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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。

この「トーワタラ」は何を意味するか。正しいものをひとつ選びなさい。

　① 岩の多い湖　　　② 青い山々　　　③ 緑の平原　　　④ 青い湖

【問題２】

次の記述は、十和田市の人口に関するものであるが、空欄（ア）（イ）に当てはま

る語句のうち、正しい組み合わせをひとつ選びなさい。 

　① ア：微増　　イ：微減　　　　② ア：微減　　イ：微増

　③ ア：横ばい　　イ：微増　　　④ ア：横ばい　　イ：微減

【問題３】

1989（平成元）年に、新渡戸家の歴史的な結びつきや、面積・人口・産業構造など

がよく似ていることから十和田市と友好都市を締結した都市はどこか。正しいもの

をひとつ選びなさい。

　① 岩手県盛岡市　　　　　　　② 福島県会津若松市

　③ カナダ・ビクトリア市　　　④ 岩手県花巻市

【問題４】

2007（平成19）年に告示された、十和田市の木は「もみじ」であるが、市の花は何

か。正しいものをひとつ選びなさい。

　① つつじ　　　② さくら　　　③ 花菖蒲　　　④ コスモス

　これまで、十和田市の人口は（ア）傾向にあったが、2002（平成14）年から

　（イ）に転じている。



－ 2 －

【問題５】

1990（平成２）年、「新・日本名木100選」に認定された十和田市の名木は何か。正

しいものをひとつ選びなさい。

　① ブナの巨木　　　　　② 法量のイチョウ　　　

　③ 官庁街通りの桜　　　④ 十二本ヤシ

【問題６】

2000（平成12）年に「日本の夕陽百選」に認定された十和田市の名所はどこか。正

しいものをひとつ選びなさい。

　① 休屋　　　② 子の口　　　③ 瞰湖台　　　④ 高森山

【問題７】

2004（平成16）年に「美しい日本の歩きたくなるみち500選」に認定された十和田

市の「みち」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 奥の細みち　　　　　　　　　　④ 十和田湖・奥入瀬渓流のみち

【問題８】

次の十和田市内の名水のうち、環境省認定の「平成の名水百選」に選ばれた名水は

どこか。正しいものをひとつ選びなさい。

　① 沼袋の水　　　② 白上の湧水　　③ 落人の里の水　　　④ 桂水大明神の水
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【問題９】

十和田市内で発掘された次の遺跡のうち、縄文時代の遺跡はどこか。正しいものを

ひとつ選びなさい。

　① 高見遺跡　　　② 六日町遺跡　　　③ 姫居遺跡　　　④ 明戸遺跡

【問題１０】

十和田市内にある遺跡の中で、青森県内最大の竪穴住居跡が検出されたのは次のど

の遺跡か。正しいものをひとつ選びなさい。

　① 三内丸山遺跡　　　② 高見遺跡　　　③ 姫居遺跡　　　④ 六日町遺跡

【問題１１】

古くからただ荒漠たる原野だった三本木原の大規模開拓に、新田御用掛として

1855（安政２）年に着手した人物は誰か。正しいものをひとつ選びなさい。

　① 伊能忠敬　　　② 安藤昌益　　　③ 新渡戸稲造　　　④ 新渡戸傳

【問題１２】

十和田市市街地は、新渡戸十次郎による碁盤目状の都市計画により区画整理された

ものであるが、この計画の広さはどれか。正しいものをひとつ選びなさい。

　① 六町四方　　　② 八町四方　　　③ 十町四方　　　④ 十二町四方

【問題１３】

日本実業界の父・渋沢栄一が 1890（明治23）年に開設した農場の名称は何か。正

しいものをひとつ選びなさい。

　① 渋沢農場　　　② 三本木農場　　　③ 小岩井農場　　　④ 稲生農場
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【問題１４】

稲生川の延引や補修により開墾地拡大が進む頃、稲生川上流の古くからの地主と、

下流に耕地拡大を目指す開墾会社との間に水利権の紛争が起こったが、これを解決

に導いた人物は誰か。正しいものをひとつ選びなさい。

　① 新渡戸七郎　　　② 廣澤安任　　　③ 渋沢栄一　　　④ 小坂圭二

【問題１５】

北里柴三郎博士は破傷風の純粋培養に成功したほか、ある細菌の発見で有名である

が、その細菌は何か。正しいものをひとつ選びなさい。

　① ペスト菌　　　② コレラ菌　　　③ 赤痢菌　　　④ ブドウ球菌

【問題１６】

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藤坂村ともうひとつはどこか。正

しいものをひとつ選びなさい。

　① 大深内村　　　② 四和村　　　③ 元村　　　④ 十和田村

【問題１７】

次の十和田市に関する出来事のうち、平成に入ってからの出来事は何か。正しいも

のをひとつ選びなさい

　① 旧笠石家住宅が国重要文化財に指定　　　　　② 十和田市相撲場の完成　　

　③ 十和田市秋まつり中日の夜間運行初開催　　　④ 奥入瀬渓流館がオープン



－ 5 －

【問題１８】

2005（平成17）年１月１日、十和田市と十和田湖町は合併し、新「十和田市」が誕

生したが、この合併は、平成に入っての青森県内で第何号の新設合併か。正しいも

のをひとつ選びなさい。

　① 第 1号　　　② 第 2号　　　③ 第 3号　　　④ 第 4号

【問題１９】

現在の十和田市について記述した文章の空欄（　）に当てはまる語句をひとつ選び

なさい。

　① 台地　　　② 盆地　　　③ 平野　　　④ 丘陵

【問題２０】

十和田国立公園に、八幡平地域が追加指定され、現在の十和田八幡平国立公園になっ

たのはいつか。正しいものをひとつ選びなさい。

　① 1928（昭和３）年　　　② 1936（昭和11）年

　③ 1952（昭和27）年　　　④ 1956（昭和31）年

【問題２１】

十和田湖を車道から望む外輪山の最高点（標高1,011ｍ）にある展望台はどこか。

正しいものを選びなさい。

　① 瞰湖台　　 ② 滝ノ沢展望台　　 ③ 御鼻部山展望台　　 ④ 高森山展望台

　十和田市は、青森県の南東部中央に位置し、西半分は山地と原野が広がり、東

　半分は（　　）で農地と市街地で形成されている。



－ 6 －

【問題２２】

十和田湖畔休屋地域で、青森県と秋田県の県境となっている川の名称は何か。正し

いものをひとつ選びなさい。

　① 両国川　　　② 神田川　　　③ 砂土路川　　　④ 蝦夷川

【問題２３】

十和田湖畔休屋にある十和田神社は、誰を祀
まつ

った神社か。正しいものをひとつ選び

なさい。

　① 建
たけみなかたのかみ

御名方神　　　② 日
やまとたけるのみこと

本武尊　　　③ 菅原道真　　　④ 宇
う か の み た ま の か み

迦之御魂神

【問題２４】

十和田湖伝説の中で、南祖坊と戦った八之太郎が化けたとされるものは何か。正し

いものをひとつ選びなさい。

　① 鬼　　　② 大蛇　　　③ 化け猫　　　④ 鵺
ぬえ

【問題２５】

奥入瀬渓流沿いには多数の滝が点在していることから何街道と呼ばれているか。正

しいものをひとつ選びなさい。

　① 駒街道　　　② ナイアガラ街道　　　③ 瀑布街道　　　④ 滝線街道

【問題２６】

奥入瀬渓流にある次の４つの流れを上流（十和田湖に近い方）から順に並べたもの

で、正しいものをひとつ選びなさい。

　① ア．→ イ．→ ウ．→ エ．　　　② イ．→ エ．→ ア．→ ウ．

　③ ウ．→ ア．→ イ．→ エ．　　　④ ア．→ イ．→ エ．→ ウ．

　ア．阿修羅の流れ 　　イ．三乱の流れ 　　ウ．万両の流れ 　　エ．紫明渓
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【問題２７】

1990（平成２）年、日本の滝百選に認定された、黄瀬川の上流にある滝の名称は何

か。正しいものをひとつ選びなさい。

　① 姉妹の滝　　　② 白布の滝　　　③ 九段の滝　　　④ 松見の滝

【問題２８】

奥入瀬渓流にある「石ヶ戸」の名称は、この地方の方言で石でできた何という意味

か。正しいものをひとつ選びなさい。

　① 別荘　　　② 小屋　　　③ 宿　　　④ 蔵

【問題２９】

八甲田山は、北八甲田連峰と南八甲田連峰の合わせて20以上の山々の総称である

が、次のうち北八甲田連峰に含まれない山をひとつ選びなさい。

　① 大岳　　　② 乗鞍岳　　　③ 赤倉岳　　　④ 田茂萢岳

【問題３０】

傘松峠と睡蓮沼の間にある湿原で、６～７月頃に群落を眺めることができる植物は

何か。正しいものをひとつ選びなさい。

　① ミズバショウ　　　② キクザキイチゲ

　③ チングルマ　　　　④ フジアザミ
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【問題３１】

次の八甲田連峰にある山のうち、最も標高の高い山はどれか。正しいものをひとつ

選びなさい。

　① 大岳　　　② 赤倉岳　　　③ 櫛ヶ峰　　　④ 乗鞍岳

【問題３２】

次のうち、「蔦七沼」と呼ばれる湖沼群に属さない沼をひとつ選びなさい。

　① 鏡沼　　　② 月沼　　　③ 赤沼　　　④ 睡蓮沼

【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は、気根が多く垂れていることか

ら、「○○のイチョウ」として母乳不足で困っている女性の信仰の対象となってきた。

○○に入る言葉は何か。正しいものをひとつ選びなさい。

　① 乳もらい　　　② 子育て　　　③ 乳授け　　　④ 育児

【問題３４】

十和田湖外輪山から奥入瀬渓流に向かって降りる山地の中腹にあり、幹周り６ｍ、

一本木では日本一と認定されているブナの巨木は、何と呼ばれてあがめられてきた

か。正しいものをひとつ選びなさい。

　① 巨神木　　　② 森の神　　　③ 神の木　　　④ 湖の神
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【問題３５】

次のうち、国の重要文化財に指定されているものはどれか。正しいものをひとつ選

びなさい。

　① 南部切田神楽　　　② 法心塚　　　③ 旧笠石家住宅　　　④ 十和田囃子

【問題３６】

18世紀後半の建築と推定され、この地方の農家の典型

的な住宅である旧笠石家住宅の特徴として誤っている

ものをひとつ選びなさい。

　①母屋の形は直屋　　　②屋根は茅葺きの寝殿造り

　③広間型の間取り　　　④内馬屋が全体の1/3に及ぶ

【問題３７】

官庁街通り沿いの「桜の広場」内にある、美しい音色で童謡を奏でているものの名

称は何か。正しいものをひとつ選びなさい。

　① カルメン　　　② カリヨン　　　③ カリメロ　　　④ コルテオ

【問題３８】

稲生川掘削工事に携わった、和賀・稗貫地方（現北上市・花巻市）の土木技術集団

は何と呼ばれていたか。正しいものを選びなさい。

　① 南部土方衆　　　② 陸奥土方衆　　　③ 八部衆　　　④ 盛岡土方衆
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【問題３９】

稲生川掘削工事の際に掘られた穴堰のうち、「幻の穴堰」と呼ばれる未完のトンネ

ルが残っているのはどこか。正しいものをひとつ選びなさい。

　① 京ノ館　　　② 天狗山　　　③ 巫女塚　　　④ 鞍出山

【問題４０】

1872（明治５）年に三本木原開拓協力者のために建立された位牌堂「照
しょうようどう

瑶堂」。この「照

瑶」とは何か。正しいものをひとつ選びなさい。

　① 新渡戸十次郎の字
あざな

　　　　　② 新渡戸七郎の字
あざな

　

　③ 建立された場所の地名　　　④ 制作者の名前

【問題４１】

太素塚の敷地中央に立つ新渡戸三代の銅像。次のうち、銅像が建立されていない人

物をひとつ選びなさい。

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

【問題４２】

太素塚の新渡戸三代の銅像の制作者で、十和田湖畔にある乙女の像の制作にも携

わった小坂圭二の出身地はどこか。正しいものをひとつ選びなさい。

　① 七戸町　　　② 黒石市　　　③ 十和田市　　　④ 野辺地町

【問題４３】

三本木の地名発祥の基となった大木は、この地方で何と呼ばれる木か。正しいもの

をひとつ選びなさい。

　① あすなろ　　　② しろたも　　　③ ブナ　　　④ アカマツ



－ 11 －

【問題４４】

十和田カトリック教会の建物は、東京の神田教会や上智大学、

函館のトラピスチヌ修道院などの設計で知られる、スイス人

建築家マックス・ヒンデルの設計によるものであるが、この

建築様式は何と呼ばれるものか。正しいものをひとつ選びな

さい。

　① ロマネスク建築　　　② ルネサンス建築

　③ バロック建築　　　　④ 数寄屋造り

【問題４５】

滝沢地区にある中渡八幡宮について、1191（建久２）年に、氏神である八幡宮を甲

州から遷宮させた人物は誰か。正しいものをひとつ選びなさい。

　① 津軽為信　　　② 藤原秀衡　　　③ 南部光行　　　④ 坂上田村麻呂

【問題４６】

滝沢地区にある中渡八幡宮で、終戦時まで毎年、９月15日の例祭で開催されていた

大会は何か。正しいものをひとつ選びなさい。

　① 県下角
す も う

力大会　　　② 県下剣術大会　　

　③ 県下武芸大会　　　④ 県下馬術大会

【問題４７】

2002（平成14）年、雪中行軍100年を機に柏地区に移された東道旌表碑が、元々建

てられていた場所はどこか。正しいものをひとつ選びなさい。

　① 板ノ沢集落　　　② 羽立集落　　　③ 梅集落　　　④ 滝沢地区
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【問題４８】

次の彫刻のうち、洞内集落の法蓮寺所蔵ではないものをひとつ選びなさい。

　① 道無和尚像　　　　　　② 伽羅聖観世音菩薩像

　③ 寛文三本木村絵図　　　④ 法心和尚像

【問題４９】

1860（万延元）年、三本木原開拓地の視察に訪れた南部盛岡藩主は誰か。正しいも

のをひとつ選びなさい。

　① 南部利直　　　② 南部利済　　　③ 南部利剛　　　④ 南部利恭

【問題５０】

三本木原開拓の産業開発で、京都から東
と う じ

二という陶工を呼び焼き物製作を行ったこ

とから、その焼き場周辺につけられた地名は何か。正しいものをひとつ選びなさい。

　① 東二番町　　　② 瀬戸山　　　③ 焼山　　　④ 大門

【問題５１】

「並木」の地名の由来ともなった奥州街道（現・旧国道４号）沿いに1863（文久３）

年に植えられた植物は何か。正しいものをひとつ選びなさい。

　① 桜　　　② 松　　　③ 梅　　　④ 杉

【問題５２】

「寺向」の地名の由来となった、1865（慶応元）年に建立された寺院はどこか。正

しいものをひとつ選びなさい。

　① 理念寺　　　② 澄月寺　　　③ 法蓮寺　　　④ 観音寺
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【問題５３】

馬産地として知られた当地方を代表する民俗芸能のひとつ、南部駒踊。その伝統文

化を継承する保存会がいくつかあるが、次のうち、県無形民俗文化財に指定されて

いるのはどの地区の保存会か。正しいものをひとつ選びなさい。

　① 洞内　　　② 立崎　　　③ 米田　　　④ 滝沢

【問題５４】

次にあげる十和田市の伝統芸能のうち、県無形民俗文化財に指定されているのは何

か。正しいものをひとつ選びなさい。

　① 南部深持神楽　　　② 晴山獅子舞　　　

　③ 三日市神楽　　　　④ 南部切田神楽

【問題５５】

念仏踊りの一種といわれ、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 駒踊　　　③ 猿舞　　　④ 獅子舞

【問題５６】

十和田市の名水である沼袋の水は、かつてどのような場所として崇拝信仰の霊場と

なっていたか。正しいものをひとつ選びなさい。

　① 祈祷場　　　② 占場　　　③ 交霊場　　　④ 修験場
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【問題５７】

八甲田清水は、何という山のふもとにあるブナの原生林から湧き出ているか。正し

いものをひとつ選びなさい。

　① 高森山　　　② 月日山　　　③ 黒森山　　　④ 御鼻部山

【問題５８】

奥入瀬源流水を製造している施設で、１階の工場で製造の様子が見学できる、奥入

瀬渓流館に隣接す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 奥入瀬湧水館　　　

　③ 奥入瀬清流館　　　④ 奥入瀬激流館

【問題５９】

十和田市郷土館が、1972（昭和47）年の開館時に利用していた建物は何か。正しい

ものをひとつ選びなさい。

　① 旧軍馬補充部三本木支部本部事務所　　　② 旧笠石家住宅

　③ 沢田館跡　　　　　　　　　　　　　　　④ 北里研究所三本木支所

【問題６０】

十和田市現代美術館に作品を常設展示している作家数は何人か。正しいものをひと

つ選びなさい。

　① 16人　　　② 21人　　　③ 26人　　　④ 31人
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【問題６１】

十和田市現代美術館前の「アート広場」に作品が設置されている日本人作家は誰か。

正しいものをひとつ選びなさい。

　① 栗林隆　　　② 奈良美智　　　③ 高橋匡太　　　④ 草間彌生

【問題６２】

全国でも珍しい馬の文化資料館として、馬具や奉納神馬、わら馬など数多くの資料

を保有・展示しており、馬と人との深い関わり合いを知ることができる施設はどこ

か。正しいものをひとつ選びなさい。

　① 十和田ビジターセンター　　　② 十和田市現代美術館

　③ 十和田市郷土館　　　　　　　④ 称徳館

【問題６３】

2001（平成13）年に国道 4号バイパスの開通と同時にオープンした、道の駅とわだ

の愛称は何か。正しいものをひとつ選びなさい。

　① とわだらぼ　　　　② とわだぴあ　　

　③ とわだぽーと　　　④ とわだぴっと

【問題６４】

十和田市内にある観光施設で、芍薬・ルピナスなど四季の花が楽しめ、土器づくり

や竪穴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 手づくり村鯉艸郷　　　② 縄文体験館

　③ 芍薬桃源郷　　　　　　④ 十和田手づくり体験館
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【問題６５】

原作は川上健一の「四月になれば彼女は」で、2006（平成18）年に公開された映画

「アオグラ」。主演を務めたのは誰か。正しいものをひとつ選びなさい。

　① 内田朝陽　　　② 長渕文音　　　③ 高倉健　　　④ 内田有紀

【問題６６】

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６７】

十和田市出身の写真家で、十和田市現代美術館で企画展「原生の鼓動＋」を開催し

たことがある人物は誰か。正しいものをひとつ選びなさい。

　① 浅井慎平　　　② 岩木登　　　③ 秋山庄太郎　　　④ 大竹章二

【問題６８】

十和田市出身の作曲家で、娘である菅原都々子が歌い大ヒットした「月がとっても

青いから」の作曲者として知られる人物は誰か。正しいものをひとつ選びなさい。

　① 陸奥明　　　② 鈴木淳　　　③ 古賀政男　　　④ 三木たかし
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【問題６９】

映画、テレビドラマ、コマーシャルなどのロケの誘致や撮影がスムーズに進むよう

に協力する組織として設立されている組織であるフィルムコミッション。では、十

和田フィルムコミッションが設立されたのは県内で何団体目か。正しいものをひと

つ選びなさい。

　① １団体目　　　② ３団体目　　　③ ５団体目　　　④ ７団体目

【問題７０】

十和田市出身の卓球選手・河野満が、1977（昭和52）年に世界チャンピオンとなっ

た世界卓球選手権が開催された都市はどこか。正しいものをひとつ選びなさい。

　① リヴァプール　　　② ウィーン　　

　③ エディンバラ　　　④ バーミンガム

【問題７１】

十和田市で育った大相撲力士「鏡岩」。そのガッチリとした体つきと怪力から、ど

んな異名で呼ばれていたか。正しいものをひとつ選びなさい。

　① 闘牛　　　② 猛虎　　　③ 猛牛　　　④ 荒馬

【問題７２】

“相撲の街”としても知られるほど相撲競技が盛んな当市で、毎年８月15日に開催

される全国規模の大会は何か。正しいものをひとつ選びなさい。

　① 全国選抜高校相撲十和田大会　　　② 全日本大学選抜相撲十和田大会

　③ 全日本女子相撲選手権大会　　　　④ わんぱく相撲全国大会
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【問題７３】

毎年、桜の開花時期に開催されている、全国から一堂に会した女性騎手による流鏑

馬競技大会が行われるイベントは何か。正しいものをひとつ選びなさい。

　① 紅流鏑馬　　　② 桜流鏑馬　　　③ 華流鏑馬　　　④ 華流鏑馬

【問題７４】

毎年５月３日～５日に開催される太素祭行事の中で、５年に１度行われていること

は何か。正しいものをひとつ選びなさい。

　① 太素マラソン　　　② 太素行列　　　③ 太素流鏑馬　　　④ 太素劇

【問題７５】

現在は９月第２週の金曜日から日曜日にかけて開催されている十和田市秋まつり。

当初（1992（平成４）年まで）は、三本木稲荷神社の大祭日にあわせて開催されて

いたが、その日にちはいつか。正しいものをひとつ選びなさい。

　① ９月９日～11日　　　② ９月11日～13日

　③ ９月13日～15日　　　④ ９月15日～17日

【問題７６】

毎年２月に開催されているとわだ雪見ラリーは、何軒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軒　　　② ５軒　　　③ ７軒　　　④ 10軒
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【問題７７】

1998 年（平成10年）から、毎年２月に十和田湖畔休屋で開催されている、雪像・

かまくら・雪灯ろうの設置や、冬花火が打ち上げられるイベントは何か。正しいも

のをひとつ選びなさい。

　① 十和田湖冬物語　　　　② 十和田湖雪まつり

　③ 十和田湖雪の祭典　　　④ 十和田湖冬まつり

【問題７８】

青森県が全国一の生産量を誇り、その中でも十和田市が県内の代表的な産地となっ

ている、「山のウナギ」とも呼ばれる農産物は何か。正しいものをひとつ選びなさい。

　① ニンニク　　　② ナガイモ　　　③ 長ネギ　　　④ ゴボウ

【問題７９】

十和田市が青森県一の産地となっている長ネギで、十和田市産のネギは葉の緑と根

の白い部分の境がくっきりとしていることから、ある愛称で親しまれているが、そ

の愛称とは何か。正しいものをひとつ選びなさい。

　① ぼけしらず　　　② はじしらず　　　③ 親しらず　　　④ 時しらず

【問題８０】

十和田市周辺の山々は「きのこ」の宝庫でもある。その中で、この地方でカックイ

と呼ばれているきのこはどれか。正しいものをひとつ選びなさい。

　① ツキヨタケ　　　② ナラタケ　　　③ マイタケ　　　④ ナメコ
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【問題８１】

凶作時の保存食として伝えられてきた凍みイモは、何のイモを使って作られている

か。正しいものをひとつ選びなさい。

　① サトイモ　　　② ジャガイモ　　　③ タロイモ　　　④ ナガイモ

【問題８２】

奥入瀬源流水で仕込まれた「奥入瀬ビール」は、ブルーマスターから直接醸造指導

を受け、本場の味を見事に再現した爽快な喉越しの地ビール。４種類の味を楽しむ

ことができるが、次のうち当てはまらないものをひとつ選びなさい。

　① ピルスナー　　　② ケルシュ　　　③ ヴァイツェン　　　④ ダークラガー

【問題８３】

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

ヒーの名称は何か。正しいものをひとつ選びなさい。

　① ブナ清水珈琲　　　② 霧万邪炉珈琲　　　

　③ 奥入瀬珈琲　　　　④ 十和田清流珈琲

【問題８４】

年中行事や子供のおやつ、農作業などで食されてきたジュネみそをつけたソバ餅。

“ジュネ”は方言であるが、その意味は何か。正しいものをひとつ選びなさい。

　① 黒ゴマ　　　② ローズマリー　　　③ 金ゴマ　　　④ エゴマ
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【問題８５】

主に県南地方で食される、おしるこに似ているが、だんごの中央をへこませた形か

らこの名前がついたといわれる郷土料理は何か。正しいものをひとつ選びなさい。

　① 吉備だんご　　　　② ごま摺りだんご　　　

　③ くびれだんご　　　④ なべっこだんご

【問題８６】

新渡戸十次郎の長男、新渡戸七郎の幼名は何か。正しいものをひとつ選びなさい。

　① 一二三　　　② 四五六　　　③ 六三四　　　④ 五十六

【問題８７】

新渡戸稲造に関する記述のうち、誤っているものをひとつ選びなさい。

　① 東京女子大学初代学長となり設立に尽力

　② 新渡戸十次郎の四男として生まれる

　③ 貴族院議員として国政に参画

　④ 日米交換教授としてアメリカで講義

【問題８８】

1869（明治２）年、それまで十和田神社の神官でさえ冬ごもりしなかった、十和田

湖畔休屋の移住者第 1号となった人物は誰か。正しいものをひとつ選びなさい。

　① 栗山新兵衛　　　② 大塚甲山　　　③ 木村又助秀春　　　④ 大町桂月
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【問題８９】

宇樽部開拓の祖として知られる三浦泉八の業績を顕彰するため、孫にあたる三浦一

雄が建立したものは何か。正しいものをひとつ選びなさい。

　① 十和田湖開発の碑　　　② 十和田道開鑿の碑　　　

　③ 開拓碑　　　　　　　　④ 東道旌表碑

【問題９０】

十和田湖でヒメマスの養殖事業に成功し、十和田湖の観光開発にも力を注いだ人物

は誰か。正しいものをひとつ選びなさい。

　① 和井内貞行　　　② 高村光太郎　　　③ 南祖坊　　　④ 田中稔

【問題９１】

十和田湖・奥入瀬渓流の国立公園指定に関わる功労者のうち、十和田保勝会を組織

し、自ら会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 高村光太郎　　　② 大町桂月　　　③ 小笠原耕一　　　④ 武田千代三郎

【問題９２】

大町桂月が十和田湖を広く世に紹介した「奥羽一周記」を掲載した当時の総合雑誌

で、その大町桂月に十和田湖を案内した鳥谷部春汀が編集長を務めていた雑誌の名

称は何か。正しいものをひとつ選びなさい。

　① 三日月　　　② 夕焼　　　③ 太陽　　　④ あかつき
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【問題９３】

次にあげる人物で、十和田市名誉市民の組み合わせとして正しいのはどれか。正し

いものをひとつ選びなさい。

　① ア、ウ　　　② イ、エ　　　③ ア、エ　　　④ イ、ウ

【問題９４】

南部弁の方言で、「けっちゃ」とはどのような意味か。正しいものをひとつ選びな

さい。

　① わんぱくな　　　② 裏返し　　　③ 蹴る　　　④ まぜる

【問題９５】

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ている八皿行事。

これは何のために行われている習俗か。正しいものをひとつ選びなさい。

　① 五穀豊穣　　　② 合格祈願　　　③ 恋愛成就　　　④ 魔除け

【問題９６】

三八、上北地方の農山村地方帯で農民から愛用されている、い草で作った被
かぶりもの

物は何

か。正しいものをひとつ選びなさい。

　① シオリ　　　② イオリ　　　③ カオリ　　　④ バオリ

　ア . 水野陳好　　　イ . 加藤源三　　　ウ . 廣澤安任　　　エ . 久保佐仲太
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【問題９７】

カラフルな色が特徴の、木綿や古手木綿の端切れを利用し、こたつ掛けや帯などを

作る南部地方に伝わる伝統工芸は何か。正しいものをひとつ選びなさい。

　① 西陣織　　　② 奥州裂織　　　③ 藤原織　　　④ 南部裂織

【問題９８】

トウモロコシの皮を原料にして作られる、軽くて丈夫で湿気を呼ばず、冬は暖かく

夏涼しいといった特徴を持つ、当市名産のスリッパの名称は何か。正しいものをひ

とつ選びなさい。

　① きみがわスリッパ　　　　② もろこしスリッパ

　③ つぶつぶスリッパ　　　　④ きみがらスリッパ

【問題９９】

十和田湖・奥入瀬観光の拠点となる十和田湖温泉郷（焼山地区）。温泉脈がない同

温泉が引湯している温泉はどこか。正しいものをひとつ選びなさい。

　① 浅虫温泉　　　② 酸ヶ湯温泉　　　③ 猿倉温泉　　　④ 蔦温泉

【問題１００】

北海道のニセコ薬師温泉、徳島県の祖谷温泉とともに日本３大秘湯に数えられてい

る温泉宿はどこか。正しいものをひとつ選びなさい。

　① 谷地温泉　　　② 温湯温泉　　　③ 鬼怒川温泉　　　④ 強羅温泉


