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はじめに 

 

このたびは、くしろ検定に関心をおよせいただき心より御礼申し上げます。 

本書は、くしろ検定初級過去問題を元に作成した標準的な問題集です。 

くしろ検定初級試験合格にむけ、是非ご活用下さい。 

 

本書の位置づけ 

・基本的に本問題集からそのまま出題されることはございません。 

・くしろ検定初級の難易度は、本問題集を完全に理解することにより確実に合格できる程

度とします。 

・本問題集は適宜改訂され、最新版は釧路商工会議所 WEBページに掲載します。 
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①先史時代 

1 釧路地方のアイヌ文化の遺跡として「チャシ」があります。アイヌの首長、「トミカラアイノ」によって作られたと
いう、通称「お供え山」といわれている遺跡を、次から選び、その記号を記入しなさい。 

ア．ウライケ・チャシコツ   イ．カツラコイ・チャシコツ 
ウ．モシリヤ・チャシコツ   エ．チャランケ・チャシコツ 

2 （1）保存整備事業の一環として、竪穴住居が復元された遺跡、（2）擦文土器が発掘された遺跡の組み合わ
せとして正しいものを次から選び、その記号を記入しなさい。 

ア．（1）北斗遺跡  （2）東釧路貝塚 
イ．（1）春採台地竪穴群 （2）三津浦古谷遺跡 
ウ．（1）北斗遺跡  （2）春採台地竪穴群 
エ．（1）東釧路貝塚 （2）三津浦古谷遺跡 

3 胴部に刷毛ですったような文様があることからつけられた土器の名称を次から選び、その記号を記入しなさ
い。 

ア．縄文土器 イ．弥生土器 ウ．擦文土器 エ．須恵器 

4 先史時代の北海道は本州と違った時代区分がなされている。縄文時代以降、明治までの間の時代区分を
正しく並べているものを次から選び、その記号を記入しなさい。 

ア．続縄文 →擦文  →アイヌ文化 
イ．擦文  →旧石器 →アイヌ文化 
ウ．弥生  →チャシコツ文化 →擦文 
エ．アイヌ文化 →オホーツク文化 →日本海交易文化  

5 13世紀後半、青森の十三湊を本拠とした津軽安東氏の日本海交易が始まり、本州からの物産が北海道に
流入したが、それにあてはまらないものを次から選び、その記号を記入しなさい。 

ア．鉄製品 イ．陶磁器 ウ．鮭  エ．タバコ 

②江戸時代 

6 江戸時代、この地域は「クスリ場所」と呼ばれていました。北海道の太平洋岸が幕府直轄となった時、交易
を行うために「会所」が設けられました。「久壽里会所跡」の碑のある佐野碑園の位置として正しいものを選
び、その記号を記入しなさい。 

ア．弥生  イ．寿   ウ．北大通  エ．南大通 

7 阿寒、音別という地名は、それぞれアイヌ語の「アカン」、「オ・ム・ペツ」からきているが、それらの語源につ
いて正しい組み合わせを次から選び、その記号を記入しなさい。 

ア．阿寒：川口ふさがる川 音別：集落  
イ．阿寒：不動の  音別：川口ふさがる川  
ウ．阿寒：温泉  音別：不動の 
エ．阿寒：集落  音別：温泉 

8 江戸時代に釧路は「クスリ」と呼ばれていたが、それが記録に表れた最も早い例は外国船カストリクム号の
来航記である。この船はどこの国の船か、次から選び、その記号を記入しなさい。 

ア．ポルトガル  イ．イギリス  ウ．オランダ  エ．アメリカ合衆国 

9 19世紀初頭、道東は江戸幕府の直轄地となったが、この時に作られた「シャクベツ旅宿所」が元になって発
展した地域はどこか、次から選び、その記号を記入しなさい。 

ア．弟子屈  イ．阿寒  ウ．音別  エ．鶴居 

③江戸～明治時代 

10 江戸時代後期から明治時代にかけて、北海道開拓が重視されたのはなぜか。あてはまらないものを次から
選び、その記号を記入しなさい。  

ア．ロシアなどの国々が国内との貿易を要求するおそれがあったため。 
イ．船の動力となる石炭を採掘する計画が立てられたため。 
ウ．日本人の魚を食べる文化を強化して、漁場として利用するため。 
エ．北海道を米作りの拠点地としたため。 

11 幕末から明治初期にかけて釧路の発展に貢献した米屋（後に佐野家）、および明治後期に釧路の沖合漁
業を主導した漁民は、いずれも共通した地域の出身である。それを次から選び、その記号を記入しなさい。 

ア．難波（大阪）  イ．飛騨（岐阜）  ウ．松前（北海道）  エ．越後（新潟） 
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④明治時代 

12 1889年（明治 22）年、釧路川に架けられた橋の名称を次から選び、その記号を記入しなさい。 

ア．幣舞橋 イ．橋北橋 ウ．愛北橋 エ．久寿里橋 

13 1884年（明治 17）年、鳥取士族の移住団が釧路に到着した。市内のどこか、次から選び、その記号を記入
しなさい。 

ア．トンケシの浜 イ．オダイトの浜 ウ．シレトの浜 エ．オニオブの浜 

14 釧路地方の馬産振興の功労者は誰か、次から選び、その記号を記入しなさい。 

ア．佐々木与兵衛  イ．神八三郎 ウ．白石義郎 エ．嵯峨久 

15 釧路に初めての製紙工場の建設を計画していた元農商務次官だった人物は誰か。次から選び、その記号
を記入しなさい。 

ア．榎本武揚 イ．藤原銀次郎 ウ．森 有礼 エ．前田正名 

16 1901（明治 34）年、釧路とどこの間に鉄道が開通したか、次から選び、その記号を記入しなさい。 

ア．厚岸  イ． 標茶 ウ． 白糠 エ． 音別 

17 （1）石川啄木は、釧路新聞社の記者として釧路に 76日間滞在したが、どこの町から来釧したか。（2）また、
1900（明治 30）年、釧路に「町制」が施行されたときの初代町長であり、啄木を釧路に招いた人物は誰か。
正しい組み合わせを次から選び、その記号を記入しなさい。 

ア．（1）小樽（2）白石義郎  イ．（1）旭川（2）本郷新 
ウ．（1）旭川（2）白石義郎  エ．（1）札幌（2）本郷新  

18 1869（明治 2）年から約 2年間、北海道は、各省・各藩によって分領支配された。釧路地方では佐賀藩によ
って 3つの郡が支配されたが、その 3つの郡の正しい組み合わせを次から選び、その記号を記入しなさ
い。 

ア．白糠・釧路・川上  イ．白糠・釧路・阿寒 
ウ．厚岸・釧路・川上   エ．白糠・足寄・阿寒 

19 釧路市と鳥取市・湯沢市は姉妹都市を提携しています。提携理由の組合せとして、正しいものを選び、その
記号を記入しなさい。 

ア．島根県 鳥取市－釧路川下流の開拓につくした功績 
イ．秋田県 湯沢市－米・わらなどの物流を通じて密接にむすびついていた。 
ウ．鳥取県 鳥取市－明治 15年、16年に士族移住をうけいれた。 
エ．岩手県 湯沢市－地震や津波の多発地帯であるので。 

20 下記の中から、「釧路炭田」に含まれない市・町名を選び、その記号を記入しなさい。 

ア.白糠町  イ．釧路市  ウ．厚岸町  エ．弟子屈町 

21 鉄道が開通した当時の釧路のマチの様子について、間違っているものはどれか選び、その記号を記入しな
さい。 

ア．最初の駅が北大通 14丁目に開設された。 
イ．市外地は駅を中心に輸送や商業の関係施設が集まり、にぎやかになった。 
ウ．釧路‐白糠間の鉄道が開通したのは、明治 34年である。 
エ．鉄道開業についで、明治 42年には釧路港を建設する工事が着手された。 

22 次の文章の(  )に入る語句を次から選び、その記号を記入しなさい。 
「1870（明治 3）年、佐野孫右衛門は、釧路地方に移住者を募り、その結果、渡島、青森、秋田より招来し、
(   )、弁天ヶ浜、桂恋、昆布森、仙鳳跡などに定住させた｡ 

ア．音別  イ．尺別  ウ．白糠  エ．知人 

23 釧路の水産業について、明治 30年ころから、これまでの前浜漁業からはえ縄による漁法などに変わってい
ったが、こういった漁業技術の革新は、おもにどこから移住してきた漁民によって行なわれたか。次から選
び、その記号を記入しなさい。 

ア．越前  イ．山陰  ウ．越後  エ．東北 

24 釧路地方は、軍馬生産の適地とされたが、馬市があったのはどこか。次から選び、その記号を記入しなさ
い。 

ア．共栄   イ．武佐    ウ．大楽毛  エ．緑ヶ岡 
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25 下記の短文の(   )にあてはまる地名を下から選び、その記号を記入しなさい。 
「阿寒のマチの始まりは、1888(明治 21)年、下雪裡に(   )村外 3 ヶ村戸長役場が設置されたことからで
す。」 

ア．舌辛  イ．鶴居  ウ．雪裡  エ．徹別 

26 この地域に紙・パルプ産業が立地した要素をまとめてみました。正しくないものを選び、その記号を記入しな
さい。 

ア．阿寒一帯にエゾマツ、トドマツなどの森林資源が豊富にあった。 
イ．釧路川、阿寒川などの河川があり、工場用水の確保が可能であるほか、輸送にも便利であっ

た。 
ウ．工場の動力用燃料である石油と、製造に必要な硫黄が採掘されており、確保が容易であっ

た。 
エ．生産された紙・パルプを移出するための港があった。 

27 （1）明治の初期、西幣舞地区の開拓を行い、「釧路の農業のパイオニア」と目される人物は誰か。（2）また、
「西幣舞」とは現在のどの辺りの地域か。正しい組み合わせを次から選び、その記号を記入しなさい。 

ア．（1）中戸川平太郎 （2）北大通 イ．（1）中戸川平太郎 （2）米町 
ウ．（1）柳原義達  （2）北大通 エ．（1）柳原義達  （2）米町 

28 明治時代に釧路地区の炭鉱開発の将来性を指摘した米国人技師がいたが、その人物の名前を次から選
び、その記号を記入しなさい。  

ア．ラクスマン イ．トミカラアイノ   ウ．ライマン エ．C.S.メイク 

29 明治末期の 1909（明治 42）年に架けられた 2代目幣舞橋は「簡易トラス方式」を用いた画期的な橋であっ
たが、残念ながら 6年で架け替えられた。当時の橋が傷みやすくてよく落橋した理由を次から選び、その記
号を記入しなさい。 

ア．当時用いられた鉄筋コンクリートは技術が未発達で錆びやすかったから。 
イ．まだ川幅が広く、それに比して交通量が激しく橋に過重な負担が加わったから。 
ウ．冬に結氷し、春先には増水して流木の衝突も絶えなかったから。 
エ．木造の橋だったため、夏場の乾燥でよく火災事故が起こったから。 

⑤大正時代 

30 つぎの説明文で、（1）～（3）にそれぞれあてはまる用語の組合せ順として正しいものを選び、その記号を記
入しなさい。 
釧路の（1）制施行は 1922（大正 11）年 8月ですが、その 2年前に釧路（2）に北海道（3）制が施行され、「釧
路（3）」に昇格しました。 

ア．（1）市 （2）区 （3）町   イ．（1）市 （2）町 （3）区 
ウ．（1）町 （2）区 （3）市   エ．（1）区 （2）村 （3）町 

31 漁船の動力化など釧路の漁業の近代化に尽力し、のちに「釧路漁業の父」と称された人物は誰か、次から
選び、その記号を記入しなさい。 

ア．金井関次郎 イ． 嵯峨 久 ウ． 本間秀作 エ． 中村小三治 

32 大正時代に釧路で起こった出来事としてはあてはまらないものを次から選び、その記号を記入しなさい。 

ア．釧路川の大洪水があり「新川」を作って流路を分散する計画が実行に移された。 
イ．嵯峨久が発動機新造船を釧路に導入し、マグロ景気が釧路に起こった。 
ウ．釧路に町制が施行され、初代町長に白石義郎が就任した。 
エ．第 1次世界大戦後の「紙需要」もあり、鳥取村で富士製紙釧路工場が操業開始した。 

⑥大正～昭和時代 

33 大正時代から昭和の初期にかけて、漁船の動力化による豊漁で釧路の漁業を支えた魚種を次から選び、
その記号を記入しなさい。 

ア．マイワシ  イ．ニシン    ウ．スケトウダラ  エ．マグロ 

34 次の釧路管内で起こった出来事の中で、大正時代に起こったものにして、かつ戦前の昭和時代に起こった
ものを選び、その記号を記入しなさい。 

ア．阿寒が国立公園に指定され、祝賀パレードなどの行事が実施された。  
イ．釧路で初めての国体、「たんちょう国体」が開催された。 
ウ．4代目佐野孫右衛門による「佐野移民」によって前浜漁業が発展した。 
エ．豪雨で釧路川に大洪水が起き、スタートした治水工事が完成した。 
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35 大正から昭和の初期まで、釧路の景気を支えたのは「マグロの水揚げ」だった。ただし遊泳能力の強いマグ
ロを釣り上げるのは大変で、明治時代には良く遭難事故があったため、嵯峨久が大正時代にあるものを船
に導入して「マグロ景気」のきっかけを作った。それは何かを次から選び、その記号を記入しなさい。 

ア．はえ縄  イ．発動機  ウ．冷凍庫  エ．方位レーダー 

⑦昭和時代 

36 幣舞橋は現在 5代目であるが、「北海道三大名橋」と謳われたのは何代目か、次から選び、その記号を記
入しなさい。 

ア．初代  イ．2代目 ウ．3代目 エ．4代目 

37 原田康子原作の小説「挽歌」は映画化もされたが、主人公の兵頭怜子を演じた女優は誰か。次から選び、
その記号を記入しなさい。 

ア．久我美子 イ．香川京子 ウ．岸恵子 エ．岡田茉莉子 

38 釧路で最初に開催された「国体」を何国体というか、次から選び、その記号を記入しなさい。 

ア．たんちょう イ．くしろ湿原 ウ．はまなす エ．ぬさまい 

39 「釧路湿原」と命名したのは誰か、次から選び、その記号を記入しなさい。 

ア．鰐渕俊之 イ．田中瑞穂 ウ．澤四郎 エ．鳥居省三 

40 新釧路川の通水式は 1931（昭和 6）年に行なわれたが、その治水工事の事務所があったところは、なんと
いう町名になったか。次から選び、その記号を記入しなさい。 

ア．新川町 イ．川上町 ウ．川端町 エ．治水町 

41 下記の彫刻家の中から、「道東の四季」の秋の作者は誰か。次から選び、その記号を記入しなさい。 

ア．佐藤忠良  イ．本郷 新  ウ．柳原義達  エ．舟越保武 

42 釧路市の町名改正事業は市制何周年を記念して行ったものか｡次から選び、その記号を記入しなさい。 

ア．市制 5周年   イ．市制 10周年  ウ．市制 20周年  エ．市制 30周年 

43 1945（昭和 20）年、釧路市はアメリカ軍の空襲を受けたが、日付を次から選び、その記号を記入しなさい。 

ア．6月 3、4日 イ．7月 14、15日 ウ．8月 14、15日 エ．11月 10、11日 

44 戦後の昭和時代に釧路管内で起こった出来事としてはあてはまるものを次から選び、その記号を記入しな
さい。 

ア．原田康子の小説『挽歌』が大ベストセラーとなり、「釧路」の知名度が上がった。 
イ．白糠に八王子千人同心が入植し、同時に軍馬補充部が開設された。 
ウ．釧路川で未曾有の大洪水があり、対策として新釧路川を開削、通水式が行われた。 
エ．釧路市と阿寒町、音別町が合併して、新「釧路市」が誕生した。 

45 釧路市と鳥取町が合併し、釧路市が 8万人台になったのはいつ頃か。次から選び、その記号を記入しなさ
い。 

ア．明治後半  イ．大正時代  ウ．戦後の昭和時代  エ．平成の初頭 

⑧管内各町村の歴史 

46 1980（昭和 55）年、現釧路町に初めて町制が施行されたが、それに先立って昭和時代にこの地域に合併さ
れていた村を次から選び、その記号を記入しなさい。 

ア．熊牛村  イ．舌辛村  ウ．音別村   エ．昆布森村 

47 次の釧路管内の市町村の中で、江戸時代の「キイタップ場所」から発展した町を次から選び、その記号を記
入しなさい。 

ア．鶴居村  イ．厚岸町  ウ．標茶町  エ．浜中町 
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①火山地帯 

1 現在も盛んに火山活動している雌阿寒岳は、10座に及ぶ火山の集合体です。その中での最高峰(1499ｍ)
はどれか、次から選び、その記号を記入しなさい。 

ア．ポンマチネシリ イ．ピンネシリ  ウ．マチネシリ  エ．中マチネシリ 

2 釧路地方では「カルデラ 」という言葉がよく出てきますが、これはこの地形がポルトガル語のあるものに似
ていることからそう呼ばれています。次の中からあてはまるものを選び、その記号を記入しなさい。 

ア．大きなカマ  イ．大きなナベ  ウ．大きなハコ  エ．大きなツボ 

3 摩周岳を、アイヌの人たちは何と呼んでいたのでしょうか。次から選び、その記号を記入しなさい。 

ア．ピンネシリ  イ．サマツカリヌプリ  ウ．コトニヌプリ   エ．カムイヌプリ   

4 雄阿寒岳は、阿寒カルデラの中に出現した単峰の火山です。この火山の出現により古い阿寒湖が堰き止
められていくつかの湖が出現しました。次の湖のうちこの活動と関係のない湖沼を選び、その記号を記入
しなさい。 

ア．オンネトー  イ．ペンケトー   ウ．パンケトー   エ．阿寒湖 

5 この地方の火山でよく見られる、粘性の強い溶岩がドーム状に盛り上がった地形を表す言葉を次の中から
選び、その記号を記入しなさい。 

ア．溶岩尖塔  イ．溶岩円頂丘   ウ．溶岩小丘   エ．寄生丘     

6 山麓に酸性の土壌が拡がるアトサヌプリ（硫黄山）には貴重な「硫黄荒原植物群落」が見られます。そこで
見られる植物を、次の項目から選び、記号を記入しなさい。 

ア．シャクナゲ  イ．エゾイソツツジ  ウ．ハマナス   エ．クロユリ 

7 屈斜路カルデラ内に出現した溶岩円頂丘群のうち最髙の山には特徴のある爆裂火口がある。この名称
を、次の項目から選び、その記号を記入しなさい。 

ア．鹿落とし  イ．ヒト落とし   ウ．熊落とし   エ．岩落とし 

8 知床半島から釧路北部に拡がる火山列は、あるプレートの沈み込みに起因するといわれています。正しい
プレート名の組合せを次から選び、その記号を記入しなさい。 

ア．北米プレートに太平洋プレート  イ．フィリピン海プレートに北米プレート 
ウ．ユーラシアプレートに北米プレート  エ．ユーラシアプレートにフィリピン海プレート 

9 雄阿寒岳についての誤った説明文を、次から選びその記号を記入しなさい。 

ア．雌阿寒岳と異なり、火山噴出物が堆積した単峰である。 
イ．雌阿寒岳より標高は 140ｍ高い。 
ウ．山麓には、噴出溶岩でせき止めてできたパンケトーがある。 
エ．山麓には「流れ山」が見られる。 

10 釧路地方の火山のうち、気象庁が活動を注目している活火山の組み合わせを次から選び、その記号を記
入しなさい。 

ア．雌阿寒岳と雄阿寒岳  イ．雄阿寒岳と摩周岳 
ウ．雌阿寒岳とアトサヌプリ  エ．カムイヌプリと藻琴山 

②丘陵・段丘 

11 国境山地で目立つ山、ウコタキヌプリの頂上部で見られる地層は、次のうちどの時代のものであるか選
び、その記号を記入しなさい。 

ア．ジュラ紀 イ．新第三紀 ウ．白亜紀 エ．古第三紀 

12 釧路市街地の東側に拡がる海抜 30ｍから 50ｍの台地は、どの段丘に当てはまるか、次から選び、その
記号を記入しなさい。 

ア．白糠  イ．根室  ウ．鶴居  エ．釧路 

13 国境山地の最高地点「ウコタキヌプリ」について、誤った説明文を次から選び、その記号を記入しなさい。 

ア．褶曲作用でできた山地は化石も産出する。 イ．頂上付近には小さい噴火口がある。 
ウ．頂上域が平坦で頂上が 2 ヶ所ある。 エ．アイヌ語そのままの山名である。 

③低地・湿原 

14 釧路湿原の成因に深く関わる最後の氷河期はどれか、次から選び、その記号を記入しなさい。 

ア．ウルム氷期  イ．リス氷期  ウ．アルプ氷期  エ．デカン氷期 
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15 ウルム氷期の後、陸地であった現在の湿原域には海水の進入が始まり、その後海水は沖に退いていま
す。海水の進入を何というか、次から選び、その記号を記入しなさい。 

ア．海退  イ．海浸   ウ．冠水  エ．海進 

④海岸 

16 釧路から根室にいたる海岸線の地形について、見られないものを、次から選びその記号を記入しなさい。 

ア．海蝕崖  イ．トンボロ  ウ．海岸段丘  エ．土瓶岩 

17 釧路海岸の海食地形についての組み合わせで、誤った項目を選び、その記号を記入しなさい。 

ア．トンボロ・霧多布   イ．海食崖・釧路益浦から根室まで 
ウ．めがね岩・桂恋毘沙門   エ．亀穴・興津 

18 釧路から根室に続く海岸地形のうち「トンボロ」についての説明として正しい項目を次から選び、その記号
を記入しなさい。 

ア．海岸段丘が海に滑り落ちた地形  イ．海岸から近くの島まで砂浜で繋がった地形 
ウ．鳥のくちばしのように砂浜が拡がる地形 エ．海の波浪が海食崖に洞穴をつくる地形 

⑤湖沼 

19 釧路地方の湖沼について、成因が同じ組み合わせを次の項目から選び、その記号を記入しなさい。 

ア．オンネトーとパンケトー イ．ペンケトーと赤沼 ウ．塘路湖と厚岸湖 エ．摩周湖と達古武湖 

20 塘路湖に隣接して小さい湖沼が点在していますが、その湖沼の名にあてはまらないものを次から選び、そ
の記号を記入しなさい。 

ア．ポントー イ．サルトー  ウ．エオルトー  エ．マクントー 

21 次の湖沼名は阿寒摩周国立公園域の主な湖沼です。湖沼面積のもっとも大きいものを次から選びその記
号を記入しなさい。 

ア．阿寒湖  イ．屈斜路湖  ウ．摩周湖 エ．パンケトー 

22 摩周湖についての説明で、正しい項目を選び、その記号を記入しなさい。 

ア．湖水は，現在も世界一の透明度を保っている。 
イ．湖の中央には、湖底からせり上がった溶岩塔・カムイシュ島がある。 
ウ．摩周岳を、古くからアイヌはピンネシリと呼んでいる。 
エ．明治初期に、500匹ほどのアメリカザリガニを放流している。 

23 1970年代に人工衛星ランドサットから確認された日本最後の自然湖について、正しい説明と思われる地
名と湖沼名との組み合わせを、次のから選びその記号を記入しなさい。 

ア．釧路市阿寒町のシュンクシタカラ湖 イ．大空町のオンネトー近くのポントー 
ウ．清里町の摩周湖近くの神の子池  エ．浜中町の霧多布湿原近くのヒチリップ沼 

24 冬期の凍結した湖面で見られる現象として「御神渡り」があるが、それを見ることができない湖を次から選
び、その記号を記入しなさい。 

ア．春採湖 イ．諏訪湖 ウ．屈斜路湖 エ．琵琶湖 

⑥河川 

25 釧路川にかかわる説明で、正しい項目を選び、その記号を記入しなさい。 

ア．標高 120mの屈斜路湖の水面から 120km流下する二級河川である。 
イ．流域は約 2400km2で石狩川と同じく広大である。 
ウ．標茶付近から流速が特に遅くなり塘路湖などの海跡湖も目立つ。 
エ．流域で随所に見られる最大の三日月湖がシラルトロ沼である。 

26 釧路川周辺で見られる冬の気象現象で正しい項目次からを選び、その記号を記入しなさい。 

ア．川あらし イ．蓮葉氷  ウ．御神渡り  エ．アイスポール 

⑦海 

27 釧路沖から東北三陸沖にかけての大きな海水の流れについて、次の文章のうち正しい項目を選び、回答
欄に記号を記入しなさい。 

ア．海面近くの水温が 25℃程度で「寒流」という。 
イ．海水の「塩分濃度」は高く「溶存酸素量」が低い。 
ウ．この海流は､豊富な栄養分に恵まれ、魚をはぐくむ「親潮」ともいう。 
エ．北海道本土から南下する空気塊が、この海流に触れて海霧の発生源となる。 
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⑧釧路の霧 

28 霧の街として有名な釧路は、霧の街ロンドンよりも霧日数は多いといわれます｡釧路の霧の発生原因にな
る組み合わせで正しいものを選び、その記号を記入しなさい。 

ア．｢対馬海流｣と、北上した太平洋上の「暖かい空気塊」 
イ．「千島海流」と、北上した太平洋上の｢暖かい空気塊｣ 
ウ．｢千島海流｣と、釧路沖の親潮のせめぎ合いと｢水蒸気の凝結｣ 
エ．｢千島海流｣と、釧路沖の黒潮に乗り上げる｢水蒸気の凝結｣ 

29 釧路近辺の海流や海霧についての説明で、正しい項目を選び、その記号を記入しなさい。 

ア．海霧は、冷たい海流と、暖かい海流のせめぎあいで見られる。 
イ．釧路沖の冷たい海流は、オホーツク海を源にしている。 
ウ．釧路沖の冷たい海流は、千島列島方面から流下し親潮ともいわれる。 
エ．はるか南を流れる黒潮上の空気塊は、北風に乗って寒流上を通る。 

⑨釧路の冬の現象 

30 冬の凍結した湖の現象として「御神渡り」があるが、次の文章のうち正しいと思われる項目を選び、その記
号を記入しなさい。 

ア．屈斜路湖の御神渡りが現在日本一である。 
イ．阿寒湖の御神渡りは屈斜路湖より規模が大きい。 
ウ．長野県の諏訪湖の御神渡りが現在日本一である。 
エ．春採湖で御神渡りを見たことがない。 

31 冬の釧路川では、時に「蓮葉氷（はすのは氷）」が見られます。この現象について適切な項目を選び、記号
を記入しなさい。 

ア．河口より上流域の方ができやすい。 
イ．北海道であればどこの河川でも見られる。 
ウ．蓮の花のように盛り上がった氷盤が張りつめる。 
エ．蓮の葉状に成長した原因は､浮氷の接触などによる。 

32 釧路の冬の気象現象のうち、以下の説明文の正しい項目を選び、記号を記入しなさい。 

ア．釧路川口で見られる植物の葉状の氷盤を「蓮葉氷」という。 
イ．塘路湖畔で見られる「御神渡り」は日本一の規模を誇る。 
ウ．冷水面上の空気塊中の水蒸気が凍ってｷﾗｷﾗした「サンピラー」が見られる。 
エ．厳冬の朝みられる「樹氷」は、樹枝についた水滴が球状に凍ったもの。 

33 釧路域で冬季に見られる気象現象について語群の中で、あてはまらないものを 次から選びその記号を記
入しなさい。 

ア．けあらし   イ．スターダスト   ウ．蓮葉氷   エ．御神渡り 

⑩釧路の公園と自然 

34 阿寒摩周国立公園を説明するキーワードの語群のうち、すべて適切と思われる語群を一つ次から選び、そ
の記号を記入しなさい。 

ア．屈斜路カルデラ・摩周カルデラ・阿寒カルデラ・ボッケカルデラ 
イ．特別天然記念物「マリモ」・天然記念物｢阿寒湖のヒメマス｣ 
ウ．硫黄荒原植物群落・高山植物群落・雌阿寒岳の植物の垂直分布 
エ．ボッケ（泥火山）・ポンポン山・オヤコツ半島・中島 

35 阿寒摩周国立公園関連事項について、誤った記載をしている項目を次から選び、その記号を記入しなさ
い。 

ア．公園域の面積は約 900ｋ㎡ 
イ．屈斜路カルデラの規模は日本一 
ウ．パンケトーの成因は溶岩流等による堰止湖 
エ．阿寒・摩周両湖はともにラムサール指定湿地 

36 阿寒湖畔で見られる珍現象「ボッケ」とはどんな意味なのか。次の項目から選び、その記号を記入しなさ
い。 

ア．間欠泉 イ．砂火山  ウ．蒸気孔  エ．泥火山 
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37 厚岸道立自然公園には多様な海岸浸食地形がみられる。次の地形名のうち、あてはまらないものを選び、
その記号を記入しなさい。 

ア．海跡湖 イ．陸繋島 ウ．カルスト台地 エ．海食崖 

38 春採湖・武佐の森の解説文で、正しく説明した文を次の項目から選び、その記号を記入しなさい。 

ア．双方とも､国指定の天然記念物である。 
イ．春採湖畔にはチャシはあるが竪穴住居跡がない。 
ウ．春採湖には天然記念物のヒブナが生息する。 
エ．武佐の森には、竪穴住居群やミニ湿原・ミズナラの巨木等がある。 

39 ラムサール条約についての説明で，正しい項目を選び、その記号を記入しなさい。 

ア．特に白鳥の生息地として国際的に重要な湿地に限定される。 
イ．1971年、アメリカのラムサールという地方都市で開催された会議で採択された。 
ウ．阿寒湖から野付半島に至る湿地群を，ラムサール国道と呼んでいる。 
エ．釧路市では、1993年第五回締約国会議が開かれている。 

40 釧路湿原には、厳しい環境ゆえに｢氷河期（氷期）の遺存種｣が残されています。 ｢氷河期（氷期）の遺存
種｣でないものを選び、その記号を記入しなさい。 

ア．クシロハナシノブ イ．クシロヤエ ウ．ミツガシワ エ．ハナタネツケバナ 

41 釧路湿原の働き・役目についての説明で、誤った項目を選び、その記号を記入しなさい。 

ア．水面の見えないダムといわれる。 
イ．空気や水質の浄化を図っている。 
ウ．周辺には高温の温泉があり保養に役立つ。 
エ．シシャモなど貴重な魚類の産卵場所である。 

42 次の説明文のうち、正しくないものを次から選び、その記号を記入しなさい。 

ア．ヨシ・スゲ等の生育する湿原域を｢低層湿原｣ともいいます。 
イ．「やちまなこ」は大きな「つぼ」型の水たまりで底なし沼といわれます。 
ウ．ツルコケモモは、高層湿原でみられる世界最小級の常緑低木です。 
エ．「クシロヤエ」は、稲澤氏が「ソメイヨシノ」から改良しました。 

43 次の生物種の中から釧路湿原では生息していない生物種名を次から選び、その記号を記入しなさい。 

ア．エゾカオジロトンボ  イ．カラフトルリシジミ  
ウ．ミツガシワ   エ．ハナタネツケバナ 

44 下の語群は、釧路湿原域の「やちぼうず」についてのキーワードです。関連のある項目を、次から選びその
記号を記入しなさい。 

ア．つぼ型  イ．底なし沼  ウ．アメンボ  エ．キタサンショウウオ 

45 湿原の主といわれる「イトウ」について、正しい説明を次から選び、その記号を記入しなさい。 

ア．幻の魚で「ヒメマス」ともいう。          イ．サケと異なり長年産卵を繰り返す。 
ウ．環境省の絶滅危惧種に指定されていない。 エ．成魚は最大 50cmに成長する神の魚。 

46 ラムサール条約が採択された場所は、次のどの国の都市か。正しいものを次の項目から選び、その記号
を記入しなさい。 

ア．トルコのラムサール  イ．イランのラムサール 
ウ．イラクのラムサール  エ．シリアのラムサール 

47 湿原最大の塘路湖についての解説で、誤った記述の文を、次の項目から選び記号を記入しなさい。 

ア．塘路湖は湿原最大の海跡湖である。 
イ．結氷した湖面では日本最大の「御神渡り」が見られる。 
ウ．塘路湖の面積は 6.3ｋ㎡ 最大水深は 6.9ｍとされている。 
エ．屈斜路湖とともに「御神渡り」が見られ、釧路湿原の東部に位置する湖である。 

48 釧路域で見られる植物で、茎の構造等から樹木として分けられるものを下の植物群から選び、正しいもの
を回答欄に記号を記入しなさい。 

ア．ツルコケモモ  イ．ミヤコザザ   ウ．オオウバユリ  エ．ガマ 

49 釧路湿原を取り巻く 7 ヶ所余りの展望台のうち、天然記念物域で眼下に「川の蛇行」が見られる場所はど
こか。次の項目から選び記号を回答欄に記入しなさい。 

ア．北斗展望台  イ．キラコタン崎  ウ．夢が丘  エ．細岡展望台 

 



第２章 自然 

9 

 

50 釧路湿原総面積の 80％といわれるヨシについて、正しい項目を選び、その記号を記入しなさい。 

ア．ヨシは、茎の形からもやちぼうずをつくるスゲと同じ仲間といえる。 
イ．光合成によって、空気中の二酸化炭素を吸収し,酸素を放出している。 
ウ．高い草丈に守られて、タンチョウやオジロワシの子育ての場となる。 
エ．冬期、枯れたヨシは、年毎に 1cm程の堆積層をつくる。 

51 次の釧路域で見られる生物名は地道に研究したり､発見したりした先人の功績によるものが多い。正しい
項目を次から選び、その記号を記入しなさい。 

ア．マリモと宮部金吾氏   イ．アッケシソウと川上龍弥氏 
ウ．エゾカオジロトンボと飯田太郎氏   エ．釧路八重と稲澤六郎氏 

⑪天然記念物 

52 天然記念物について列挙しています｡指定との組合せが間違っているものを選び、その記号を記入しなさ
い。 

ア．天然記念物｢和琴ミンミンゼミ発生地｣ 
イ．特別天然記念物「タンチョウ」 
ウ．釧路市天然記念物「丹頂鶴自然公園内のやちぼうず」 
エ．北海道天然記念物｢釧路の砂岩脈(春採太郎)｣ 

53 湿原の「エゾカオジロトンボ」の記念物指定についての説明で、正しい項目を次から選び、その記号を記入
しなさい。 

ア．北海道指定の天然記念物  イ．標茶町指定の天然記念物 
ウ．国指定の天然記念物    エ．釧路管内自治体指定の天然記念物 

54 次の生物名の生息地域名で、国指定の天然記念物に指定され保護されている場所はどの項目のものか。
その項目を次から選び、その記号を記入しなさい。 

ア．イトウ生息地     イ．オオジシギ飛来地 
ウ．アッケシソウ塩生植物群落   エ．霧多布泥炭形成植物群落 

55 次の事象は、国指定の天然記念物を指定年代順に並べてある。年代が間違っているものを選び出し、そ
の記号を記入しなさい。 

ア．1922年  霧多布泥炭形成植物群落  イ．1960年 釧路湿原 
ウ．1970年 オジロワシ    エ．1971年 エゾシマフクロウ 

56 春採湖についての解説で、正しいものを次の項目から選び、記号を記入しなさい。 

ア．オオバナノエンレイソウの大群落がある。 
イ．チャランケチャシは最大の竪穴住居跡である。 
ウ．春採湖には天然記念物のヒブナが生息する。 
エ．様々な浄化活動の取組みが進み「市民の憩いの湖」となっている。 

57 次の天然記念物のうち、国指定以外のものを次の項目から選び、回答欄に記号を記入しなさい。 

ア．オジロワシ イ．大黒島  ウ．キタサンショウウオ  エ．霧多布泥炭形成植物群落  

58 釧路湿原に生息・飛来する動物について正しく説明した項目を、次から選びその記号を記入しなさい。 

ア．タンチョウは釧路市指定の特別天然記念物である。 
イ．オオワシは斜里町・羅臼町指定の天然記念物である。 
ウ．キタサンショウウオは国指定の天然記念物である。 
エ．エゾカオジロトンボは標茶町の天然記念物である。 

59 阿寒摩周国立公園で見られる天然記念物や特別天然記念物について、ふさわしくないもの次の項目から
選び、その記号を記入しなさい。 

ア．マリモ    イ．カラフトルリシジミ    ウ．エゾシマフクロウ    エ．ウチダザリガニ 

60 釧路地方における国指定の天然記念物の組み合わせのうち、誤った項目を次から選び、その記号を記入
しなさい。 

ア．和琴半島ミンミンゼミ発生地・釧路湿原  イ．オオワシ・オジロワシ 
ウ．エゾシマフクロウ・コミミズク   エ．ヒシクイ・マガン 
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⑫温泉 

61 温泉についての説明です。正しい文を次から選び、その記号を記入しなさい。 

ア． 川湯温泉の泉質は、有名な本州の熱海温泉と同じ強い酸性泉です。 
イ． 阿寒湖畔の温泉群は、雌阿寒火山群のエネルギーの影響下にある。 
ウ． 屈斜路湖畔に点在する温泉群は、刺激的な泉質と露天風呂が有名。 
エ． 標茶等で湧出する黒っぽい温泉は、火山性の「モール」泉です。 

62 標茶・鶴居地区で湧出する黒っぽい微温泉について、正しい説明の項目を次から選び、その記号を記入し
なさい。 

ア．酸性みょうばん泉 イ．硫黄由来の硫黄泉 
ウ．植物由来のモール泉 エ．含有成分の少ない単純泉 

63 釧路地方で噴出していない温泉を、次から選び、その記号を記入しなさい。 

ア．川湯の酸性明礬（みょうばん）泉 
イ．屈斜路湖畔の一部では単純泉や重炭酸水素塩泉 
ウ．白糠町のモール泉 
エ．シラルトロ湖畔の食塩泉 

64 川湯温泉の泉質として正しいものを選び、その記号で記入しなさい。 

ア．酸性明礬（みょうばん）泉  イ．低温の硫黄泉 
ウ．高濃度の重炭酸水素塩泉 エ．透明なモード泉 

65 釧路地方の温泉の一つは非火山性の温泉であるが、非火山性の温泉の説明として正しい項目を次から
選び、その記号を記入しなさい。 

ア．川湯温泉は、酸性アルカリ明礬泉である。 
イ．和琴・砂湯などの露天風呂は、強アルカリ泉である。 
ウ．阿寒湖畔温泉は硫黄泉と単純泉が混在している。 
エ．湿原が海であったことと関連する食塩泉である。 
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①漁業・水産加工業 

1 釧路港の漁獲量について正しいものを次から選び、その記号を記入しなさい。 

ア．平成 4年以降イワシが急にとれなくなったため激減したが、現在は回復しつつある。 
イ．平成 4年以降スケトウダラが急にとれなくなったため激減したが、現在は回復しつつある。 
ウ．平成 4年以降イワシが急にとれなくなったため激減し、現在も減少している。 
エ．平成 4年以降スケトウダラが急にとれなくなったため激減し、現在も減少している。 

2 釧路港でシシャモが最も水揚げされる月として正しいものを次から選び、その記号を記入しなさい。 

ア．2月   イ．5月   ウ．8月  エ．11月 

3 右図は 2016年の釧路総合振興局における漁業生産量内訳である。 

（Ａ）に入る魚種は何か。 

次から選び、その記号を記入しなさい。 

 
ア．サケ 
イ．マイワシ 
ウ．ホッケ 
エ．ニシン 

 

4 厚岸漁港であまり水揚げされていない魚介類はどれか次から選び、その記号を記入しなさい。 

ア．サンマ  イ．アサリ  ウ．キンメダイ       エ．カキ 

5 漁船登録番号では北海道はどのように表示されているか正しいものを次から選び、その記号を記入しなさ
い。 

ア．HO   イ．HK   ウ． HKD  エ．HOD 

②農業 

6 釧路総合振興局管内の農業の特徴のうち、適当でないものはどれか、次から選び、その記号を記入しな
さい。 

ア．酪農が盛ん    イ．経営規模が大きい 
ウ．農家人口が増加している  エ．専業農家率が高い 

7 （1）ホクレン丸、第二ホクレン丸は何を輸送しているか。（2）また、釧路港とどこの港を結んでいるか。正し
い組み合わせを次から選び、その記号を記入しなさい。 

ア．（1）生乳 （2）日立港   イ．（1）紙・パルプ （2）大洗港 
ウ．（1）生乳 （2）大洗港   エ．（1）紙・パルプ （2）日立港 

8 釧路総合振興局管内であまり栽培されていない作物は何か次から選び、その記号を記入しなさい。 

ア．ダイコン  イ．サツマイモ  ウ．カボチャ  エ．ジャガイモ 

9 釧路総合振興局管内で戦後酪農が盛んになった理由のうち間違っているものはどれか次から選び、その
記号を記入しなさい。 

ア．標茶に国営牧場が開設された イ．日本人の食生活の洋風化が進んだ 
ウ．酪農振興法が制定された  エ．冷害がたびたび発生した 

10 右図は釧路総合振興局管内における農業産出額の内訳である。 

（Ａ）は何の農業産出額を示しているか。 

正しいものを次から選び、その記号を記入しなさい。 

ア．豚 
イ．麦類 
ウ．きのこ類 
エ．肉用牛 

 

③林業と木材加工業 

11 釧路総合振興局管内であまり見られない樹種はどれか、次から選び、その記号を記入しなさい。 

ア．カラマツ  イ．トドマツ  ウ．ナラ  エ．イチョウ 
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④製紙業 

12 釧路の製紙工場とその工場で主として生産されている製品の組合せのうち、正しいものはどれか、次から
選び、その記号を記入しなさい。 

ア．日本製紙釧路工場、新聞紙  イ．日本製紙釧路工場、段ボール 
ウ．王子製紙釧路工場、トイレットペーパー エ．王子製紙釧路工場、ティッシュペーパー 

13 釧路の製紙業について正しいものを次から選び、その記号を記入しなさい。 

ア．日本製紙釧路工場と王子マテリア釧路工場とでは、前者の方が操業年が早い。 
イ．日本製紙釧路工場の前身は本州製紙釧路工場である。 
ウ．王子マテリア釧路工場は星が浦に立地している。 
エ．王子マテリア釧路工場の前身は昭和 45年に操業を開始した。 

14 写真の建物は何か正しいものを次から選び、 

その記号を記入しなさい。 

ア．王子製紙釧路工場 
イ．十条製紙釧路工場 
ウ．日本製紙釧路工場 
エ．大塚製紙釧路工場 

 

15 王子マテリア釧路工場は現在まで社名が 2度変わっているが、操業当初の社名を次から選び、その記号
を記入しなさい。 

ア．新王子製紙  イ．本州製紙  ウ．北陽製紙  エ．王子製紙 

⑤石炭業 

16 釧路コールマインで採掘された石炭は主にどこ使われているか、次から選び、その記号を記入しなさい。 

ア．製鉄工場  イ．火力発電所  ウ．家庭  エ．漁船 

17 釧路コールマインは海外からの研修生を受け入れていますが、受け入れている国として間違っているの
はどれか。次から選び、その記号を記入しなさい。 

ア．中国  イ．モンゴル  ウ．インドネシア  エ．ベトナム 

18 釧路コールマインから出たズリは（1）によって、（2）に運ばれています。（1）と（2）に当てはまる組み合わせ
を次から選び、その記号を記入しなさい。 

ア．（1）鉄道   （2）武佐川の谷 
イ．（1）ベルトコンベヤー  （2）西港区の埋め立て地 
ウ．（1）鉄道   （2）西港区の埋め立て地 
エ．（1）ベルトコンベヤー （2）武佐川の谷 

19 釧路コールマインについて間違っているものはどれか次から選び、その記号を記入しなさい。 

ア．石炭は太平洋の海底下で採掘されている 
イ．石炭は主として石炭火力発電所で使われている 
ウ．ズリは釧路港の埋め立てに使われている 
エ．太平洋炭礦を前身としている 

20 写真の建物では何が行われているか正しいものを 

次から選び、その記号を記入しなさい。 

ア．石炭を採掘している 
イ．釧路コールマインの本社屋として利用している 
ウ．原炭を石炭とズリに分けている 
エ．石炭を使った火力発電が行われている 

 

 

21 1920（大正 9）年に合併により設立され、2001（平成 13）年まで存在した採炭会社の正しい名称を次から選
び、その記号を記入しなさい。 

ア．釧路炭礦  イ．釧路コールカンパニー  ウ．太平洋炭礦  エ．太平洋コールマイン 
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⑥商業 

22 釧路市の中心商店街が衰退している原因として間違っていると思われるのはどれか、次から選び、その
記号を記入しなさい。 

ア．中心部での地価の上昇 
イ．中心部での人口減少 
ウ．郊外型大型店を核とした商業地域の出現 
エ．丸井今井釧路店の閉店 

23 郊外型大型店舗を核とした商業地域が形成されている場所のうち、正しいものはどれか。次から選び、そ
の記号を記入しなさい。 

ア．釧路市駅前地区 イ．釧路町桂木地区 
ウ．釧路町遠矢地区  エ．釧路市白樺台地区 

24 平成に入ってからの釧路市の商業について述べた文のうち、正しいものはどれか。次から選び、その記号
を記入しなさい。 

ア．小売店舗数、卸売り店舗数ともに減少傾向にある。 
イ．小売店舗数は減少しているが、卸売り店舗数は増加している。 
ウ．釧路市の商圏は釧路市のみに限られている。 
エ．釧路市の商圏は道東一円に及んでいる。 

25 北大通についての誤った説明文を、次から選びその記号を記入しなさい。 

ア．戦前には釧路駅と米町とを結ぶ路面電車が運行していた。 
イ．釧路駅と幣舞橋を結んでいる。 
ウ．沿道には空き店舗や駐車場が目立っている。 
エ．釧路駅が現在地に移転してからメインストリートとなった。 

⑦空港 

26 釧路空港の愛称名はどれか次から選び、その記号を記入しなさい。 

ア．釧路湿原空港 イ．たんちょう釧路空港 ウ．釧路まりも空港  エ．霧の釧路空港 

27 釧路空港から年間を通して定期便が運航している空港はどこか。次から選び、その記号を記入しなさい。 

ア．関西国際空港  イ．函館空港  ウ．旭川空港  エ．伊丹空港 

28 釧路空港にはカテゴリーⅢｂと呼ばれるシステムが導入されています。このシステムが導入された理由を
次から選びその記号を記入しなさい。 

ア．霧による欠航率が高かったから 
イ．滑走路への野生動物の進入による欠航率が高かったから 
ウ．積雪による欠航率が高かったから 
エ．地震が頻繁に発生したから。 

29 2017（平成 29）年に釧路空港との間にチャーター便が運航された外国の都市を次から選び、その記号を
記入しなさい。 

ア．ユジノサハリンスク イ．高雄  ウ．ホノルル エ．仁川 

30 釧路空港（データは 2009年度）について述べた下記の文章のうち、正しいものはどれか。次から選び、そ
の記号を記入しなさい。 

ア．羽田便の利用客数が最も多く、総利用客数の約 80％を占めている。 
イ．海霧の影響を受けやすいため、日本有数の欠航率の高い空港となっている。 
ウ．利用客数は道内では 3番目であり、近年増加傾向にある。 
エ．道内の空港とでは新千歳、丘珠との間に定期便が運航している。 

31 釧路空港ターミナルビルの建物について正しいものを次から選び、その記号を記入しなさい。 

ア．建物の屋根の形は雌阿寒岳と雄阿寒岳を表している 
イ．建物の屋根の形は羽を拡げた丹頂鶴の姿を表している 
ウ．建物を縁取る赤いラインは釧路の夕日を表している 
エ．建物を縁取る赤いラインは釧路の情熱を表している 

⑧港 

32 釧路港よりも一般貨物の取扱量（フェリーを除く）の多い道内の港を次から選び、その記号を記入しなさ
い。 

ア．函館港  イ．苫小牧港  ウ．小樽港  エ．石狩湾新港 



第３章 産業・経済 

14 

 

33 釧路港で取り扱っている貨物について間違っているものはどれか。次から選び、その記号を記入しなさ
い。 

ア．移出品では石炭、紙・パルプが多い。 
イ．移入品では石油製品が多い。 
ウ．動植物製造飼肥料は主としてアメリカ合衆国から輸入している。 
エ．木材チップは主として中国から輸入している。 

34 釧路港はニューオーリンズ港と姉妹港の関係を結んでいるが、その理由を次から選び、その記号を記入し
なさい。 

ア．開拓地の港という共通点を持っているから。 
イ．釧路市とニューオーリンズ市との間にジャズによる交流があったから。 
ウ．トウモロコシなど多くの飼料用穀物を輸入しているから。 
エ．釧路沖地震の際、釧路港の復興にニューオーリンズ市の援助を受けたから。 

35 釧路港について正しいものはどれか。次から選び、その記号を記入しなさい。 

ア．東港区は西港区よりも貨物取扱量が多い。 
イ．釧路港の一般貨物の取扱量は、道内では苫小牧港、函館港に次ぐ。 
ウ．釧路港の港域は釧路川を挟んで東港区と西港区に分かれている。 
エ．北海道東部最大の取扱量を誇る港湾で、重要港湾に指定されている。 

36 釧路コールマインの石炭は釧路港のどこから移出されているか正しいものを次から選び、その記号を記入
しなさい。 

ア．東港区副港  イ．東港区南埠頭 
ウ．西港区第一埠頭  エ．西港区第四埠頭 

37 霧多布港ではかつて津波により 11人の死者を出した。何地震に伴う津波か正しいものを次から選び、そ
の記号を記入しなさい。 

ア．八戸沖地震  イ．根室沖地震  ウ．アラスカ沖地震  エ．チリ沖地震 

38 釧路港東港区を説明したものとしてあてはまらないものを次から選び、その記号を記入しなさい。 

ア．西港区よりも貨物取扱量が多い イ．漁港である副港がある 
ウ．耐震旅客ターミナルがある エ．知人岬から新釧路川までを港域とする 

⑨鉄道 

39 太平洋石炭販売輸送（株）臨港線の説明として誤っているものを次から選び、その記号を記入しなさい。 

ア．現在も春採・知人間において旅客輸送を行っている。 
イ．わが国唯一の石炭発送を目的とした鉄道である。 
ウ．1925年に釧路臨港鉄道として開業した。 
エ．釧路コールマインの石炭の輸送を目的としている。 

40 JR根室本線（釧路・根室間）の愛称名はどれか、次から選び、その記号を記入しなさい。 

ア．厚岸線  イ．霧多布線  ウ．エトピリカ線  エ．花咲線 

41 （視界のいい日に）釧網本線の列車の車窓から見ることができるものはどれか次から選び、その記号を記
入しなさい。 

ア．釧路湿原と阿寒の山並み  イ．阿寒湖と阿寒温泉街 
ウ．厚岸湖と牡蠣養殖筏   エ．霧多布湿原 

42 太平洋石炭販売輸送臨港線はどことどこを結んでいるか次から選び、その記号を記入しなさい。 

ア．釧路コールマインの選炭工場と武佐のズリ捨て場 
イ．釧路コールマインの選炭工場と釧路港東港南埠頭 
ウ．釧路コールマインの選炭工場と知人の貯炭場 
エ．釧路コールマインの選炭工場と JR根室本線東釧路駅 

43 釧路駅について正しいものはどれか。次から選び、その記号を記入しなさい。 

ア．札幌との間を特急“スーパーおおぞら”が 1日 5往復している 
イ．道東 4局管内（十勝、釧路、根室、オホーツク）の中では釧路駅の利用客数が最も多い。 
ウ．釧路駅からは水産加工品が主として東京方面に向けて発送されている。 
エ．利用客数は減少傾向にあるが、特に定期利用客の減少が著しい。 
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44 釧網本線を走る列車のうち、正しいものを次から選び、その記号を記入しなさい。 

ア．冬季にはストーブ列車の“釧路湿原ノロッコ号”が運行されている。 
イ．夏季には D51型蒸気機関車が牽引する“SL納涼湿原号”が運行されている。 
ウ．冬季には C11型蒸気機関車が牽引する“SL冬の湿原号”が運行されている。 
エ．夏季にはビール列車の“釧路湿原ノロッコ号”が運行されている。 

45 下の写真の貨物列車は何を輸送しているか、 

次から選び、その記号を記入しなさい。 

ア．砂利 
イ．木材 
ウ．飼料 
エ．石炭 

 

 

46 JR音別駅で主に取り扱っている貨物はどれか次から選び、その記号を記入しなさい。 

ア．乳製品  イ．魚介類  ウ．石油製品  エ．飲料水 

47 釧網本線が通っていない町村はどれか正しいものを次から選び、その記号を記入しなさい。 

ア．釧路町  イ．標茶町  ウ．鶴居村  エ．弟子屈町 

48 スーパーおおぞらの説明として正しいものを次から選び、その記号を記入しなさい。 

ア．夜行列車が 1往復している。 
イ．一部のスーパーおおぞらは小樽まで運行されている。 
ウ．釧路・札幌間の所要時間は平均すると約 5時間である。 
エ．石勝線経由で釧路と札幌を結んでいる。 

⑩道路 

49 釧路市と根室市を結ぶ国道 44号線の沿道にある道の駅を選び、その記号を記入しなさい。 

ア．霧多布湿原の里 イ．恋問館  ウ．愛冠岬  エ．厚岸グルメパーク 

50 道東自動車道（本線）は現在（H30.2.10時点）どこまで開通しているかを次から選び、その記号を記入しな
さい。 

ア．庶路インターチェンジ   イ．阿寒インターチェンジ 
ウ．釧路東インターチェンジ  エ．白糠インターチェンジ 

51 道東の海岸沿いを走る道路を総称してなんと呼ばれているか。次から選び、その記号を記入しなさい。 

ア．北太平洋シーサイドライン  イ．道東オーシャンビューライン 
ウ．エトピリカロード   エ．コンブロード 

52 国道 240号（まりも国道）を走る車の車窓から見ることができるのはどれか、次から選び、その記号を記入
しなさい。 

ア．屈斜路湖と川湯温泉   イ．阿寒湖と阿寒湖温泉 
ウ．ペンケトーと雌阿寒温泉  エ．シラルトロ湖と標茶温泉 

⑪観光業 

53 2017年度の釧路総合振興局管内において外国人宿泊者数の最も多い月は。次から選び、その記号を記
入しなさい。 

ア．6月   イ．8月   ウ．11月  エ．2月 

54 釧路総合振興局管内に宿泊する外国人はどこの国・地域から来た人が最も多いか次から選び、その記号
を記入しなさい。 

ア．台湾  イ．ロシア  ウ．中国  エ．韓国 

55 次の温泉地のうち、釧路総合振興局管内にないものを次から選び、その記号を記入しなさい。 

ア．養老牛温泉  イ．阿寒湖温泉  ウ．摩周温泉  エ．川湯温泉 
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① まつり 

1 釧路地方では＜列島、さいごの桜＞を楽しむことができます。釧路地方で桜が多いことで親しまれている
公園ではないものを次から選び、その記号を記入しなさい。 

ア．釧路市の大規模運動公園  イ．釧路町の別保公園 
ウ．釧路市の茅野公園   エ．厚岸町の子野日公園 

2 春の大型連休。観光の幕開けをつげる行事が盛大におこなわれます。その行事名として正しいものを選
び、その記号を記入しなさい。 

ア．まりも祭り    イ．阿寒湖水開き  
ウ．くしろチューリップ＆花フェア エ．あっけし桜・牡蠣まつり 

3 「釧路大漁どんぱく」はいろいろな行事を組み合わせて、名称がきまりました。この名称の決定に含まれて
いない催しを次から選び、その記号を記入しなさい。 

ア．先行して取り組まれていた水産まつりの豊かさを象徴する「大漁」 
イ．姉妹都市の銘酒をあつめて酌み交わす「呑＝どん」 
ウ．くしろ港まつりの花火大会が加わったことをしめす「ドン＝どん」 
エ．水産物にくわえて、農畜産物なども「食べる」をシンボル化した「ぱく」 

4 釧路のイベントについて、間違っているものはどれか選び、その記号を記入しなさい。 

ア．「くしろ霧フェスティバル」は霧を追い払い、晴天を祈願する行事としてはじまった 
イ．「くしろ港まつり」の初日には、「大漁ばやしパレード」がおこなわれている。 
ウ．「くしろ冬まつり」は当初、「くしろ氷まつり」と呼ばれていたが、のちに改称された。 
エ．厳島神社は、例大祭を毎年 7月に行っている。 

5 「くしろ港まつり」で、現在、行われていない行事はどれか選び、その記号を記入しなさい。 

ア．大漁ばやしパレード  イ．市民踊りパレード 
ウ．花火大会   エ．音楽パレード 

6 釧路市内の桜の名所についての説明として、その組合せがあてはまるものはどれかを選び、その記号を
記入しなさい。 

ア．子野日公園－5月－チシマザクラ  イ．別保公園－6月－クシロヤエ 
ウ．茅野公園－5月－エゾヤマザクラ  エ．鶴ヶ岱公園-5月－ソメイヨシノ 

7 「くしろ冬まつり」の会場で、現在は使われていない場所はどれかを選び、その記号を記入しなさい。 

ア．観光国際交流センター前庭  イ．ＭＯＯエプロン 
ウ．栄町公園    エ．柳町公園 

8 釧路地方の秋を彩る行事について述べた文です。空欄（Ａ）にはいる行事名として適当なものはどれかを
選び、その記号を記入しなさい。 

（Ａ）は長い冬を前にアイヌコタンのエカシ（長老）がカムイノミ（神への祈りを捧げ、丸木船に乗って静かに
湖に漕ぎ入り、湖のシンボルを再び神（自然）へ還す荘厳な祭典です。湖畔を練り歩くタイマツ行進も見も
の。本年は特別天然記念物に指定されて 60年。湖のシンボルを世界自然遺産に登録したいと考えてい
ます。 

ア．牡蠣（かき）まつり  イ．ペカンペまつり  
ウ．まりも祭り    エ．春採湖水まつり 

9 次の文の（Ａ）にあてはまる用語はどれかを選び、その記号を記入しなさい。 

暮れの大晦日、深夜に＜除夜の鐘＞の大きな音が流れても許されるのは、我が国のたいせつな文化事
象です。 米町・弥生にあつまる寺院で＜除夜の鐘＞がつかれる時刻から、米町・（Ａ）神社、浦見・三吉神
社、若松町・共栄稲荷神社、鳥取大通・鳥取神社などへ初詣の市民がおとずれます。 

ア．厳島  イ．弁天  ウ．阿閑  エ．稲荷 

10 季節・通過型観光を通年・滞在型観光に転換するため、さまざまな企画が提案されています。つぎの(1)～
(3)にあてはまるイベント名として適当なものはどれかを選び、その記号を記入しなさい。 

(1) 氷点下 20度を下回る厳しい寒さで空気中の水蒸気が凍る。 
(2) 豪華な電飾のイルミネーションに、硫黄泉の湯の香り。 
(3) 幻想的な光の芸術に、美しい冬の星座がまたたく。 

ア．ダイヤモンドダスト in KAWAYU   イ．鶴居村タンチョウフェスティバル 
ウ．阿寒湖氷上フェスティバル   エ．北のビーナス冬まつり 
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11 阿寒観光の春を告げる「阿寒湖水開き」の時期はいつか。正しいものを次から選び、その記号を記入しな
さい。 

ア．2月下旬  イ．3月下旬  ウ．4月下旬  エ．5月下旬 

12 次の説明に該当する市内の神社の名前の記号を記入しなさい。 
釧路に移住してきた士族の信仰を集め、9月には例大祭がおこなわれ、傘おどりや麒麟獅子舞の奉納も
おこなわれます。 

ア．鳥取神社  イ．厳島神社  ウ．共栄稲荷神社 エ．三吉神社 

②スポーツ 

13 日本製紙クレインズが参加しているリーグ名のうち、正しいものを次から選び、その記号を記入しなさい。 

ア．Ｊリーグ  イ．パシフィックリーグ  ウ．日本リーグ  エ．アジアリーグ 

14 長靴を着用して氷上でホッケー競技を行う、長ぐつアイスホッケー発祥の町を次から選び、その記号を記
入しなさい。 

ア．厚岸町  イ．白糠町  ウ．弟子屈町  エ．釧路町 

15 次の空欄（Ａ）にはいる用語を、下から選び、その記号を記入しなさい。 

・ 1988（昭和 63）年にＪＲ北海道・釧網本線の臨時駅として開業したことにはじまる駅名です＝「釧路
（Ａ）駅」 

・ 1997（平成 9）年開催の国民体育大会スケート競技会の愛称です＝「くしろ（Ａ）国体」 
ア．まりも  イ．たんちょう  ウ． 湿原  エ． ビーナス 

16 第 65回国民体育大会冬季大会が釧路市で開催されたが、間違っているものはどれか選び、その記号を
記入しなさい。 

ア．釧路市で開催される冬季国体は 3度目である。 
イ．スケート競技会・アイスホッケー競技会が開催された。 
ウ．テーマに「たんちょう国体」が選ばれた。 
エ．2010年度は「くしろサッポロ氷雪国体」が開催された。 

17 日本製紙クレインズが本拠地にしている釧路アイスアリーナの愛称として正しいものを次から選び、その
記号を記入しなさい。 

ア．丹頂アリーナ  イ．クレインズアリーナ  ウ．春採アイスアリーナ  エ．氷雪アリーナ 

18 湿原の風アリーナ釧路の説明として、あてはまらないものはどれかを選び、その記号を記入しなさい。 

ア．道内では＜きたえーる＞につぐ 2番目の規模とされている。 
イ．釧路市大規模運動公園のスポンサーネームである。 
ウ．バスケットの女子日本リーグ機構による公式試合も開催された。 
エ．日常的なスポーツ活動の場として、健康つくりをサポートしている。 

③食 

19 地域の特産品、ケガニ（毛蟹）についての説明です。正しいものを次から選び、その記号を記入しなさい。 

ア．この地方で「三大カニ」といえば、「タラバガニ・マツバガニ・ケガニ」 
イ．茹(ゆ)であげると、甲羅全体が濃い茶色にかわる。 
ウ．クリガニ科に属し、鋏脚が 1対、歩脚が 4対ある。 
エ．コンブの生育する岩石海岸で生息する。 

20 「勝手丼」について正しく説明されているものを次から選び、その記号を記入しなさい。 

ア．仙台で行われていた野菜の炭火焼きをヒントにして、野菜にかえて魚を提供したのが起源だ
とされている。 

イ．屋外の「屋台」で、冬の寒空に手早く来客に提供するため、熱のとおりを良くする工夫を施し
ている点に特徴がある。 

ウ．1980年前後、ライダー達の口コミで有名になった和商市場の名物で、白飯を買って各店舗
で好みの具材を乗せていって完成させるものである。 

エ．春採湖畔にある東家総本店「竹老園」のコースメニューの一つで、この店では緑がかった「茶
そば」や、「そば寿司」も有名料理である。 

21 「炉ばた」「炉端」などと表記されるお店にあてはまるものはどれか選び、その記号を記入しなさい。 

ア．昭和 33、34年ころ「炉ばた」という名の居酒屋がマチにあらわれた 
イ．鳥取市でおこなわれていたことにならい、新鮮な野菜を網焼きして提供する 
ウ．「炉ばた」「炉端」は、はじめ業種をあらわす普通名詞、のちに店の固有の名詞に転じた。 
エ．栄町や川上町には「炉ばた」があつまり、「炉ばた村」を形成している 
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22 釧路発の食ブランドについて、以下の組み合わせのなかであてはまらないものはどれかを選び、その記
号を記入しなさい。 

ア．ザンギ   ― 「くしろザンギでまちおこし」 
イ．蘭切りそば・茶そば・そば寿司 ― 東家総本店《竹老園》 
ウ．霧鮮さんま   ― 釧路港で水揚げされ、厳選されたサンマ 
エ．勝手丼   ― 和商市場 

23 釧路が発祥の地と市民が誇りにしている釧路ラーメンですが、説明が適当でないものはどれか選び、その
記号を記入しなさい。 

ア．寒風が吹き抜ける季節に、屋台を通じて提供され、好評をえた。 
イ．市外からの来訪者に愛され、屋台があつまるのは北大通周辺に集中した。 
ウ．太麺にこってり味スープ 
エ．屋台を通じ広まった釧路ラーメンは、専門店を構えて提供されるようになった。 

24 シシャモについての説明として、あてはまらないものはどれかを選び、その記号を記入しなさい。 

ア．カラフトシシャモは全国で漁獲される、シシャモの一種である。 
イ．「柳葉魚」は「シシャモ」のことで、北海道の太平洋岸にしか生息しない。 
ウ．シシャモは初冬に庶路川、茶路川などに遡上（そじょう）し、産卵する。 
エ．漁がおこなわれる 11月には市内の飲食店で柳川鍋、寿司、カルパッチョなど創作料理を提

供することがはじまった。 

25 釧路市内に＜東家＞の屋号をもつ＜そば（蕎麦）処＞が多く、緑がかった色の＜そば＞を提供している。
その名称として、適当なものはどれかを選び、その記号を記入しなさい。 

ア．更科そば  イ 藪そば  ウ．生そば  エ．二八そば 

26 「「ザンギ」についての説明として、あてはまるものはどれかを選び、その記号を記入しなさい。 

ア．「ザンギ」は、和商市場が夏に集まるライダーに提供してはじまりました。 
イ．「ザンギでまちおこし」は末広歓楽街が中心になってすすめています 
ウ．「ザンギ」は、いわゆる鳥の唐揚げのことです。 
エ．「ザンギ」は、元々がフランス北部の郷土料理です。 

27 道東地区独特であるといわれる鯨料理の形式を次から選び、その記号を記入しなさい。 

ア．刺身  イ．鯨汁  ウ．カマボコ  エ．ハンバーグカレーの材料 

④芸術文化 

28 石川啄木の歌碑です。「釧路停車場跡碑」として幸町に建てられている碑にある歌です。当てはまる歌を
次から選び、その記号を記入しなさい。 

ア．「さいはての駅に下り立ち 雪あかり さびしき町にあゆみ入りにき」 
イ．「しらしらと氷かがやき 千鳥なく 釧路の海の冬の月かな」 
ウ．「神のごと遠く姿を あらはせる 阿寒の山の雪のあけぼの」 
エ．「浪淘沙（ろうとうさ） ながくも聲をふるはせて うたふがごとき旅なりしかな」 

29 次の説明文で表されている文化施設を次から選び、その記号を記入しなさい。 
「釧根地区の総合的な芸術文化の拠点として 1998年にオープン。展示室に加えてアートホールも備え、コ
ンサートや映画会なども行われます。釧路川右岸に位置し、周囲の倉庫群との一体感を取り込んだ設計
様式になっています。」 

ア．北海道立釧路芸術館   イ．釧路市立美術館 
ウ．釧路市立博物館   エ．港文館 

30 郷土芸能を調べてみました。組み合わせとしてあてはまらないものを選び、その記号を記入しなさい。 

ア．釧路市音別－駒踊り   イ．釧路町－若衆太鼓 
ウ．厚岸町－厚岸蝦夷纏太鼓  エ．釧路市－北海道くしろ蝦夷太鼓保存会 

31 写真は釧路管内にある国指定史跡を撮影したものです。あてはまるものはどれかを選び、その記号を記
入しなさい。 

ア．硫黄採掘跡  
イ．塘路駅逓跡  
ウ．軍馬補充部跡  
エ．国泰寺跡 
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⑤作家と文学 

32 東京で誕生、釧路で育った原田康子さんの釧路を題材にした作品です。あてはまらないものはどれか選
び、その記号を記入しなさい。 

ア．『海霧』  イ．『挽歌』  ウ．『釧路川』  エ．『輪唱』 

33 釧路地方界わいでロケが行われ、話題となった映画『釣りバカ日誌 20 ファイナル』に出演した俳優は誰
か選び、その記号を記入しなさい。 

ア．西田敏行   イ．新垣結衣   ウ．生田斗真  エ．渥美 清 

34 前田正名の行った事業とその施工地の組合せとしてあてはまるものを選び、その記号を記入しなさい。 

ア．テンネル－水田開発   イ．鳥取－ブドウ園 
ウ．雄別－製紙工場   エ．阿寒湖－森林開発保全 

35 作家・桜木紫乃が平成 25年度上期＜直木賞＞を受賞した作品として、適当なものはどれかを選び、その
記号を記入しなさい。 

ア． 『起終点駅（ターミナル）』  イ． 『ラブレス』 
ウ． 『ホテルローヤル』   エ． 『蛇行する月』 

36 釧路をロケ地として撮影された映画として当てはまらないものを次から選び、その記号を記入しなさい。 

ア．『ハナミズキ』    イ．『幸せの黄色いハンカチ』 
ウ．『オーバーフェンス』   エ． 『起終点駅（ターミナル）』 
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① 前文 

1 次の文章の空欄の組み合わせで、適当なものはどれかを選び、その記号を記入しなさい。 
これまでの周遊型観光から、□□・滞在型ツアーが求められ、釧路は、釧路湿原国立公園、阿寒摩周国立
公園、厚岸□□自然公園など、フィールドの環境がととのっています。 

ア．宿泊-町立  イ．都市-国立  ウ．体験-道立  エ．景観-国定 

② 主要都市距離早見表 

2 国立公園の立地について紹介しています。適当なものはどれかを選び、その記号を記入しなさい。 

ア．阿寒湖温泉へは、国道 240号で約 75km、1時間 30分ほどです。 
イ．阿寒摩周国立公園は塘路湖畔と弟子屈を対象地域に指定しています。 
ウ．釧路湿原国立公園のエリアには、オンネトーと弟子屈 900草原が含まれています。 
エ．釧路湿原国立公園内の鶴居村には細岡と達古武が含まれています。 

3 釧路市街地から車を使って観光地への距離と時間の説明として適当でないものを次から選び、その記号
を記入しなさい。 

ア．標茶町へは、国道 391号で約 48km、1時間ほどである。 
イ．鶴居村へは、国道 38号で約 45km、1時間弱である。 
ウ．弟子屈町へは、国道 391号で約 75km、1時間 30分ほどである。 
エ．厚岸町へは国道 44号で約 45km、1時間弱である。 

4 釧路市街地から川湯温泉にむかうルートの説明として、（  ）にあてはまる語句の順が正しいものを次か
ら選び、その記号を記入しなさい。 
「釧路市から川湯温泉へは、道道 53号を通り鶴居村を経由するルートと、（  ）を通り塘路を経由するル
ートがあります。後段のルート沿いには（  ）が敷設され、冬は SL冬の湿原号が大人気です。SLは釧路
駅と（  ）の間を運行しています。」 

ア．国道 240号 － 釧網本線 － 網走駅  
イ．国道 391号 － 根室本線 － 標茶駅 
ウ．国道 391号 － 釧網本線 － 標茶駅  
エ．国道 240号 － 根室本線 － 網走駅 

③ 体験メニュー 

5 体験観光の人気メニューである釧路川のカヌーの説明として、（  ）にあてはまる語句の順が正しいものを
次から選び、その記号を記入しなさい。 
「人気のコースは、標茶町の（  ）から出発して（  ）を通り、釧路川を下るコースです。（  ）で降りるのが
一般的ですが、下流の岩保木水門まで行くコースもあります。」 

ア．塘路湖畔 － セツリ川  － 細岡カヌーステーション 
イ．シラルトル湖畔 － アレキナイ川 － 温根内ビジターセンター 
ウ．塘路湖畔 － アレキナイ川 － 細岡カヌーステーション 
エ．シラルトル湖畔 － セツリ川  － 温根内ビジターセンター 

6 釧路地方の釣り（フィッシング）に関して適当でないものを次から選び、その記号を記入しなさい。 

ア．海岸線では秋に豪快なサケ釣りが楽しめる。 
イ．川ではヤマベやアメマスが釣れるところがある。 
ウ．アユの解禁日には多くの釣り人が訪れる。 
エ．氷に穴を開けたワカサギ釣りが楽しめる湖がある。 

④ 釧路湿原と阿寒摩周国立公園の主な散策コース 

7 「硫黄山」「川湯相撲記念館」「阿寒アイヌコタン」「阿寒湖畔エコミュージアムセンター」。いずれも国立公園
内にある施設です。ここでは、その国立公園のキャッチフレーズを次から選び、その記号を記入しなさい。 

ア．秘境   イ．火山と森と湖 
ウ．広大な水平空間  エ．裾野に広がる雄大な草原景観 

8 阿寒摩周国立公園の周遊についての説明です。適当でないものを選び、その記号を記入しなさい。 

ア．屈斜路湖の中心部にむかって突き出しているのが、宮島岬である 
イ．屈斜路湖畔には「オヤコツ地獄」と呼ばれる噴気孔群もある 
ウ．川湯温泉と硫黄山をむすぶ散策路がある 
エ．仁伏温泉は川湯温泉から屈斜路湖畔への途中にあり、道筋にはエゾマツやトドマツの北方

系針葉樹が多く、エゾシカやキタキツネなどの動物にであうこともある 
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9 川湯温泉と硫黄山を結ぶ散策路の説明で空欄に入る名称が正しいものを次から選び、その記号を記入し
なさい。 
約 2.5ｋｍの距離で 1時間ほどで歩くことができます。（   ）から出発し、足湯、（   ）などを通り、森林の
中へ、ハイマツ帯には（   ）が群生します。 

ア．温根内ビジターセンター、湿原展望台、ミツガシワ 
イ．川湯エコミュージアムセンター、相撲記念館、エゾイソツツジ 
ウ．阿寒湖畔エコミュージアムセンター、ボッケ、ミズバショウ 
エ．霧多布湿原センター、霧多布岬、ヤチボウズ 

10 観光客から釧路湿原の中を歩きたいので、よい所を紹介してください、と尋ねられました。あてはまらない
場所を選びその記号を記入しなさい。 

ア．細岡展望台とその周辺   イ．温根内木道散策路 
ウ．白湯山への自然探勝路  エ．コッタロ湿原展望台 

11 釧路湿原周辺にはさまざまな展望台があります。次の解説はどこの展望台を指しているか次から選び、そ
の記号を記入しなさい。 
塘路駅から国道 391号沿いを歩いて約 20分、急な階段を登ると塘路湖が一望できる展望台に出ます。Ｓ
Ｌ冬の湿原号の撮影場所としても有名です。 

ア．釧路市湿原展望台  イ．サルボ展望台 
ウ．多和平展望台   エ．細岡展望台 

⑤ 観光関連施設と主なスポット 

12 厚岸町には国指定文化財があります。国指定文化財の説明で、あてはまるものはどれか選び、その記号
を記入しなさい。 

ア．国泰寺は有珠の善光寺、様似の等澍院とともに蝦夷三官寺のひとつとして建立された。 
イ．国泰寺本堂は国指定重要文化財である。 
ウ．国泰寺の鐘楼（しょうろう）は国の重要文化財に登録されている。 
エ．国泰寺跡は国指定遺跡である。 

13 次の空欄（Ｂ）にはいる地名が所属する自治体名を、下から選び、その記号を記入しなさい。 

・「キタノマシュウ」、「キタワセ」からなるそば粉の銘柄＝「（Ｂ）蕎麦」 
・1990（平成 2）年に改称されたＪＲ北海道・釧網本線の駅＝「（Ｂ）駅」。 
・観光情報がぎっしり、町民や圏域住民のスポーツや文化活動に利用可能＝「釧路圏（Ｂ）観光文化センタ
ー」 
・日本で透明度の高い湖のひとつとして知られる＝「（Ｂ）湖」 

ア．釧路市  イ．鶴居村  ウ．弟子屈町  エ．浜中町 

14 毛綱毅曠という建築家の作品です。あてはまらない建築はどれか次から選び、その記号を記入しなさい。 

ア．釧路フィッシャーマンズワーフＭＯＯ  イ．釧路市立博物館 
ウ．釧路キャッスルホテル    エ．北海道立釧路芸術館 

15 「地元出身作家などの美術作品、釧路川、中心街の町並み、河口の倉庫群、遠く阿寒の山並みをそれぞ
れ見ることができます」。そんな解説をすることのできる場所です。あてはまる施設を選び、その記号を記
入しなさい。 

ア．釧路市こども遊学館     イ．マリン・トポスくしろ 
ウ．釧路市生涯学習センター“まなぼっと幣舞” エ．釧路市湿原展望台 

16 厚岸から浜中にかけての自然観光について、組み合わせで間違っているものはどれか選び、その記号を
記入しなさい。 

ア．厚岸水鳥観察館はラムサール登録湿地の案内施設である 
イ．厚岸湖と別寒辺牛湿原がラムサール条約登録湿地となっている 
ウ．霧多布半島の突端の断崖上に霧多布灯台がある 
エ．あやめヶ原は北太平洋シーサイドラインの景勝地のひとつ 

17 「幣舞橋から眺める夕日」についてですが、正しいものを選び、その記号を答えなさい。 

ア．「世界三大夕日」とは、釧路・チロル・ナポリをさす。 
イ．「世界三大夕日」のひとつとして、釧路はマニラ湾・バリ島と並ぶ。 
ウ．「世界三大夕日」のひとつとして、釧路は香港・シドニーと並ぶ。 
エ．「世界三大夕日」とは、ミシシッピ川、アマゾン川、釧路川での景観をさす。 
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18 幣舞橋界隈での観光です。実際には体験できないものを選び、その記号を記入しなさい。 

ア．「道東の四季」像   イ．ＭＯＯ＆ＥＧＧ 
ウ．まなぼっと幣舞展望室   エ．新釧路川カヌー下り 

19 釧路市湿原展望台についての説明として、適当でないものを選び、その記号を記入しなさい。 

ア． 展望台は「ヤチボウズ」をモチーフとした建物である。 
イ． 釧路湿原の生い立ちや湿原の動植物などの視覚的な展示が設置されている。 
ウ． 屋上からは四季折々の湿原の変化を展望できる。 
エ． 遊歩道を経由して温根内ビジターセンターと細岡貝塚に行くこともできる。 

20 ＜道の駅 しらぬか恋問＞の説明として、適当でないものを選び、その記号を記入しなさい。 

ア． 1993（平成 5）年に、北海道で 4番目の＜道の駅＞として誕生しました 
イ． ここから眺められる太平洋と恋問海岸は雄大です。 
ウ． 「恋を問う」という海岸名も多くの人たちに親しまれています。 
エ． ＜道の駅 しらぬか恋問＞は、国道 44号線にあります。 

21 釧路市から道道を経て、弟子屈町にいたる道筋での説明です。あてはまるものはどれか選び、その記号を
記入しなさい。 

ア．鶴居伊藤タンチョウサンクチュアリは、タンチョウ保護の拠点のひとつである。 
イ．現在はタンチョウ保護財団が提供をうけ活動している。 
ウ．サンクチュアリの活動地は弟子屈町に位置している。 
エ．長く給餌活動を続けてきた八重九郎さん夫妻の協力を得て活動している。 

22 米町公園の周辺には市内で最古の木造建築とされる「旧田村邸」が保存され、明治の商家の面影を残し
ています。保存にあたり(Ｉ)と命名し、米町界わいの総合案内所の役割があります。空欄(Ｉ)にいれる用語と
して正しいものを選び、その記号を記入しなさい。 

ア．米町公園ビジターセンター  イ．交流プラザよねまち  
ウ．米町郷土館    エ．米町ふるさと館 

23 次の観光スポットの説明に合致する場所を選び、その記号を記入しなさい。 
タンチョウへの人工給餌発祥の地に設立され、展示観察のみならず研究保護の活動もしています。冬場の
タンチョウ撮影の人気スポットです。。 

ア．丹頂鶴自然公園   イ．阿寒国際ツルセンター「グルス」 
ウ．鶴見台    エ．鶴居・伊藤タンチョウサンクチュアリ 

24 阿寒摩周国立公園の観光についての説明です。組み合わせで間違っているものはどれか選び、その記号
を記入しなさい。 

ア．阿寒湖アイヌコタン―アイヌシアター「イコﾛ」を建設、アイヌ民族の伝統を学ぶことができる。 
イ．川湯相撲記念館―名横綱 大鵬幸喜関が少年時代をすごした“ふるさと”を記念するもので

す。 
ウ．川湯温泉―「摩周湖星紀行」や「馬そりで行く硫黄山ヒストリーツアー」のガイドツアーを提

供。 
エ．川湯硫黄山―アイヌ語で「裸の山」の意味。近くの温泉はナトリウム泉で著名。 

25 厚岸水鳥観察館の説明です。文中の(Ｅ)と（Ｆ）に入る用語の組み合わせとして正しいものを選び、その記
号を記入しなさい。 
厚岸水鳥観察館は、1993 (平成 5)年にラムサール登録湿地に認定された(Ｅ)湖・(Ｆ)湿原の動植物と湿地
の保全や湿原の賢い利用について理解を深めてもらう活動や調査研究などを行っています。 

ア．火散布－霧多布  イ．厚岸－別寒辺牛  
ウ．残辺別－茶内  エ．厚牛別－一本松 

26 冬の人気観光メニュー「ＳＬ冬の湿原号」の記述で適当でないものはどれかを選び、その記号を記入しなさ
い。 

ア．機関車はＣ11 というタイプである 
イ．行きは釧路湿原の西側を北上するので右手に釧路川の蛇行が見られる 
ウ．車窓から時々、エゾシカなどの野生生物を見ることが出来る 
エ．釧路・標茶間および釧路・川湯温泉間を運行する 

27 釧路町の海岸線は「難読難解地名」が並んでいます。「尻羽岬」の読みにあてはまものを選び、その記号を
記入しなさい。 

ア．シリハネみさき イ． シレパみさき ウ．シリウみさき エ．シリオみさき 
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28 阿寒湖畔エコミュージアムセンターの説明で適当でないものを次から選び、その記号を記入しなさい。 

ア．阿寒湖周辺の自然散策の利用拠点になっている。 
イ．環境省が整備した施設である。 
ウ．天井一面に阿寒湖周辺の航空写真はエゾシカの眼で俯瞰した図である。 
エ．特別天然記念物『阿寒湖のマリモ』が水槽に入った状態で展示されている。 

29 次の説明は釧路地方にある展望台から眺めることの出来る風景を描写しています。その展望台はどこか
を選び、その記号を記入しなさい。 
スケールの大きい釧路湿原を東側から展望するビューポイントです。眼下にゆるやかに流れる釧路川の蛇
行、天候がよければ遠くに阿寒連峰、東に摩周岳や斜里岳を望めます。夕日の名所としても知られていま
す。 

ア．釧路市湿原展望台 イ．細岡展望台 ウ．コッタロ湿原展望台 エ．多和平展望台 

30 写真の水門がある位置として、適当でないものを選び、その記号を記入しなさい。 

ア．釧路川と雪裡川の合流点 
イ．釧路町 
ウ．釧網本線沿線 
エ．岩保木丘陵の麓 
 
 
 

 

31 釧路の地酒「福司」の説明○○○○及び○○の空欄にあてはまる用語の組合せで適当なものはどれかを
選び、その記号を記入しなさい。 
福司（フクツカサ）は、○○○○の下を流れる○○水を使用し、飽きのこない淡麗な飲み口が好評です。 

ア．雌阿寒岳～地下   イ．釧路炭田～地下  
ウ．釧路湿原～伏流   エ．雄阿寒岳～天然 

⑥ 観光情報掲載ＵＲＬリスト 

32 阿寒摩周国立公園の観光についての説明です。組み合わせで間違っているものはどれか選び、その記号
を記入しなさい。 

ア．摩周の里夏まつり-弟子屈音頭 
イ．まりも祭り-阿寒湖畔 
ウ．イオマンテの火まつり-アイヌコタン伝統の古式舞踊 
エ．湯のまち摩周源泉まつり-摩周温泉 

33 歴史的建造物や新しい体験型観光が楽しめるようになりました。あてはまる自治体名を次から選び、その
記号を記入しなさい。 

・ コッタロ湿原を散策する「コッタロコース」 
・ 旧釧路集治監釧路分館本館を生かした郷土館 
・ 日本一広い牧場の町営牧場から地平線を眺めることのできる多和平展望台 
・ 「釧路湿原川下り」のカヌーステーションをもつ湖があります。 
・  

ア．標茶町  イ．厚岸町  ウ．釧路町  エ．白糠町 

34 釧路市音別地区での名所、イベント、住民の楽しみを選んでみました。あてはまらないものを次から選び、
その記号を記入しなさい。 

ア．北のビーナス蕗まつり   イ．パシクル沼の夕日 
ウ．宮島岬・キラコタン岬   エ．森林体験交流センター（テイクル 80） 

35 釧路地方で夏におこなわれないイベントを選択し、その記号を記入しなさい。 

ア．浜中うまいもん市   イ．つるい納涼まつり  
ウ．港ｉｎ白糠大漁まつり   エ．厚岸港まつり 

 

 

 


