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【問題１】

「十和田」という地名は、アイヌ語の「トーワタラ」が変化したものといわれている。

アイヌ語で「ワタラ」は岩を意味するが、「トー」は何を意味するか。正しいもの

をひとつ選びなさい。

　① 湖　　　　② 台地　　　　③ 平原　　　　④ 草

【問題２】

十和田市は、近代的都市機能と雄大かつ美しい自然環境を有するまちであり、市街

地は碁盤の目状に区画されている。それは何のルーツと言われているか。正しいも

のをひとつ選びなさい。

　① 近代土木工学　　　② 近代開発　　　③ 近代都市計画　　　④ 近代開墾

【問題３】

2008（平成20）年、青森県と秋田県（十和田市と小坂町）との十和田湖における県

境（市町境界）が確定した。その割合として正しいものをひとつ選びなさい。

　① 青森県４割、秋田県６割　　　② 青森県５割、秋田県５割

　③ 青森県６割、秋田県４割　　　④ 青森県７割、秋田県３割

【問題４】

十和田市章は上の部分が青で表され、「十和田湖」の形をデ

ザイン化し、豊富できれいな「水」を表している。では下の

緑で表される部分は何を表しているか。正しいものをひとつ

選びなさい。

　① 八甲田　　　② 自然　　　③ 奥入瀬川　　　④ 文化
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【問題５】

十和田市の市民憲章は、暗唱しやすいように、段落の出だしが「と・わ・だ・し」

の文字で始まるよう工夫されているが、次のうち、十和田市の市民憲章の本文とは

違うものをひとつ選びなさい。

　① 永
と

遠
わ

に輝く自然をいつくしみ、水と緑の美しいまちをつくります。

　② わがふるさとを愛し、文化の香り高いまちをつくります。

　③ 誰もが健康で思いやりにあふれ、安心して暮らせるまちをつくります。

　④ 市民としての自覚と責任をもって、進んでまちづくりに参加します。

【問題６】

2007（平成19）年に告示された、十和田市の市の花は「さくら」であるが、市の木

は何か。正しいものをひとつ選びなさい。

　① 松　　　② けやき　　　③ ヒバ　　　④ もみじ

【問題７】

児玉花外は、市内のいくつかの小学校の校歌を作詞しているが、次のうち児玉花外

が校歌を作詞していない小学校をひとつ選びなさい。

　① 北園小学校　　　② 三本木小学校　　　③ 法奥小学校　　　④ 藤坂小学校

【問題８】

数ある国営開墾事業の中でも特に規模が大きく、旧農林水産省発行の「戦後開拓史」

で紹介されたことをきっかけに、十和田市と「日本三大開拓地交流」を行なってい

るのは、宮崎県川南町と、あと１つはどこか。正しいものをひとつ選びなさい。

　① 高知県土佐町　　② 秋田県小坂町　　③ 福島県矢吹町　　④ 長野県飯田市
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【問題９】

新渡戸稲造とゆかりが深いカナダにある都市で、水路が引かれ開拓されたという、

十和田市と歴史的背景の共通点から、十和田国際交流協会と「姉妹交流協会」の締

結をしたまちはどこか。正しいものをひとつ選びなさい。

　① レスブリッジ　　　② トロント　　　③ オタワ　　　④ カルガリー

【問題１０】

1927（昭和２）年に、東京日日新聞や大阪毎日新聞が認定元となり、十和田湖が選

定されたものは何か。正しいものをひとつ選びなさい。

　① 新日本三景　　　　　　　② 日本八景

　③ 国民が感動する景色　　　④ 国民に愛される湖五景

【問題１１】

十和田市の官庁街通りも選定されいる「日本の道100選」。実際に選定されている路

線の数は全国でいくつあるか。正しいものをひとつ選びなさい。

　① ９４　　　② １００　　　③ １０４　　　④ １０７

【問題１２】

1994（平成６）年、十和田市の「官庁街通り」は「新・日本街路樹百景」に選定さ

れたが、この選定元の機関はどこか。正しいものをひとつ選びなさい。

　① 国土交通省　　　　　　　② 内閣府

　③ 全国森林組合連合会　　　④ 読売新聞社
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【問題１３】

次のうち、十和田市の名水でないものはどれか。正しいものをひとつ選びなさい。

　① 沸壷池の清水　　② 落人の里の水　　③ 沼袋の水　　④ 桂水大明神の水

【問題１４】

現在、十和田市には多数の遺跡が存在しているが、次のうち十和田市の遺跡でない

ものをひとつ選びなさい。

　① 姫居遺跡　　　② 山ノ外遺跡　　　③ 韮窪遺跡　　　④ 明戸遺跡

【問題１５】

奥入瀬川から水を引いた人工河川を「稲生川」と命名した人物は誰か。正しいもの

をひとつ選びなさい。

　① 南部利剛　　　② 水野陳好　　　③ 津軽為信　　　④ 新渡戸傳

【問題１６】

明治初期には斗
と な み

南藩士の一部が三本木原開拓地へ移住しているが、この斗南藩とは

元々どこの藩士たちにより成立した藩か。正しいものをひとつ選びなさい。

　① 津軽藩　　　② 会津藩　　　③ 南部藩　　　④ 福島藩

【問題１７】

大正時代、稲生川上流の古くからの地主たちと、下流に耕地拡大を目指す共立開墾

株式会社との間に紛争が起こったが、その原因は何か。正しいものをひとつ選びな

さい。

　① 工事の施工権　　　② 土地の使用権　　　③ 水利権　　　④ 開墾の権利
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【問題１８】

陸軍省軍馬局青森出張所は三本木軍馬育成所を経て、後に軍馬補充部三本木支部と

なった。では、軍馬補充部三本木支部となった年はいつか。正しいものをひとつ選

びなさい。

　① 1883（明治16）年　　　② 1885（明治18）年

　③ 1887（明治20）年　　　④ 1896（明治29）年

【問題１９】

軍馬補充部三本木支部は、全国にある支部の中でも最も規模が大きく、多くの分厩

や牧場を総括していたが、次のうち、切田・赤沼とともに分厩が置かれていた地域

をひとつ選びなさい。

　① 金崎　　　② 元村　　　③ 並木　　　④ 深持

【問題２０】

新渡戸傳が目指して実現できなかった三本木原開拓国営化が、三本木原国営開墾事

業として開始決定した年はいつか。正しいものをひとつ選びなさい。

　① 1937（昭和12）年　　　② 1942（昭和17）年

　③ 1947（昭和22）年　　　④ 1952（昭和27）年

【問題２１】

1955（昭和30）年、三本木町は２つの自治体との合併により三本木市を誕生させた。

その後、他の地方公共団体とも合併し、翌年「十和田市」と改称した。では、三本

木市誕生時に三本木町と合併した地方公共団体は大深内村ともうひとつはどこか。

正しいものを選びなさい。

　① 十和田町　　　② 藤坂村　　　③ 四和村　　　④ 切田村
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【問題２２】

現在の北里大学獣医学部は当初、北里大学畜産学部として十和田市に設立されたが、

その設立年はいつか。正しいものをひとつ選びなさい。

　① 1947（昭和22）年　　　② 1957（昭和32）年

　③ 1966（昭和41）年　　　④ 1970（昭和45）年

【問題２３】

十和田八幡平国立公園は複数の県にまたがっているが、この国立公園内に含まれる

山はどれか。正しいものをひとつ選びなさい。

　① 秋田駒ケ岳　　　② 鳥海山　　　③ 磐梯山　　　④ 早池峰

【問題２４】

十和田湖の面積は61であるが、最も深い部分の水深は何ｍか。正しいものをひと

つ選びなさい。

　① 297ｍ　　　② 327ｍ　　　③ 342ｍ　　　④ 347ｍ

【問題２５】

十和田湖は火山活動により形成された二重カルデラ湖で、周りを外輪山に囲まれて

いる。次のうち、十和田湖の外輪山でない山をひとつ選びなさい。

　① 御鼻部山　　　② 赤岩山　　　③ 岩岳　　　④ 大倉岳

【問題２６】

十和田湖の国立公園指定を記念して「乙女の像」が建立されたが、これは指定何周

年を記念して建立されたものか。正しいものをひとつ選びなさい。

　① １周年　　　② ５周年　　　③ 10周年　　　④ 15周年
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【問題２７】

十和田湖伝説の中で、大蛇と化した八之太郎（八郎太郎）と７日７夜闘って勝利し

たとされる者は誰か。正しいものをひとつ選びなさい。

　① 南祖坊　　　② 北祖坊　　　③ 西祖坊　　　④ 東祖坊

【問題２８】

奥入瀬渓流沿いには多数の滝が点在しているが、次のうち、奥入瀬渓流沿いには無

い滝をひとつ選びなさい。

　① 五両の滝　　　② 姉妹の滝　　　③ 奥入瀬大滝　　　④ 双竜の滝

【問題２９】

奥入瀬渓流の流れ〔阿修羅の流れ・三乱の流れ・紫明渓・万両の流れ〕を、上流（十

和田湖に近い方）から並べた順番で、正しいものをひとつ選びなさい。

　① 万両の流れ ― 阿修羅の流れ ― 三乱の流れ ― 紫明渓

　② 紫明渓 ― 万両の流れ ― 三乱の流れ ― 阿修羅の流れ

　③ 三乱の流れ ― 紫明渓 ― 阿修羅の流れ ― 万両の流れ

　④ 阿修羅の流れ ― 三乱の流れ ― 万両の流れ ― 紫明渓

【問題３０】

奥入瀬川本流にかかる唯一の滝である銚子大滝の幅は約20ｍであるが、高さは約何

ｍか。正しいものをひとつ選びなさい。

　① ３ｍ　　　② ５ｍ　　　③ ７ｍ　　　④ １０ｍ
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【問題３１】

蔦七沼のうち、蔦野鳥の森から約４㎞離れた場所にある沼はどれか。正しいものを

ひとつ選びなさい。

　① 赤沼　　　② 菅沼　　　③ 長沼　　　④ ひょうたん沼

【問題３２】

傘松峠のすぐ近くにある、湿原に囲まれた小さな美しい沼で、この沼の名前となっ

た植物など、様々な湿原植物を見ることができる沼の名称は何か。正しいものをひ

とつ選びなさい。

　① 水芭蕉沼　　　② ワタスゲ沼　　　③ 睡蓮沼　　　④ ミツガシワ沼

【問題３３】

国の天然記念物に指定されている法量のイチョウの、推定樹齢は何年か。正しいも

のをひとつ選びなさい。

　① 600年　　　② 1,100年　　　③ 1,600年　　　④ 2,100年

【問題３４】

十和田市官庁街通りに関する記述として、誤っているものをひとつ選びなさい。

　① 歩道と車道を合わせた総幅員は約36ｍである

　② 165本の松の木がある

　③ 長さは2.1㎞である

　④ 156本の桜の木がある
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【問題３５】

人工河川「稲生川」（奥入瀬川から三本木まで約39㎞）の導水に初めて成功したのは

今から約何年前のことか。正しいものをひとつ選びなさい。

　① 100年　　　② 150年　　　③ 200年　　　④ 250年

【問題３６】

十和田市では稲生川の上水に成功した５月４日を記念して毎年祭りが開催されてい

る。この祭りの名称は何か。正しいものをひとつ選びなさい。

　① 疏水祭り　　　② 太素祭　　　③ 稲生祭り　　　④ 新渡戸祭

【問題３７】

現在の十和田市中心部にあたる、「三本木」という地名発祥のもととなったといわ

れている大木は、この地方で何と呼ばれる木であったか。正しいものをひとつ選び

なさい。

　① 青森ヒバ　　　② 大ケヤキ　　　③ 赤松　　　④ 白たも

【問題３８】

1191（建久２）年、南部光行が糠部五郡の領主となって三戸に移ったとき、甲州か

ら八幡宮を移し建立させた神社の名称は何か。正しいものを選びなさい。

　① 滝沢八幡宮　　　② 南部八幡宮　　　③ 中渡八幡宮　　　④ 四和八幡宮
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【問題３９】

東
とうどうせいひょうひ

道旌表碑は、日露戦争を見据えての弘前第31連隊の耐寒訓練案内人を務めた、柏

地区青年７人の功績をたたえて建てられた石碑である。「東道」は道案内をする人

の意味であるが、「旌表」の意味は何か。正しいものをひとつ選びなさい。

　① 人の善行をほめて広く世間に示すこと　　　② 先祖代々同じ仕事をした人々

　③ 開拓に携わった人たち　　　　　　　　　　④ 口の堅い人々

【問題４０】

十和田市に残る最古の絵図とされる寛文三本木村絵図は、三本木村とある村の境を

決めるため作成されたと推定されているが、ある村とはどこか。正しいものをひと

つ選びなさい。

　① 赤沼村　　　② 相坂村　　　③ 切田村　　　④ 深持村

【問題４１】

十和田市洞内にある、鎌倉時代の名僧の墓と伝えられている、直径約３ｍの塚上に

石塔が安置されているところはどこか。正しいものをひとつ選びなさい。

　① 一里塚　　　② 法連塚　　　③ 拓心塚　　　④ 法心塚

【問題４２】

1865（慶応元）年の澄月寺建立にともない、「寺向」と呼ばれるようになったのは、

澄月寺のどの方角の地域か。正しいものをひとつ選びなさい。

　① 北側　　　② 西側　　　③ 南側　　　④ 東側



－ 11 －

【問題４３】

十和田市内の南部駒踊のうち、青森県の無形民俗文化財に指定されているのはどこ

の地域の南部駒踊か。正しいものをひとつ選びなさい。

　① 米田　　　② 洞内　　　③ 滝沢　　　④ 立崎

【問題４４】

十和田市内の神楽のうち、青森県の無形民俗文化財に指定されているのはどこの地

域の神楽か。正しいものをひとつ選びなさい。

　① 深持　　　② 洞内　　　③ 切田　　　④ 三日市

【問題４５】

沢田、六日町、大不動が十和田市の無形文化財に指定されており、兜や烏帽子をか

ぶった踊り手が、刀、扇子、棒などを持って踊る伝統芸能は何か。正しいものをひ

とつ選びなさい。

　① 鶏舞　　　② 獅子舞　　　③ 猿楽　　　④ 田楽

【問題４６】

十和田湖畔の休屋にある、国立公園の十和田・八甲田地域の景観、動物、植物、人

文などについて、映像や写真、模型、パネルなどで紹介している施設の名称は何か。

正しいものをひとつ選びなさい。

　① 十和田ビジターセンター　　　② 十和田湖案内所

　③ 国立十和田湖紹介所　　　　　④ 十和田ガイドセンター
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【問題４７】

奥入瀬湧水館に隣接し、奥入瀬渓流の生態系・観光スポットなどを紹介している施

設の名称は何か。正しいものをひとつ選びなさい。

　① 奥入瀬源流館　　　② 奥入瀬渓流館

　③ おいらせ　　　　　④ 十和田湖源流館

【問題４８】

奥入瀬渓流にある「石ヶ戸」の名称は、この地方の方言で何という意味か。正しい

ものをひとつ選びなさい。

　① 石でできた戸　　 ② 石でできた門　　 ③ 石でできた小屋　　 ④ 石の道

【問題４９】

次のうち、十和田市現代美術館に常設作品がある作家は誰か。正しいものをひとつ

選びなさい。

　① 高村光太郎　　　② 小坂圭二　　　③ 岡本太郎　　　④ オノ・ヨーコ

【問題５０】

十和田市現代美術館前の公園的な「アート広場」の中に展示作品がない作家をひと

つ選びなさい。

　① ジャウメ・プレンサ　　　② インゲス・イデー

　③ 山本修路　　　　　　　　④ 草間彌生

【問題５１】

十和田市現代美術館に常設展示されている、ロン・ミュエク氏作の、大きな白人の

婦人像の作品名は何か。正しいものをひとつ選びなさい。

　① ビッグ・ウーマン　　　② 南仏の巨人

　③ 地中海の婦人　　　　　④ スタンディング・ウーマン
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【問題５２】

十和田市馬事公苑 駒っこランド内にある称徳館は、テーマごとに館が回廊式で繋

がっているが、次のうち称徳館には無い館をひとつ選びなさい。

　① 玩具館　　　② 民話館　　　③ 企画展示館　　　④ 資料館

【問題５３】

道の駅「奥入瀬」奥入瀬ろまんパークにある施設で、乳製品やソーセージ、県の特

産品種「シャモロック」の燻製肉などを製造販売している施設の名称は何か。正し

いものをひとつ選びなさい。

　① 四季彩館　　　② 味楽工房　　　③ 奥入瀬麦酒館　　　④ 味蕾館

【問題５４】

馬の魅力を様々な角度から体験できる観光牧場で、馬のエサやり、ブラッシングや

ホーストレッキングのほか、レザークラフト作りやアウトドアクッキングなども楽

しめる施設はどこか。正しいものをひとつ選びなさい。

　① 十和田乗馬倶楽部　　　② 高森山観光牧場

　③ 八甲田牧場　　　　　　④ 十和田観光牧場

【問題５５】

焼山にベースキャンプをおき、十和田湖・奥入瀬・八甲田に広がる雄大な自然の魅

力について、「体験」を通して伝えることをコンセプトに、カナディアンカヌーや

ツリーイングなど、さまざまなアクティビティメニューが体験できる施設はどこか。

正しいものをひとつ選びなさい。

　① 八幡平村　　　　　② アクティビティタウン

　③ ノースタウン　　　④ ノースビレッジ
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【問題５６】

十和田市出身の小説家で、小説「四月になれば彼女は」が映画化（映画タイトル「ア

オグラ　ＡＯＧＲＡ」）された人物は誰か。正しいものをひとつ選びなさい。

　① 川上健一　　　② 竹内てるよ　　　③ 大石圭　　　④ 阿川弘之

【問題５７】

十和田市出身・在住の画家で、十和田市文化賞や青森県文化報奨受賞のほか、画家

展などで多数の受賞経験がある人物は誰か。正しいものをひとつ選びなさい。

　① 浅野均　　　② 内田あぐり　　　③ 明山應義　　　④ 大矢紀

【問題５８】

十和田フィルハーモニー管弦楽団が市民オーケストラとして創設されたのは、県内

で何番目か。正しいものをひとつ選びなさい。

　① １番目　　　② ２番目　　　③ ３番目　　　④ ４番目

【問題５９】

十和田市出身の写真家で、主な写真集に「ねぶた」「駒街道」「十和田湖・奥入瀬川」

などがあり、十和田市をはじめ、青森県内を題材にした作品を多く手掛けている人

物は誰か。正しいものをひとつ選びなさい。

　① 秋山庄太郎　　　② 大竹章二　　　③ 和田光弘　　　④ 浅井慎平
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【問題６０】

三本木町から三本木市が誕生した翌年1956（昭和31）年に制定された「三本木小唄」。

その歌詞の中に出てこないものを次のうちからひとつ選びなさい。

　① 奥入瀬川　　　② 十和田湖　　　③ 稲生川　　　④ 八甲田

【問題６１】

三本木村（現十和田市）出身の作曲家で、歌手菅原都々子の父親としても有名な

陸奥明が作曲した作品は次のうちどれか。正しいものをひとつ選びなさい。

　① ああそれなのに　　　② お座敷小唄　　　③ 銀座の柳　　　④ 別れ船

【問題６２】

1955（昭和30）年に公開され、関川秀雄監督により十和田町（現十和田市）奥瀬小

学校大森分校などで撮影された映画のタイトルは何か。正しいものをひとつ選びな

さい。

　① 山に生きる子　　　② 乱れ雲　　　③ 由起子　　　④ 影の車

【問題６３】

十和田市出身の卓球選手で、1977（昭和52）年のバーミンガム世界卓球選手権大会

男子シングルスで優勝し、世界チャンピオンとなった人物は誰か。正しいものをひ

とつ選びなさい。

　① 糠塚重造　　　② 河野満　　　③ 斎藤清　　　④ 岸原聖也
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【問題６４】

十和田湖温泉郷アルペンスキー大会の第１回大会が開催されたのはいつか。正しい

ものをひとつ選びなさい。

　① 1998（平成10）年　　　② 2000（平成12）年

　③ 2008（平成20）年　　　④ 2010（平成22）年

【問題６５】

十和田市相撲場は、全天候型屋外相撲場として世界で何番目の大きさか。正しいも

のをひとつ選びなさい。

　① 世界で１番目の大きさ　　　② 世界で２番目の大きさ

　③ 世界で３番目の大きさ　　　④ 世界で４番目の大きさ

【問題６６】

毎年桜の開花時期にあわせ、女性騎手による流鏑馬競技大会が行なわれる「桜流鏑

馬」の開催場所はどこか。正しいものをひとつ選びなさい。

　① 焼山特設会場　　　　　　② 十和田湖畔休屋

　③ 高森山総合運動公園　　　④ 十和田市中央公園内

【問題６７】

５年に一度開催される「太素行列」は、誰が三本木を訪れたときの模様を再現した

ものか。正しいものをひとつ選びなさい。

　① 新渡戸傳　　　② 新渡戸稲造　　　③ 南部利剛　　　④ 明治天皇
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【問題６８】

道の駅おいらせ「奥入瀬ろまんパーク」で開催される奥入瀬ろまんパークフェスティ

バルは、この道の駅の開設を記念して行なわれるイベントであるが、その開設され

た日にちはいつか。正しいものをひとつ選びなさい。

　① 1993（平成５）年５月５日　　　② 1994（平成６）年６月６日

　③ 1995（平成７）年７月７日　　　④ 1996（平成８）年８月８日

【問題６９】

十和田湖湖水まつりは、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の

中では最多を誇るが、この開催場所はどこか。正しいものをひとつ選びなさい。

　① 十和田湖畔宇樽部　　　② 十和田湖畔休屋

　③ 十和田湖畔子ノ口　　　④ 御鼻部山展望台駐車場

【問題７０】

十和田市秋まつりの統一のお囃子として作られた「十和田囃子」の製作・普及は十

和田青年会議所が行なったが、これらを依頼した団体はどこか。正しいものをひと

つ選びなさい。

　① 十和田市役所　　　　　② 十和田商工会議所

　③ 十和田市観光協会　　　④ 十和田市太鼓普及協会

【問題７１】

次のうち、十和田駒フェスタ行事の中で行なわれていないものをひとつ選びなさい。

　① 騎馬打毬　　　② 流鏑馬　　　③ 障害飛越競技　　　④ 乗馬体験
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【問題７２】

環境の保護と観光振興の両立を発信することを目的として、2008（平成20）年から

奥入瀬渓流などで行なわれている事業は何か。正しいものをひとつ選びなさい。

　① 奥入瀬環境プロジェクト　　　　② 十和田湖環境プロジェクト

　③ 奥入瀬オータムフェスタ　　　　④ 奥入瀬渓流エコロードフェスタ

【問題７３】

市内にある観光施設で、芍
しゃくやく

薬・ルピナスなど四季の花が楽しめ、土器づくりや竪
たて

穴
あな

住居づくりなどの体験もできる施設はどこか。正しいものをひとつ選びなさい。

　① 高森山駒っこランド　　　② 手づくり村鯉艸郷

　③ 蔦温泉　　　　　　　　　④ 睡蓮沼

【問題７４】

十和田ストリートフェスタは、その後全国展開された構造政策特区を活用して開催

していたが、十和田市が認定を受けたこの特区の名称は何か。正しいものをひとつ

選びなさい。

　① まちなか活用特区　　　　　　② 中心市街地お祭り特区

　③ 中心市街地にぎわい特区　　　④ まちなか元気特区

【問題７５】

十和田市伝統芸能まつりは、十和田市内各地に古くから伝承される伝統芸能の一斉

公演イベントであるが、この演目に含まれないものをひとつ選びなさい。

　① 駒踊　　　② 神楽　　　③ 獅子舞　　　④ 能舞
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【問題７６】

青森県では知らない人がいないほど有名な焼肉のタレ「スタミナ源たれ」は、全国

一の生産量をほこる青森県産の農産物が原材料の中心となっているが、その農産物

とはリンゴと、あともうひとつは何か。正しいものをひとつ選びなさい。

　① タマネギ　　　② ニンニク　　　③ ゴボウ　　　④ ナガイモ

【問題７７】

ヒメマスの日本における原産地は、北海道の阿寒湖と、もう１か所はどこか。正し

いものをひとつ選びなさい。

　① サロマ湖　　　② 屈斜路湖　　　③ チミケップ湖　　　④ 支笏湖

【問題７８】

奥入瀬川のサケの遡上数は本州で第何位か。正しいものをひとつ選びなさい。

　① １位　　　② ２位　　　③ ３位　　　④ ４位

【問題７９】

十和田市内で主に栽培されているソバの品種は何か。正しいものをひとつ選びなさ

い。

　① キタワセソバ　　　② 階上早稲　　　③ 常陸秋そば　　　④ 信濃一号

【問題８０】

保存食として知られる「凍
し

みイモ」の材料となるイモは何か。正しいものをひとつ

選びなさい。

　① ジャガイモ　　　② サツマイモ　　　③ ヤマノイモ　　　④ サトイモ
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【問題８１】

「奥入瀬ビール」は、どこの国のプラントを使用して製造されているか。正しいも

のをひとつ選びなさい。

　① ベルギー　　　② フランス　　　③ ドイツ　　　④ チェコ

【問題８２】

焼肉のタレとして有名な「スタミナ源たれ」は、ある肉をおいしく食べるために開

発されたが、それは何の肉か。正しいものをひとつ選びなさい。

　① 羊肉　　　② 馬肉　　　③ 猪肉　　　④ 鹿肉

【問題８３】

旧厚生省（おいしい水研究会）が発表した「おいしい水の基準」（目標値）をすべ

てクリアした、八甲田のブナ原生林から湧き出るナチュラルミネラルウォーターの

名称は何か。正しいものをひとつ選びなさい。

　① とわだ源流水　　　② 奥入瀬源流水

　③ 八甲田源流水　　　④ 十和田湖源流水

【問題８４】

各家庭で正月過ぎの寒の時期に作られる、もちを使った保存食を何というか。正し

いものをひとつ選びなさい。

　① つるしもち　　　② 干しもち　　　③ 凍みもち　　　④ 乾燥もち
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【問題８５】

新渡戸傳は、若い頃には商人として才を発揮し大きな利益を上げているが、このと

き行なっていた商売は何か。正しいものをひとつ選びなさい。

　① 質屋　　　② 米屋　　　③ 木綿屋　　　④ 材木商

【問題８６】

三本木新田御用掛として、十二町四方碁盤の目状の都市計画を行なった人物は誰か。

正しいものをひとつ選びなさい。

　① 新渡戸傳　　　② 新渡戸十次郎　　　③ 新渡戸七郎　　　④ 新渡戸稲造

【問題８７】

世界の平和に生涯をささげ、国際連盟設立時には事務局次長を務めた人物は誰か。

正しいものをひとつ選びなさい。

　① 新渡戸傳　　　② 新渡戸十次郎　　　③ 新渡戸七郎　　　④ 新渡戸稲造

【問題８８】

埼玉県生まれで一橋慶喜の家臣となり、その後三本木共立開墾会社の株券を所有し

大株主となった人物は誰か。正しいものをひとつ選びなさい。

　① 木村又助秀春　　　② 三浦泉八　　　③ 渋沢栄一　　　④ 武田千代三郎
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【問題８９】

三浦泉八の功績として正しいものをひとつ選びなさい。

　① 宇樽部の開拓　　　　　　　② 十和田道の開削

　③ 休屋への移住第１号　　　　④ 十和田湖でのヒメマス養殖

【問題９０】

1869（明治２）年高知市に生まれ、「奥州一周記」を総合雑誌「太陽」に発表して

十和田湖を広く世に紹介した人物は誰か。正しいものをひとつ選びなさい。

　① 小笠原松次郎　　　② 栗山新兵衛　　　③ 大塚甲山　　　④ 大町桂月

【問題９１】

1912（明治45）年、当時の青森県知事であった武田千代三郎が、十和田湖の重要性

を説き、組織した団体を何というか。正しいものをひとつ選びなさい。

　① 十和田保勝会　　　② 十和田保全会

　③ 十和田保護会　　　④ 十和田観光会

【問題９２】

1883（明治16）年生まれの彫刻家・画家で、本職のほかに『智恵子抄』等の詩集が

有名な、十和田湖の「乙女の像」の制作で知られる人物は誰か。正しいものをひと

つ選びなさい。

　① 高村光雲　　　② 高村光太郎　　　③ 岡本太郎　　　④ 佐藤忠良
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【問題９３】

田中稔が誕生させた、冷害に強い早稲種で取れ高の多い稲の品種は何か。正しいも

のをひとつ選びなさい。

　① つがるおとめ　　　② 藤坂５号　　　③ とわだこまち　　　④ 三本木５号

【問題９４】

津軽の中里村（現北津軽郡中泊町）出身で、相坂小学校（現藤坂小学校）で40年間

教鞭を執り、「加藤訓」の教えを残した人物は誰か。正しいものをひとつ選びなさい。

　① 加藤玄一　　　② 加藤厳治　　　③ 加藤源三　　　④ 加藤志郎

【問題９５】

十和田市の名誉市民となっているのは、水野陳好ともうひとりは誰か。正しいもの

をひとつ選びなさい。

　① 高村光太郎　　　② 久保佐仲太　　　③ 杉本行雄　　　④ 渋沢栄一

【問題９６】

十和田市の梅と板ノ沢の両集落で作り、祀られている、人形結い（立て）の行事に

関する記述として、誤っているものをひとつ選びなさい。

　① ２年ごとに人形を作りかえる

　② かつては６月24日に行なっていた

　③ 男女の像を作る

　④ カヤやワラで像を作る
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【問題９７】

南部弁の「ねまる」の意味として、正しいものをひとつ選びなさい。

　① 丸める　　　② 座る　　　③ 寝転がる　　　④ 怒る

【問題９８】

三本木バオリは、ある施設に勤める人が農作業の際に使用したことから、その施設

に由来した別名称で呼ばれることもあるが、その施設とはどこか。正しいものをひ

とつ選びなさい。

　① 三本木町役場　　　　② 県営農事試験場

　③ 官営奥羽牧場　　　　④ 軍馬補充部三本木支部

【問題９９】

十和田湖や奥入瀬渓流、八甲田への観光基地であり、市営スキー場がある地域はど

こか。正しいものをひとつ選びなさい。

　① 板ノ沢地区　　　　　　② 高森山地区

　③ 十和田湖温泉郷　　　　④ 十和田湖畔温泉

【問題１００】

十和田湖畔休屋地区で温泉が湧出したのはいつか。正しいものをひとつ選びなさい。

　① 2002（平成14）年　　　② 1992（平成４）年

　③ 1982（昭和57）年　　　④ 1972（昭和47）年


