを一つ選びなさい。

　① 栗林隆　　　　② 椿　昇　　　　③ 岡本太郎 　　 ④ オノ・ヨーコ

【第９６問】

昔は冬場の貴重な食料としてどこの家でも軒先につるしていた。ゆでた後にヒモを

通し、川や沢の冷たい清水にさらしアク抜きをして作る食べ物を何というか。正し

いものをひとつ選びなさい。

　① 寒牛蒡　　　　② 寒人参　　　　③ 寒大根　　　　④ 寒芋
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【第９７問】

十和田市秋まつりは、毎年９月第２週の金曜日・土曜日・日曜日の３日間開催され

ます。祭りでは、山車や太鼓車が練り歩き、2006（平成18）年から統一の囃子とし

て「十和田囃子」を採用し、競演会で競うようになった。十和田囃子の曲調にない

のはどれか。正しいものをひとつ選びなさい。

　① 喧嘩太鼓　　　② 進み太鼓　　　③ 太素太鼓　　　④ 休み太鼓

【第９８問】

十和田湖御倉半島の付け根の東湖に面した長期滞在に適したキャンプ場はどこか。

正しいものを一つ選びなさい。

　① 宇樽部キャンプ場　　　　　② 子ノ口キャンプ場

　③ 休屋キャンプ場　　　　　　④ 十和田湖キャンプ場　

【第９９問】

十和田市現代美術館の中に常設展示している、大きな白人のご婦人が目立ちます。

それは、スタンディング・ウーマンという題名でロン・ミュエクの作品です。作者

の国はどこか。正しいものを一つ選びなさい。

　① イギリス　　 ② ドイツ　　 ③ ノルウェー　　 ④ オーストラリア

【第１００問】

2002（平成14）年読売新聞社が、日本を代表する観光地から奥入瀬渓流と蔦６沼を

遊歩100選に認定した。認定機関は、「遊歩百選選考委員会」ですが、その後援機関

は複数ある。後援機関に含まれない省はどれか。正しいものをひとつ選びなさい。

　① 総務省　　　② 環境省　　　③ 国土交通省　　　④経済産業省　


