
「津軽ひろさき検定」第１回 中級試験　正解率の低かった設問（ワースト２０）　　３月８日実施分

ワースト
№

設問
№

正解率
（％）

設問と回答

1 7 11.3%
藩祖・津軽為信が築いた城は どれでしょう。
① 大浦城　　② 堀越城　　③ 石川城　　④ 和徳城　　⑤ 福村城　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　正解：⑤

2 35 17.3%
弘前市に隣接している市町村は どれでしょう。
ア） つがる市　　イ） 鶴田町　　ウ） 鰺ヶ沢町　　エ） 田舎館村　　オ） 大館市
① ア）・ウ）・エ）　　② イ）・エ）　　③ ア）・ウ）　　④ オ）のみ　　⑤ 上記の全て　　　　　　　　　　　　　　　　　　　正解：⑤

3 54 17.9%

弘前における出来事のうち、古い順から並んでいるのは どれでしょう。
ア） エレベーターを備えたデパートメント・ストア「角は」の開店　　　イ） 弘前初の活動写真（映画）常設館「慈善館」の開業
ウ） 弘前～青森間の奥羽線開通　　　エ） 弘前市の電話の開通　　　オ） 皇太子・嘉仁親王が偕行社の庭園を「遑止園」と命名
① ウ→イ→エ→オ→ア　　② ウ→エ→オ→イ→ア　　③ ウ→オ→イ→エ→ア　　④ ウ→イ→オ→エ→ア　　⑤ ウ→オ→エ→イ→ア
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　正解：⑤

4 27 18.8%

「日本一の弘前りんご」をテーマに行われた2008弘前カクテルコンペティション・プロ部門グランプリを受賞したカクテル名は
どれでしょう。
① Adam's Apple “アダムの林檎”　　② Pomme d'or ～黄金の果実～　　③ 弘前ジェンヌ　～美しい人～
④ ～りんご街道・夢街道～　りんご小町　　⑤ アップルロード　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　正解：⑤

5 77 18.8%
３つの異なる泉質の温泉３つを巡って、温泉三昧をしたいと思います。３つの異なる泉質を楽しめる組み合わせは どれでしょう。
① 五代温泉・アソベの森いわき荘・嶽温泉郷　　② 五代温泉・湯段温泉郷・羽黒温泉郷
③ 三本柳温泉・アソベの森いわき荘・嶽温泉　　④ 御所温泉・ブナの里白神館・湯段温泉郷　　　　　　　　　　 正解：①

6 47 21.2%

１９５６（昭和３１）年は、昭和のお花見に変化があった年ですが、正しいのは どれでしょう。
ア） さくらまつり期間中の本丸と二の丸の有料化が始まった。　　　イ） 外濠もソメイヨシノで埋め尽くされるようになった。
ウ） 「観桜会」が、「弘前さくらまつり」に改称された。　　　エ） 国際的板画家・棟方志功が観桜会のポスターを初めて描いた。
① ア）・イ）　　② イ）・ウ）　　③ ウ）・エ）　　④ ア）・ウ）　　⑤ イ）・エ）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　正解：⑤

7 49 27.8%
霊峰・岩木山は、八甲田連峰とともに春スキーのメッカとなっており、ロングコースのダイナミックな山岳スキーが楽しめます。
大黒沢と呼ばれる広大な大斜面を滑るコースはどれでしょう。
① 岳コース　　② 寒沢コース　　③ 弥生コース　　④ 雨池コース　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　正解：③



ワースト
№

設問
№

正解率
（％）

設問と回答

8 53 29.9%
弘前市を舞台にした映画（ロケ地のなったもの）ではないのは どれでしょう。
ア） 「夢の祭り」　　イ） 「男はつらいよ　奮闘編」　　ウ） 「満月　MR.MOONLIGHT」　　エ） 「青い山脈８８’」　　オ） 「釣りバカ日誌２」
① ア）・ウ）・エ）　　② イ）・オ）　　③ ア）・ウ）　　④ オ）のみ　　⑤ 上記全て　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　正解：④

9 4 35.2%
青森県りんご試験場で育成された りんごの組み合わせは どれでしょう。
ア） つがる　　イ） 陸奥　　ウ） ふじ　　エ） 王林
① ア）・イ）　　② イ）・ウ）　　③ ウ）・エ）　　④ ア）・ウ）　　⑤ イ）・エ）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　正解：①

10 10 37.3%
弘前観光コンベンション協会と資生堂が共同開発し２００８（平成２０）年に発売した「弘前さくらものがたりオードパルファム」は、
何の香りがするでしょう。
① 桜　　② 桜とリンゴ　　③ 桜と梅　　④ 桜とラベンダー　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　正解：②

11 73 37.6%

次に挙げる人物の記述で誤っているのは どれでしょう。
① 実業家・探検家として知られる笹森儀助は、奄美大島島司や青森市長を務めた。
② 本田庸一は東奥義塾の草創期における功労者で、青山学院学院長を務めた。
③ わが国の病理学の開組と言われる今 裕は、東京大学総長を務めた
④ 軍人の一戸兵衛は、陸軍大将・教育総監などを歴任し、退官後は学習院院長を務めた。
⑤ 剣道の達人としても知られる笹森順造は、青山学院院長を務めた後、国政に身を転じ、国務大臣を務めた。　　　　　　正解：③

12 40 37.9%

旧相馬村の歴史についての記述で誤っているのは どれでしょう。
① １３３３（元弘３）年、鎌倉幕府執権・北条高時の家臣一門の残党が奥州津軽に逃れ、持寄城に籠城した。
② 第９８代・長慶天皇がお出になったことから紙漉御所と呼ぶようになった所は、現在の紙漉沢である。
③ ４００年以上前から沢田地区に伝わる奇祭「ろうそくまつり」は、かつて同地区に流れ着いた平家の落人の子孫が
　　先祖の霊を弔うために始めたと言われている。
④ １９２６（大正１５）年、長慶天皇の御在位が勅命をもって認定され、１９６６（昭和４１）年には紙漉沢竜田神社
    （宝龍権現を祀ったのが始まりとされる）を「上皇宮」と改称した。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  正解：②

13 57 37.9%

夏季オリンピックに出場したレスリングの赤石光生とソフトボールの斎藤春香には、共通点があります。正しい記述は どれでしょう。
ア） ともに田茂木町生まれである。　　　イ） ともに弘前市立第一中学校卒業である。
ウ） ともに銀メダルと銅メダルに輝いた。　　　エ） ともに「バルセロナ大会」に出場した。
① ア）・イ）　　② イ）・ウ）　　③ ウ）・エ）　　④ ア）・ウ）　　⑤ イ）・エ）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　正解：②



ワースト
№

設問
№

正解率
（％）

14 68 39.4%

15 43 40.3%

16 13 47.2%

17 42 48.4%

18 44 49.6%

19 21 50.1%

20 79 53.1%

リンゴに関する記述で正しいのは どれでしょう。
ア） アメリカから輸入された「紅玉」の原名は、「ジョナサン」である。　　　イ） 「金星」は、中生種のリンゴである。
ウ） 「王林」は、黄緑色のリンゴである。　　　エ） リンゴの名前が統一されたとき、「雪の下」を「祝」と改称した。
オ） 「ふじ」は、「国光」と「ゴールデンデリシャス」の掛け合わせで生まれた。
① ア）・ウ）・エ）　　② イ）・エ）　　③ ア）・ウ）　　④ オ）のみ　　⑤ 上記の全て　　　　　　　　　　　　　　　　　　　正解：③

偉人のまち・在府町に住んでいたのは誰でしょう。
ア） 陸　羯南　　イ） 伊藤　重　　ウ） 笹森儀助　　エ） 本田庸一　　オ） 花田勝治（初代 若乃花）
① ア）・ウ）・エ）　　② イ）・エ）　　③ ア）・ウ）　　④ オ）のみ　　⑤ 上記の全て　　　　　　　　　　　　　　　　　　　正解：①

設問と回答

弘前城雪燈籠まつりは、今年で３３回目を数えます。第１回から、四の丸メイン会場には大雪像が作られていますが、
これまで作られたことのない大雪像は どれでしょう。
① 天守閣・為信公　　② 世界遺産・ダージマハル　　③ Ｄ５１機関車　　④ 角は宮川デパート　　⑤ スフィンクス　　　　正解：⑤

弘前藩の「中興の祖」とも呼ばれる４代藩主・信政が行ったことは どれでしょう。
ア） 野元道元などを召し抱え、織物座を興した。　　　イ） 長勝寺構を築き、城北地域に八幡宮、神明宮を配置した。
ウ） 弘前藩で公式に時の鐘を鳴らすようになった。　　　エ） ナンバ（のちの清水森ナンバ）を京都から持ち帰って広げた
① ア）・イ）　　② イ）・ウ）　　③ ウ）・エ）　　④ ア）・ウ）　　⑤ イ）・エ）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　正解：④

亀甲町にある石場家の当主は代々何と名乗っているでしょう。
① 源兵衛　　② 清兵衛　　③ 伝兵衛　　④ 藤兵衛　　⑤ 久兵衛　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　正解：②

弘前には名水といわれる湧水が各地にありますが、“ナガサカの水っこ”とも呼ばれ、
大鰐町との境界に位置する尾開山の中腹にある名水は どれでしょう。
① 御茶水　　② 御膳水　　③ 堂ヶ平桂清水　　④ 御神水　　⑤ 清水観音水　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　正解：①

弘前公園内には、太閤・秀吉の木像をご神体として安置した館神跡があります。
館神跡は①～⑤のエリアの どれに当たるでしょう。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 正解：②


