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宮本武蔵の「五輪の書」に学ぶ勝利の鉄則 
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生涯無敗の”剣聖”である宮本武蔵に学び、”受剣聖”となり、合格必勝を勝ち取れ！ 

 
●我、事において後悔せず。（正しい選択） 
●何ごとも、道理がなくて勝つことはできない。 
●心、常に、道を離れず。（二兎を追うものは。。） 
●役に立たぬ事を、せざる事。（究極の合理主義） 
●構えあって構えなし。（臨機応変、変幻自在） 
 

 
●宮本武蔵から通訳案内士試験受験者へのメッセージ 

(1) 試験に合格することを固く決心し、セミナーの教えに従い、 
(2) 会社の仕事、家事は大いに手を抜き、有給休暇はすべて使い切り、 
(3) 受験にムダなことは一切せず、「セミナー資料」を片時も肌身離さず、 
(4) 朝な夕なに学習に努め、臨機応変、変幻自在の受験の極意を極め、 
(5) ”受剣聖”たるべし。 
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＜合格への道＞ 
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「彼を知り己を知れば百戦殆からず」と申します。まず、既出問題（3～4 年分）を見て、出題傾向、自分の強い

分野、弱い分野を知ることがすべての出発点になります。 

 

●第１次筆記試験の【問題】と【解答】 

次に＜合格体験記＞を読むことにより、合格者の足跡をたどり、合格への道のりを追体験してください。 

＜合格体験記＞は合格への道筋を示してくれます。また、勉強に行き詰まったときに＜合格体験記＞を読む

と、必ず道が開けます。 

 

●2017 年度＜合格体験記＞（約 120 名分を掲載） 
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＜無料学習サイト＞ 
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●マラソンセミナー＜日本地理＞動画学習コーナー 
 

●マラソンセミナー＜日本地理＞音声学習コーナー 
 

●第 1 次邦文試験対策＜特訓 1800 題＞無料自習学習コーナー 
 

●（写真問題対策）＜FlashcardsDeluxe＞による学習法 
＜FlashcardsDeluxe＞でも、＜特訓 1800 題＞を 4 択問題形式で学習できます。 
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＜ガイドライン＞（試験方法・合格判定） 
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●2015 年度と 2016 年度は、下記で同じ。 

（１）試験方法 

・試験は、日本の観光地等に関連する日本地理についての主要な事柄（日本と世界との関わりを含む。）

のうち、外国人観光旅客の関心の強いものについての基礎的な知識を問うものとする。 
・試験の方法は、多肢選択式（マークシート方式）とする。 

・試験時間は、40分とする。・試験の満点は、100点とする。・問題の数は、40問程度とする。 

・内容は、地図や写真を使った問題を中心としたものとする。 

 
（２）合否判定 

・合否判定は、原則として 70 点を合格基準点として行う。 
 
●2017 年度と 2018 年度は、下記で同じ。 

＜試験全体について＞ 

日本地理、日本歴史及び一般常識についての筆記試験は、外国人観光旅客が多く訪れている又は外

国人観光旅客の評価が高い観光資源に関連する地理、歴史並びに産業、経済、政治及び文化につい

ての主要な事柄（日本と世界との関わりを含む。）のうち、外国人観光旅客の関心の強いものについての

基礎的な知識を問うものとする。 

 

（１）試験方法 

・試験は、外国人観光旅客が多く訪れている又は外国人観光旅客の評価が高い観光資源に関連する日

本地理についての主要な事柄及び現在の日本人の生活、文化、価値観等につながるような日本地理

についての主要な事柄（日本と世界との関わりを含む。）のうち、外国人観光旅客の関心の強いものに

ついての基礎的な知識を問うものとする。 

・試験の方法は、多肢選択式（マークシート方式）とする。 

・試験時間は、40分とする。・試験の満点は、100点とする。・問題の数は、40問程度とする。 

・内容は、地図や写真を使った問題を中心としたものとする。 

 

（２）合否判定 

・合否判定は、原則として70点を合格基準点として行う。 

・実際の平均点が、合格基準点から著しく乖離した科目については、Ⅰ（４）（※）において記載した合格

基準の事後的な調整を行うこともある点に留意すること。 

（※）筆記試験の合否判定については、科目ごとに合格基準点を設定し、すべての科目について合格基

準点に達しているか否かを判定することにより行う。受験者には筆記試験の合否のほか、科目ごとに

合格基準点に達したか否かを通知する。実際の平均点が、合格基準点から著しく乖離した科目に

ついては、当該科目の試験委員と試験実施事務局から構成される検討会を開催する。その結果、

必要があると判断された場合には、合格基準の事後的な調整を行う。（⇒過去数年間、合格基準点

が下げられることはあっても上げられることはなかった。） 

 

●そもそも、「合格基準点」とは何か？ 

通訳案内士試験は、1949 年から約 70 年の歴史を持つ国家試験ですが、長年に渡り、「難問、奇問、珍問の通

訳案内士試験」の異名を誇ってきました。 
 
下記は、その件で、私が AERA から取材を受けた記事です。 
・問題がニッチすぎる？ 難問奇問珍問の国家資格「通訳案内士」 

マスコミに叩かれるようになって初めて、観光庁も思い腰を上げ、「ガイドライン」の設定、改正を重ねてきましたが、

その際、＜合格基準点＝出題者が、その科目の平均点となるように作成する基準点＞ということが大前提となっ

ています。つまり、平均点を取れば、合格ということです。それでも、一般常識、日本地理の合格基準点（＝平均

点）が、40 点台という「難問、奇問、珍問がなくならない現状」があります。まさに、それが難問の試験なのです。 
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https://www.jnto.go.jp/jpn/projects/visitor_support/interpreter_guide_exams/guideline30.pdf
https://dot.asahi.com/aera/2015113000038.html?page=1
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＜日本地理＞の問題作成委員の変遷 
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●問題作成委員 

マークシート方式が採用された2004年度から2017年度までの出題形式、内容、配点構成を分析すると、 

＜日本地理＞の問題作成委員は、３グループ（１グループ２名）が担当したと考えられる。 

 

【Ａグループ】2004年度～2007年度を担当 

【Bグループ】2008年度～2010年度を担当 

【Cグループ】2011年度～2017年度を担当 

 

【Cグループ】が、2018年度を担当するかどうかは、不明であるが、2015年、2016年、2017年度の出題傾向

はよく見ておくことが大切である。 
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年度別の大問、小問の配点構成、問題数 
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●2011年度～2014年度 

【大問１】２点×１０題＝２０点 

【大問２】３点×１０題＝３０点 

【大問３】2点×１０題＝２０点 

【大問４】３点×１０題＝３０点 

２点×20題＋３点×20題＝100点 

問題数：40題 

 

●2015年度 

【大問１】3点×２０題＝６０点 

【大問２】３点×１０題＝３０点 

【大問３】2点×５題＝１0点 

３点×３０題＋２点×10題＝100点 

問題数：35題 

 

●2016年度 

【大問１】２点×14題＋３点×４題＝４０点 

【大問２】２点×９題＋３点×１４題＝６０点 

２点×23題＋３点×18題＝100点 

問題数：38題 

 

●2017年度 

２点×1１題＋３点×2６題＝100点 

問題数：3７題 

 

●年度別＜正解の番号の個数＞ 

正解 2015年度 2016年度 2017年度 

1 5 ⤴12 ⤵8 

2 6 ⤴9 ⤴10 

3 11 ⤵9 ⤵8 

4 13 ⤵8 ⤴10 

 

●2017年度では、選択肢の2番と４番が12個と一番多かった。018年度は、迷ったら、2番か４番を選べ！？ 
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既出問題研究（2017年度＝平成29年度） 
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【1】＜難問★★＞（地図上で場所を問う問題） 

阿寒湖（マリモが生息する） 屈斜路湖（日本一大きいカルデラ湖）(2016)(2017) 摩周湖（透明度が高い） 

●対策⇒主な湖、山、川、半島、島、山脈、火山帯の場所を地図上で分かるようにしておくこと。 

 

【2】＜難問★＞（札幌市にあるもの） 

①北方文化博物館（新潟市）  ②モエレ沼公園（札幌市）   

③天狗山展望所（小樽市）   ④北一硝子（小樽市） 

●対策⇒重要な施設、公園などは、所在する県、都市などを確認しておくこと。 

 

【3】＜難問★★＞（札幌市で、東西の起点となっている川） 

①新川（札幌）  ②創成川  ③豊平川  ④真駒内川 

●対策⇒重要な川は、必ず、所在する県、都市を確認しておくこと。 

＜項目別地図帳＞ 

＜都道府県別地図帳＞（右に、90度回転させてご覧ください） 

 

【4】＜良問＞（日本最北端の地） 

①宗谷岬（日本本土の最北端）   

②納沙布岬（日本本土の最東端） 

③ノシャツプ岬（稚内市のノシャップにある岬）   

④スコトン岬（礼文島の岬） 

●対策⇒最北端が問われたので、東西南も確認しておくこと。 

・日本の最北端：（宗谷岬）（北海道） 

・日本の最南端：（沖ノ鳥島）（東京都） 

・日本の最東端：（南鳥島）（東京都） 

・日本の最西端：（与那国島）（沖縄県） 

 

【5】＜良問＞（重要文化財。札幌市内の観光スポット） 

①札幌市資料館  ②札幌時計台  ③豊平館  ④北海道旧本庁舎 

●おまけ⇒日本三大がっかり名所 

（1）高知のはりまや橋 （2）札幌の時計台 （3）守礼門（沖縄） （4）オランダ坂（長崎） 

 

【6】＜良問＞（蝦夷富士。ふきだし公園。） 

①有珠山  ②昭和新山  ③樽前山  ④羊蹄山 

 

 
羊蹄山 

 

●対策⇒日本各地のご当地富士を確認しておくこと。 

①蝦夷富士（羊蹄山） 

②知床富士（羅臼岳） 

③津軽富士（岩木山） 

④南部（片）富士（岩手山） 

⑤出羽富士（鳥海山） 

⑥会津富士（磐梯山） 

⑦信濃富士（黒姫山） 

⑧伯耆富士（ほうきふじ）（鳥取県側から）・出

雲富士（島根県側から）（大山） 

⑨讃岐富士（飯野山） 

⑩薩摩富士（開聞岳） 
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https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%BE%8A%E8%B9%84%E5%B1%B1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%BE%85%E8%87%BC%E5%B2%B3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B2%A9%E6%9C%A8%E5%B1%B1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B2%A9%E6%89%8B%E5%B1%B1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%B3%A5%E6%B5%B7%E5%B1%B1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A3%90%E6%A2%AF%E5%B1%B1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%BB%92%E5%A7%AB%E5%B1%B1_(%E9%95%B7%E9%87%8E%E7%9C%8C)
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E5%B1%B1_(%E9%B3%A5%E5%8F%96%E7%9C%8C)
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E5%B1%B1_(%E9%B3%A5%E5%8F%96%E7%9C%8C)
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%A3%AF%E9%87%8E%E5%B1%B1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%96%8B%E8%81%9E%E5%B2%B3


【7】＜良問＞（江戸時代の天守が往時のまま現存する弘前城。弘前市） 

【広域観光周遊ルート「日本の奥の院・東北探訪ルート」関連】 

さくらまつり 

ねぷたまつり 

●参考⇒「ねぷた」の語源：「たなばた」（仙台）→「なばた」→「ねぶた」（青森）→「ねぷた」（弘前） 

●対策⇒東北四大夏まつり 

・仙台七夕まつり（宮城県仙台市） 

・青森ねぶた祭（青森県青森市） 

・秋田竿燈まつり（秋田県秋田市） 

・山形花笠まつり（山形県山形市） 

 

【8】＜難問★★＞（秋田県に所在する温泉） 

①大鰐温泉（おおわにおんせん）  ②玉川温泉   

③鶯宿温泉（おうしゅくおんせん） ④不老ふ死温泉 

 

【9】＜良問＞(山形市の大鍋でつくる郷土料理) 

①芋煮  ②粕汁  ③しょっつる鍋  ④ひっつみ 

●参考⇒日本の郷土料理一覧 

 

【10】＜良問＞（芭蕉が、奥の細道で「閑さや岩にしみ入蝉の聲」と詠んだ寺） 

①平泉  ②中尊寺  ③湯殿山  ④立石寺（りっしゃくじ）   

●参考⇒「あらたふと 青葉若葉の 日の光」（日光） 

「夏草や 兵つはものどもが 夢のあと」（平泉） 

「閑さや 岩にしみ入る 蝉の聲」（立石寺） 

「五月雨を あつめて早し 最上川」（最上川） 

「荒海や 佐渡によこたふ 天の河」（佐渡） 

●参考⇒日本三大急流（最上川、富士川、球磨川） 

●参考⇒出羽三山（羽黒山、湯殿山、月山） 

出羽三山の覚え方：（歯が黒い相撲取りの）羽黒山が、お風呂に入りながら、月を見た。 

 

【11】＜難問★★＞（新潟県村上市にある滝） 

①岩室温泉  ②温海温泉（あつみおんせん）  ③瀬波温泉  ④月岡温泉 

 

【12】＜難問★★＞（群馬県にある「東洋のナイアガラ」と呼ばれる滝） 

①常布の滝（じょうふのたき）   ②棚下不動滝（たなしたふどうたき） 

③吹割の滝（ふきわれのたき）  ④袋田の滝（ふくろだのたき） 

 

【13】＜良問＞（本州最大の高層湿原） 

①尾瀬  ②北軽井沢  ③万座  ④水上高原 

 

 
尾瀬ヶ原と燧ヶ岳（ひうちがたけ） 
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https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BC%98%E5%89%8D%E5%9F%8E
http://deepnorthjapan.org/ja/about
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BC%98%E5%89%8D%E3%81%95%E3%81%8F%E3%82%89%E3%81%BE%E3%81%A4%E3%82%8A
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BC%98%E5%89%8D%E3%81%AD%E3%81%B7%E3%81%9F
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%B1%E5%8C%97%E4%B8%89%E5%A4%A7%E7%A5%AD%E3%82%8A
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BB%99%E5%8F%B0%E4%B8%83%E5%A4%95
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9D%92%E6%A3%AE%E3%81%AD%E3%81%B6%E3%81%9F
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AB%BF%E7%87%88
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%8A%B1%E7%AC%A0%E3%81%BE%E3%81%A4%E3%82%8A#%E5%B1%B1%E5%BD%A2%E8%8A%B1%E7%AC%A0%E3%81%BE%E3%81%A4%E3%82%8A
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E9%B0%90%E6%B8%A9%E6%B3%89
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%8E%89%E5%B7%9D%E6%B8%A9%E6%B3%89_(%E7%A7%8B%E7%94%B0%E7%9C%8C)
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%B6%AF%E5%AE%BF%E6%B8%A9%E6%B3%89
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%BB%84%E9%87%91%E5%B4%8E%E4%B8%8D%E8%80%81%E4%B8%8D%E6%AD%BB%E6%B8%A9%E6%B3%89
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%8A%8B%E7%85%AE%E4%BC%9A
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B2%95%E6%B1%81
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%81%97%E3%82%87%E3%81%A3%E3%81%A4%E3%82%8B
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%81%B2%E3%81%A3%E3%81%A4%E3%81%BF
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E3%81%AE%E9%83%B7%E5%9C%9F%E6%96%99%E7%90%86%E4%B8%80%E8%A6%A7
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%BE%E5%B0%BE%E8%8A%AD%E8%95%89
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%81%8A%E3%81%8F%E3%81%AE%E3%81%BB%E3%81%9D%E9%81%93
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B9%B3%E6%B3%89
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%AD%E5%B0%8A%E5%AF%BA
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B9%AF%E6%AE%BF%E5%B1%B1_(%E5%B1%B1%E5%BD%A2%E7%9C%8C)
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AB%8B%E7%9F%B3%E5%AF%BA
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E4%B8%89%E5%A4%A7%E6%80%A5%E6%B5%81
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%80%E4%B8%8A%E5%B7%9D
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AF%8C%E5%A3%AB%E5%B7%9D
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%90%83%E7%A3%A8%E5%B7%9D
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%87%BA%E7%BE%BD%E4%B8%89%E5%B1%B1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%BE%BD%E9%BB%92%E5%B1%B1_(%E5%B1%B1%E5%BD%A2%E7%9C%8C)
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B9%AF%E6%AE%BF%E5%B1%B1_(%E5%B1%B1%E5%BD%A2%E7%9C%8C)
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%88%E5%B1%B1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B2%A9%E5%AE%A4%E6%B8%A9%E6%B3%89
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%81%82%E3%81%A4%E3%81%BF%E6%B8%A9%E6%B3%89
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%80%AC%E6%B3%A2%E6%B8%A9%E6%B3%89
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%88%E5%B2%A1%E6%B8%A9%E6%B3%89
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B8%B8%E5%B8%83%E3%81%AE%E6%BB%9D
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A3%9A%E4%B8%8B%E4%B8%8D%E5%8B%95%E6%BB%9D
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%90%B9%E5%89%B2%E3%81%AE%E6%BB%9D
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A2%8B%E7%94%B0%E3%81%AE%E6%BB%9D
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%BE%E7%80%AC
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8C%97%E8%BB%BD%E4%BA%95%E6%B2%A2
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%87%E5%BA%A7%E6%B8%A9%E6%B3%89
https://www.minakami-ski.jp/index.php


●参考⇒ラムサール条約 

ラムサール条約は1971年2月2日にイランのラムサールという都市で採択された、湿地に関する条

約です。正式名称は、「特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約」といいます

が、この条約は開催地にちなみ、一般に「ラムサール条約」と呼ばれています。 

 

 
 

 

●ラムサール条約登録地(重要なもの)  

・釧路湿原（北海道） 

・クッチャロ湖（北海道） 

・サロベツ原野（北海道） 

・阿寒湖（北海道） 

・尾瀬（福島県･群馬県･新潟県） 

・琵琶湖（滋賀県） 

・三方五湖（福井県） 

・中海（鳥取県･島根県） 

・宍道湖（島根県） 

・秋吉台地下水系（山口県） 

 

 

 

6

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A9%E3%83%A0%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%AB%E6%9D%A1%E7%B4%84
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%87%A7%E8%B7%AF%E6%B9%BF%E5%8E%9F
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AF%E3%83%83%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%AD%E6%B9%96
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B5%E3%83%AD%E3%83%99%E3%83%84%E5%8E%9F%E9%87%8E
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%98%BF%E5%AF%92%E6%B9%96
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%BE%E7%80%AC
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%90%B5%E7%90%B6%E6%B9%96
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%89%E6%96%B9%E4%BA%94%E6%B9%96
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%AD%E6%B5%B7
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%8D%E9%81%93%E6%B9%96
http://www.ramsarsite.jp/jp_15a.html


【14】＜難問★＞（群馬県に所在する日本三大奇勝） 

①赤城山  ②子持山（こもちやま）  ③榛名山（はるなさん）  ④妙義山（みょうぎさん） 

●参考⇒日本三大奇勝：①妙義山（群馬）②寒霞渓（香川）③耶馬渓（大分） 

 

【15】＜難問★★＞（晩年を小布施で過ごした画家） 

①小林一茶  ②堀辰夫  ③葛飾北斎  ④歌川広重 

 

【16】＜難問★★＞（国の重要文化的景観） 

①秋山郷  ②善光寺  ③戸隠神社  ④姨捨の棚田（おばすてのたなだ） 

●参考⇒重要文化的景観とは 

地域における人々の生活又は生業及び当該地域の風土により形成された景観地で我が国民の 

生活又は生業の理解のため欠くことのできないもの（文化財保護法第二条第1項第五号より） 

重要文化的景観の説明（→姨捨の棚田は、12番目に掲載されている） 

 

【17】＜難問★＞（長野県の夜間瀬川沿いの9つの温泉地の総称） 

①大町温泉郷  ②信州高山温泉郷  ③蓼科温泉郷  ④湯田中渋温泉郷 

【18】＜難問★＞（桜と五重塔と富士山を同時にみることができる場所） 

①新倉山浅間公園（あらくらやませんげんこうえん） ②日本平 ③笛吹川フルーツ公園 ④三保の松原 

 

 
新倉山浅間公園 

 

【19】＜奇問★＞（2015年に開通した日本一長い歩行者用吊り橋） 

①竜神大吊橋 ②九重“夢”大吊橋 ③谷瀬の吊り橋（たにぜのつりばし） ④綾の照葉大吊橋 

 

 
谷瀬の吊り橋 

 

●参考⇒＜その１＞歩いて渡れる日本の吊り橋ランキング 人気トップ10 

＜その２＞スリルと絶景が味わえる！おすすめ「吊り橋」厳選25選！  

 

【20】＜難問★＞（武田信玄の菩提寺） 

①恵林寺（えりんじ）（甲州市）    ②大泉寺（甲府市）   

③龍潭寺（りょうたんじ）（浜松市）  ④長禅寺（甲府市） 

 

【21】＜良問＞（富士五湖の中では、標高が最も低い湖） 

①河口湖  ②西湖  ③精進湖  ④山中湖 
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https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B5%A4%E5%9F%8E%E5%B1%B1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AD%90%E6%8C%81%E5%B1%B1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A6%9B%E5%90%8D%E5%B1%B1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A6%99%E7%BE%A9%E5%B1%B1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E4%B8%89%E5%A4%A7%E5%A5%87%E6%99%AF
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A6%99%E7%BE%A9%E5%B1%B1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AF%92%E9%9C%9E%E6%B8%93
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%80%B6%E9%A6%AC%E6%B8%93
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%91%9B%E9%A3%BE%E5%8C%97%E6%96%8E
http://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkazai/shokai/keikan/pdf/juyobunkateki_keikan.pdf
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A7%8B%E5%B1%B1%E9%83%B7
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%96%84%E5%85%89%E5%AF%BA
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%88%B8%E9%9A%A0%E7%A5%9E%E7%A4%BE
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A7%A8%E6%8D%A8%E6%A3%9A%E7%94%B0
http://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkazai/shokai/keikan/pdf/juyobunkateki_keikan.pdf
http://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkazai/shokai/keikan/pdf/juyobunkateki_keikan.pdf
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A7%A8%E6%8D%A8%E6%A3%9A%E7%94%B0
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E7%94%BA%E6%B8%A9%E6%B3%89%E9%83%B7
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BF%A1%E5%B7%9E%E9%AB%98%E5%B1%B1%E6%B8%A9%E6%B3%89%E9%83%B7
http://tatesina.com/
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B9%AF%E7%94%B0%E4%B8%AD%E6%B8%8B%E6%B8%A9%E6%B3%89%E9%83%B7
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%96%B0%E5%80%89%E5%B1%B1%E6%B5%85%E9%96%93%E5%85%AC%E5%9C%92
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%B9%B3
https://fuefukigawafp.co.jp/
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%89%E4%BF%9D%E3%81%AE%E6%9D%BE%E5%8E%9F
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AB%9C%E7%A5%9E%E5%B3%A1
http://www.yumeooturihashi.com/
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B0%B7%E7%80%AC%E3%81%AE%E5%90%8A%E3%82%8A%E6%A9%8B
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%85%A7%E8%91%89%E5%A4%A7%E5%90%8A%E6%A9%8B
https://tg.tripadvisor.jp/news/ranking/suspensionbridges_top10/
https://www.jalan.net/news/article/139909/
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%AD%A6%E7%94%B0%E4%BF%A1%E7%8E%84
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%81%B5%E6%9E%97%E5%AF%BA
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E6%B3%89%E5%AF%BA_(%E7%94%B2%E5%BA%9C%E5%B8%82)
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%BE%8D%E6%BD%AD%E5%AF%BA_(%E6%B5%9C%E6%9D%BE%E5%B8%82)
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%95%B7%E7%A6%85%E5%AF%BA_(%E7%94%B2%E5%BA%9C%E5%B8%82)
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AF%8C%E5%A3%AB%E4%BA%94%E6%B9%96
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B2%B3%E5%8F%A3%E6%B9%96
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A5%BF%E6%B9%96_(%E5%AF%8C%E5%A3%AB%E4%BA%94%E6%B9%96)
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B2%BE%E9%80%B2%E6%B9%96
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B1%B1%E4%B8%AD%E6%B9%96


【22】＜難問★＞（JR線で、最も標高の高い小海線（こうみせん）の駅） 

①甲斐大泉駅  ②清里駅  ③信濃川上駅  ④野辺山駅 

 

【23】＜難問★★＞（中山道の妻籠宿と馬籠淑の間にある滝） 

①男滝・女滝（おだき・めだき）  ②華厳の滝  ③秋保大滝  ④浄蓮の滝（♪天城超え♪） 

 
     男滝         女滝        華厳の滝       浄蓮の滝      秋保大滝   

 

【24】＜難問★＞（長浜のガラスをテーマにした町） 

①黒壁スクエア（滋賀県長浜市）②国際通り（那覇市）③境町通り（京都市）④ハルニレテラス（軽井沢市） 

 

  
黒壁スクケア（長浜市）                 ハルニレテラス（軽井沢市） 

 

【25】＜良問＞（京都三大祭） 

京都三大祭（→開催日に注意） 

・葵祭（京都市上賀茂（下賀茂）神社）（5月15日） ・祇園祭（京都市八坂神社）（7月1日から1か月間） 

・時代祭（京都市平安神社）（10月22日） 

●対策⇒日本三大祭り 

・祇園祭（京都市八坂神社） ・天神祭（大阪市大阪天満宮） ・神田祭（東京都神田明神） 

 

【26】＜良問＞（「紀伊山地の霊場と表参道」の名瀑 

①赤目四十八滝（三重県名張市）  ②那智の滝（和歌山県）   

③箕面の滝（大阪府箕面市）     ④養老の滝（岐阜県） 

 
赤目四十八滝        那智の滝           箕面の滝            養老の滝 
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https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%87%8E%E8%BE%BA%E5%B1%B1%E9%A7%85
http://www.town.nagiso.nagano.jp/kankou/midokoro/ootsuma/midokoro_25.html
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%8F%AF%E5%8E%B3%E6%BB%9D
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A7%8B%E4%BF%9D%E5%A4%A7%E6%BB%9D
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B5%84%E8%93%AE%E3%81%AE%E6%BB%9D
https://www.youtube.com/watch?v=RWaUOAylCME
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%BB%92%E5%A3%81%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%82%A8%E3%82%A2
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E9%9A%9B%E9%80%9A%E3%82%8A
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A0%BA%E7%94%BA%E9%80%9A
http://www.hoshino-area.jp/shop
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%AC%E9%83%BD%E4%B8%89%E5%A4%A7%E7%A5%AD%E3%82%8A
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%AC%E9%83%BD%E4%B8%89%E5%A4%A7%E7%A5%AD%E3%82%8A
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%91%B5%E7%A5%AD
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A5%87%E5%9C%92%E7%A5%AD
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%99%82%E4%BB%A3%E7%A5%AD
http://tmkgt.hatenablog.com/entry/2017/12/03/021016
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A5%87%E5%9C%92%E7%A5%AD
http://www.tenjinsan.com/saiji/tjm.html
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A5%9E%E7%94%B0%E7%A5%AD
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B4%80%E4%BC%8A%E5%B1%B1%E5%9C%B0%E3%81%AE%E9%9C%8A%E5%A0%B4%E3%81%A8%E5%8F%82%E8%A9%A3%E9%81%93
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B5%A4%E7%9B%AE%E5%9B%9B%E5%8D%81%E5%85%AB%E6%BB%9D
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%82%A3%E6%99%BA%E6%BB%9D
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AE%95%E9%9D%A2%E6%BB%9D
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%A4%8A%E8%80%81%E3%81%AE%E6%BB%9D


【27】＜難問★★＞（熊野詣の湯垢離場（ゆごりば）） 

①金泉  ②崎の湯（和歌山県）  ③仙人風呂（和歌山県）  ④つぼ湯（和歌山県）

【28】＜良問＞（兵庫県北部の「虎臥城」（とらふすじょう、こがじょう）とも呼ばれる城 

①上田城（長野県上田市） ②春日城跡（新潟県上越市）

③竹田城跡（兵庫県朝来市）  ④備中松山城（岡山県高梁市）

●参考⇒竹田城は、ペルーにあるインカ帝国の都市の遺跡を思わせることから、最近、「日本のマチュピ

チュ」と呼ばれて人気が高まっている。

竹田城跡（日本のマチュピチュ） 

【29】＜難問★＞（「鴻の湯」などの7つの外湯めぐりを楽しむことができる温泉） 

①有馬温泉  ②城崎温泉  ③宝塚温泉  ④湯村温泉

●参考⇒・三名泉：有馬温泉、草津温泉、下呂温泉（覚え方：名馬が、草食べて、ゲロ吐いた）

・三古泉：有馬温泉、白浜温泉、道後温泉（覚え方：古い白馬が、道で後ずさりした）

【30】＜難問★★＞（隠岐を代表するダイナミックな景勝地） 

【広域観光周遊ルート「緑の道～山陰～」関連問題】 

①浦富海岸（鳥取県）  ②国賀海岸（くにがかいがん）（島根県隠岐諸島） 

③白兎海岸（鳥取県）  ④丹後海岸（京都府）

【31】＜難問★＞（日本五大稲荷のひとつ） 

①豊川稲荷  ②太鼓谷稲成神社（たいこだにいなりじんじゃ）

③伏見稲荷大社  ④福徳稲荷神社（山口県）

【32】＜難問★＞（世界遺産「明治日本の産業革命遺産」関連 

①橋野鉄鉱山  ②旧集成館  ③端島炭坑（はしま炭鉱）  ④旧グラバー住宅

【33】＜難問★＞（龍河洞の場所） 

①石手寺  ②祖谷のかずら橋  ③栗林公園  ④龍河洞

【34】＜難問★★＞（日本最古の芝居小屋「旧金毘羅大芝居」の愛称 

①歌舞伎座  ②金丸座  ③斜陽館  ④康楽館

【35】＜難問★＞（慶良間諸島（けらましょとう）の代表的な島） 

①伊江島  ②久米島  ③竹富島  ④渡嘉敷島（とかしきじま）

【36】＜難問★＞（「やんばる国立公園」に所在する観光地） 

①マリユドゥの滝（西表島）  ②大石林山  ③東平安名岬  ④万座毛

【37】＜難問★★＞（世界遺産「琉球王国のグスク及び関連遺産群の構成資産」） 

①勝連城跡（かつれんぐすくあと）  ②座喜味城跡（ざきみぐすくあと）

③首里城跡  ④今帰仁城跡（なきじんぐすくあと）
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https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%86%8A%E9%87%8E%E4%B8%89%E5%B1%B1
http://kurumatabi.net/hotsprings/2017/12/01/post-641/
http://www.hankyu-travel.com/onsen/arima/hotspring.php
http://www.nanki-shirahama.com/search/details.php?log=1332738546
http://www.hongu.jp/event/senninburo/
http://www.hongu.jp/onsen/yunomine/tuboyu/
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%8A%E7%94%B0%E5%9F%8E
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%98%A5%E6%97%A5%E5%B1%B1%E5%9F%8E
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AB%B9%E7%94%B0%E5%9F%8E
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%BE%E5%B1%B1%E5%9F%8E_(%E5%82%99%E4%B8%AD%E5%9B%BD)
https://matome.naver.jp/odai/2138452024042805901
https://matome.naver.jp/odai/2138452024042805901
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9F%8E%E5%B4%8E%E6%B8%A9%E6%B3%89
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%9D%E5%A1%9A%E6%B8%A9%E6%B3%89
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B9%AF%E6%9D%91%E6%B8%A9%E6%B3%89_(%E5%85%B5%E5%BA%AB%E7%9C%8C)
https://travel.biglobe.ne.jp/onsen/jiten/nihonichi_01.html
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%8D%89%E6%B4%A5%E6%B8%A9%E6%B3%89
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%8B%E5%91%82%E6%B8%A9%E6%B3%89
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E4%B8%89%E5%8F%A4%E6%B9%AF
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%97%E7%B4%80%E7%99%BD%E6%B5%9C%E6%B8%A9%E6%B3%89
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%81%93%E5%BE%8C%E6%B8%A9%E6%B3%89
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B5%A6%E5%AF%8C%E6%B5%B7%E5%B2%B8
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E8%B3%80%E6%B5%B7%E5%B2%B8
http://www.tottori-guide.jp/tourism/tour/view/22
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%B9%E5%BE%8C%E5%8D%8A%E5%B3%B6
http://www.buccyake-kojiki.com/archives/1046056245.html
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B1%8A%E5%B7%9D%E7%A8%B2%E8%8D%B7
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%AA%E7%9A%B7%E8%B0%B7%E7%A8%B2%E6%88%90%E7%A5%9E%E7%A4%BE
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BC%8F%E8%A6%8B%E7%A8%B2%E8%8D%B7%E5%A4%A7%E7%A4%BE
https://www.travel.co.jp/guide/article/18873/
http://heiwa-ga-ichiban.jp/sekai/meijinihon/index.html
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A9%8B%E9%87%8E%E9%AB%98%E7%82%89%E8%B7%A1#%E6%A9%8B%E9%87%8E%E9%89%84%E9%89%B1%E5%B1%B1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%9A%E5%8F%A4%E9%9B%86%E6%88%90%E9%A4%A8
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AB%AF%E5%B3%B6_(%E9%95%B7%E5%B4%8E%E7%9C%8C)
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%83%90%E3%83%BC%E5%9C%92
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%BE%8D%E6%B2%B3%E6%B4%9E
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9F%B3%E6%89%8B%E5%AF%BA
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%81%8B%E3%81%9A%E3%82%89%E6%A9%8B
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A0%97%E6%9E%97%E5%85%AC%E5%9C%92
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%BE%8D%E6%B2%B3%E6%B4%9E
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%AD%8C%E8%88%9E%E4%BC%8E%E5%BA%A7
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A7%E9%87%91%E6%AF%98%E7%BE%85%E5%A4%A7%E8%8A%9D%E5%B1%85
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%AA%E5%AE%B0%E6%B2%BB%E8%A8%98%E5%BF%B5%E9%A4%A8_%E3%80%8C%E6%96%9C%E9%99%BD%E9%A4%A8%E3%80%8D
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BA%B7%E6%A5%BD%E9%A4%A8
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%85%B6%E8%89%AF%E9%96%93%E8%AB%B8%E5%B3%B6
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BC%8A%E6%B1%9F%E6%9D%91
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B9%85%E7%B1%B3%E5%B3%B6
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AB%B9%E5%AF%8C%E5%B3%B6
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B8%A1%E5%98%89%E6%95%B7%E5%B3%B6
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%84%E3%82%93%E3%81%B0%E3%82%8B%E5%9B%BD%E7%AB%8B%E5%85%AC%E5%9C%92
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9E%E3%83%AA%E3%83%A6%E3%83%89%E3%82%A5%E3%81%AE%E6%BB%9D
http://www.sekirinzan.com/
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%B1%E5%B9%B3%E5%AE%89%E5%90%8D%E5%B2%AC
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%87%E5%BA%A7%E6%AF%9B
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%90%89%E7%90%83%E7%8E%8B%E5%9B%BD%E3%81%AE%E3%82%B0%E3%82%B9%E3%82%AF%E5%8F%8A%E3%81%B3%E9%96%A2%E9%80%A3%E9%81%BA%E7%94%A3%E7%BE%A4
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8B%9D%E9%80%A3%E5%9F%8E
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BA%A7%E5%96%9C%E5%91%B3%E5%9F%8E
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%A6%96%E9%87%8C%E5%9F%8E
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BB%8A%E5%B8%B0%E4%BB%81%E5%9F%8E


●2017年度＝平成29年度の問題分析結果 

＜良問＞：11題 

＜難問★＞：13題 

＜難問★★＞：12題 

＜奇問★＞:1題 

＜合計＞：37題 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

既出問題研究（2016年度＝平成28年度） 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

【1】＜難問★＞「広域観光周遊ルート」の「アジアの宝 悠久の自然美への道 ひがし北・海・道」関連問題 

（このアリアに含まれない空港） ①稚内空港  ②紋別空港  ③女満別空港  ④中標津空港 

 

【2】＜良問＞「ひがし北・海・道」の「北海道ガーデン街道」 

①恵庭  ②トマム  ③富良野  ④美幌 

●参考⇒「北海道ガーデン街道」の8つのガーデン 

大雪 森のガーデン(上川町) 

上野ファーム（旭川市） 

風のガーデン（富良野市）(2016) 

十勝千年の森（清水町） 

真鍋庭園（帯広市） 

十勝ヒルズ（幕別町） 

紫竹ガーデン（帯広市） 

六花の森（中札内村） 

 

【3】＜良問＞「ひがし北・海・道」の阿寒国立公園内に所在する湖 

①サロマ湖  ②屈斜路湖(2016)(2017)  ③十和田湖  ④支笏湖(2016)(2017) 

 

【4】＜難問★＞「ひがし北・海・道」エリアの渓谷 

①天人峡  ②ふきだし公園  ③錦仙峡  ④層雲峡 

 

【5】＜難問★＞函館に関する問題（「函館発展の恩人」とは） 

①榎本武揚  ②坂本龍馬  ③高田屋嘉兵衛  ④土方歳三 

 

【6】＜良問＞ミシュラン三つ星の展望（夜景が有名） 

①恵山  ②五稜郭タワー  ③立待岬  ④函館山 

 

【7】＜良問＞戊辰戦争最後の舞台（星形要塞） 

①香雪園  ②五稜郭  ③千畳敷  ④函館公園 

 

 
函館山から望む函館市街地         五稜郭タワーから望む五稜郭 
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https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8C%97%E6%B5%B7%E9%81%93%E3%82%AC%E3%83%BC%E3%83%87%E3%83%B3%E8%A1%97%E9%81%93
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%81%B5%E5%BA%AD%E5%B8%82
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%98%9F%E9%87%8E%E3%83%AA%E3%82%BE%E3%83%BC%E3%83%88_%E3%83%88%E3%83%9E%E3%83%A0
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AF%8C%E8%89%AF%E9%87%8E%E5%B8%82
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%BE%8E%E5%B9%8C%E7%94%BA
http://www.hokkaido-garden.jp/garden.html
http://www.hokkaido-garden.jp/garden08.shtml
http://www.hokkaido-garden.jp/garden01.shtml
http://www.hokkaido-garden.jp/garden02.shtml
http://www.hokkaido-garden.jp/garden03.shtml
http://www.hokkaido-garden.jp/garden04.shtml
http://www.hokkaido-garden.jp/garden05.shtml
http://www.hokkaido-garden.jp/garden06.shtml
http://www.hokkaido-garden.jp/garden07.shtml
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B5%E3%83%AD%E3%83%9E%E6%B9%96
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B1%88%E6%96%9C%E8%B7%AF%E6%B9%96
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%81%E5%92%8C%E7%94%B0%E6%B9%96
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%94%AF%E7%AC%8F%E6%B9%96
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A9%E4%BA%BA%E5%B3%A1%E6%B8%A9%E6%B3%89
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%81%B5%E3%81%8D%E3%81%A0%E3%81%97%E5%85%AC%E5%9C%92
http://town.takinoue.hokkaido.jp/kanko/shokotsugawadayori/kinsenkyo/kinsenkyo.html
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B1%A4%E9%9B%B2%E5%B3%A1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A6%8E%E6%9C%AC%E6%AD%A6%E6%8F%9A
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9D%82%E6%9C%AC%E9%BE%8D%E9%A6%AC
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%AB%98%E7%94%B0%E5%B1%8B%E5%98%89%E5%85%B5%E8%A1%9B
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9C%9F%E6%96%B9%E6%AD%B3%E4%B8%89
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%81%B5%E5%B1%B1_(%E7%81%AB%E5%B1%B1)
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%94%E7%A8%9C%E9%83%AD%E3%82%BF%E3%83%AF%E3%83%BC
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AB%8B%E5%BE%85%E5%B2%AC
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%87%BD%E9%A4%A8%E5%B1%B1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%88%8A%E8%BE%B0%E6%88%A6%E4%BA%89
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%A6%99%E9%9B%AA%E5%9C%92
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%94%E7%A8%9C%E9%83%AD
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%83%E7%95%B3%E6%95%B7
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%87%BD%E9%A4%A8%E5%85%AC%E5%9C%92


【8】＜良問＞仙台に関する問題（「♪青葉城恋唄♪」にもうたわれた川） 

①名取川  ②七北田川  ③鳴瀬川  ④広瀬川 

 

【9】＜難問★★＞仙台に関する問題（伊達政宗の御廟（ごびょう）） 

①感仙殿  ②瑞鳳殿  ③善応殿  ④大極殿 

 

【10】＜難問★＞仙台の定番人気グルメでないもの 

①牛タン焼き  ②笹かまぼこ  ③ずんだ餅  ④治部煮（じぶに）（石川県金沢市の郷土料理） 

 

【11】＜難問★＞仙台の奥座敷 

①秋保温泉（あきうおんせん）  ②作並温泉（さくなみおんせん）   

③遠刈田温泉（とおがったおんせん）  ④鳴子温泉（なるこおんせん） 

 

【12】＜良問＞東京都台東区の東武鉄道の始発執着駅 

①浅草  ②上野  ③押上  ④北千住 

 

【13】＜良問＞徳川家康の御廟 

①大谷寺  ②日光山輪王寺  ③日光東照宮  ④二荒山神社 

 

 
 

【14】＜良問＞48か所の急カーブがある観光道路 

①いろは坂  ②四十八坂  ③椎坂峠（しいさかとうげ）  ④地獄坂（全国に多数ある） 

 

【15】＜難問★＞この山の噴火により中禅寺湖ができた 

①鬼怒沼山  ②白根山  ③男体山  ④女峰山 

 

【16】＜難問★＞東京駅丸の内駅舎や日本銀行本店の設計者 

①ジョサイア・コンドル  ②辰野金吾  ③フランク・ロイド・ライト  ④本野精吾 

 

【17】＜難問★＞スカイツリータウンにある水族館 

①サンシヤイン水族館  ②スカイツリー水族館  ③すみだ水族館  ④ソラマチ水族館 

 

【18】＜難問★＞二見港がある島 

①兄島  ②弟島  ③父島  ④母島 

 

【19】＜良問＞名水百選第一号宗祇水 

①長良川  ②鈴鹿川  ③黒部川  ④九頭竜川 

 

【20】＜難問★★＞高山に所在しない観光施設 

①合掌造り民家園（岐阜県大野郡白川村）  ②吉島家住宅（高山市）   

③日下部民塾館（高山市）  ④宮川朝市（高山市） 
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https://www.youtube.com/watch?v=3VlOygdxoI4
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%90%8D%E5%8F%96%E5%B7%9D
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%83%E5%8C%97%E7%94%B0%E5%B7%9D
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%B3%B4%E7%80%AC%E5%B7%9D
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BA%83%E7%80%AC%E5%B7%9D_(%E5%AE%AE%E5%9F%8E%E7%9C%8C)
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%91%9E%E9%B3%B3%E6%AE%BF
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%91%9E%E9%B3%B3%E6%AE%BF
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%91%9E%E9%B3%B3%E6%AE%BF
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E6%A5%B5%E6%AE%BF
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%89%9B%E3%82%BF%E3%83%B3
https://www.abekama.co.jp/
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%81%9A%E3%82%93%E3%81%A0%E9%A4%85
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B2%BB%E9%83%A8%E7%85%AE
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A7%8B%E4%BF%9D%E6%B8%A9%E6%B3%89
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BD%9C%E4%B8%A6%E6%B8%A9%E6%B3%89
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%81%A0%E5%88%88%E7%94%B0%E6%B8%A9%E6%B3%89
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%B3%B4%E5%AD%90%E6%B8%A9%E6%B3%89
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B5%85%E8%8D%89
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E8%B0%B7%E5%AF%BA_(%E5%AE%87%E9%83%BD%E5%AE%AE%E5%B8%82)
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%BC%AA%E7%8E%8B%E5%AF%BA
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E5%85%89%E6%9D%B1%E7%85%A7%E5%AE%AE
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E5%85%89%E4%BA%8C%E8%8D%92%E5%B1%B1%E7%A5%9E%E7%A4%BE
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%81%84%E3%82%8D%E3%81%AF%E5%9D%82
http://www.town.yamada.iwate.jp/04_kankou/hakkei/48saka.html
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A4%8E%E5%9D%82%E5%B3%A0
http://blog.livedoor.jp/ibarakisuki/archives/1059838087.html
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%8D%89%E6%B4%A5%E7%99%BD%E6%A0%B9%E5%B1%B1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%94%B7%E4%BD%93%E5%B1%B1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A5%B3%E5%B3%B0%E5%B1%B1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B8%E3%83%A7%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%82%A2%E3%83%BB%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%89%E3%83%AB
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%BE%B0%E9%87%8E%E9%87%91%E5%90%BE
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%82%AF%E3%83%BB%E3%83%AD%E3%82%A4%E3%83%89%E3%83%BB%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%88
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%AC%E9%87%8E%E7%B2%BE%E5%90%BE
http://www.sunshinecity.co.jp/aquarium/
http://www.sumida-aquarium.com/
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%84%E5%B3%B6
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BC%9F%E5%B3%B6
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%88%B6%E5%B3%B6
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%AF%8D%E5%B3%B6
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%95%B7%E8%89%AF%E5%B7%9D
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%88%B4%E9%B9%BF%E5%B7%9D
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%BB%92%E9%83%A8%E5%B7%9D
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B9%9D%E9%A0%AD%E7%AB%9C%E5%B7%9D
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%90%88%E6%8E%8C%E9%80%A0%E3%82%8A%E6%B0%91%E5%AE%B6%E5%9C%92
http://kankou.city.takayama.lg.jp/2000002/2000026/2000208.html
http://www.kusakabe-mingeikan.com/
http://www.asaichi.net/


【21】＜難問★＞高岡市にある白砂青松・渚百選 

①越前海岸（福井県敦賀市）  ②雨晴海岸（あまはらしかいがん）   

③気比の松原（けひのまつばら）（福井県敦賀市）  ④虹の松原（佐賀県） 

●参考⇒日本の白砂青松100選 

過去によく出題された松原 

・松島（宮城県塩竈市など） ・気比の松原（福井県敦賀市）  

・三保の松原（静岡県静岡市清水区） ・天橋立（京都府宮津市） ・虹ノ松原（佐賀県唐津市） 

 

【22】＜難問★＞金沢駅から和倉温泉までの観光ルート 

①東尋坊（福井県坂井市）  ②兼六園（石川県金沢市）   

③白米千枚田（しろよねせんまいだ）（石川県輪島市）  ④永平寺（福井県） 

 

【23】＜難問★＞間違った組み合わせ 

①あつみ温泉朝市（×中尊寺）  ②勝浦朝市（犬吠埼灯台）  ③函館朝市（トラピスチヌ修道院） 

④呼子の朝市（吉野ヶ里遺跡） 

 

【24】＜難問★＞間違った組み合わせ 

①牡鹿半島（金華山）  ②三浦半島（×御前崎）  ③伊豆半島（石廊崎）  ④渥美半島（伊良湖岬） 

 

【25】＜良問＞三重県志摩半島南部の湾 

①英虞湾  ②伊勢湾  ③三河湾  ④的矢湾 

 

【26】＜良問＞京都府に所在しない組合せ 

①伊根の舟屋（経ヶ岬灯台）  ②貴船神社（鞍馬温泉）  ③城崎温泉（玄武洞）   

④保津峡（嵯峨野トロッコ列車） 

 

【27】＜奇問★＞天橋立の全長 

①1km  ②3km  ③10km  ④30km 

 

【28】＜難問★★＞石見銀山と同一の県（島根県）に所在しない観光施設 

①足立美術館（島根県安来市）  ②水木しげる記念館（鳥取県）   

③森鴎外旧宅・森鴎外記念館（島根県津和野町）  ④小泉八雲記念館（島根県松江市） 

 

【29】＜難問★＞鉱山と県名の間違った組合せ 

①足尾銅山（群馬県）（栃木県が正しい）  ③佐渡金山（新潟県）  ②生野銀山（兵庫県） 

④別子銅山（愛媛県）（←住友が日本を代表する巨大財閥となる礎となった） 

 

【30】＜難問★★＞石見銀山の港町として栄えた温泉 

①湯田  ②玉造  ③皆生  ④温泉津（ゆのつ） 

 

【31】＜難問★★＞広域観光周遊ルート「スピリチュアルな島～四国遍路～」 

①仁淀川  ②栗林公園  ③天赦園  ④四万十川 

 

【32】＜難問★＞正しい組合せ 

①徳島県（阿波おどり）（さぬきうどん）  ②香川県（琴弾八幡宮大祭）（ふくめん） 

③愛媛県（新居浜太鼓祭り）（祖谷そば）  ④高知県（よさこい祭り）（皿鉢料理） 

 

【33】＜難問★★＞「四国八十八ケ所めぐり」関連問題 

①霊山寺  ②善通寺  ③石手寺  ④竹林寺 
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https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B6%8A%E5%89%8D%E6%B5%B7%E5%B2%B8
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9B%A8%E6%99%B4%E6%B5%B7%E5%B2%B8
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B0%97%E6%AF%94%E6%9D%BE%E5%8E%9F
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%99%B9%E3%81%AE%E6%9D%BE%E5%8E%9F
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E3%81%AE%E7%99%BD%E7%A0%82%E9%9D%92%E6%9D%BE100%E9%81%B8
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%BE%E5%B3%B6
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B0%97%E6%AF%94%E6%9D%BE%E5%8E%9F
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%89%E4%BF%9D%E3%81%AE%E6%9D%BE%E5%8E%9F
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A9%E6%A9%8B%E7%AB%8B
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%99%B9%E3%81%AE%E6%9D%BE%E5%8E%9F
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%92%8C%E5%80%89%E6%B8%A9%E6%B3%89
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%B1%E5%B0%8B%E5%9D%8A
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%BC%E5%85%AD%E5%9C%92
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%99%BD%E7%B1%B3%E5%8D%83%E6%9E%9A%E7%94%B0
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B0%B8%E5%B9%B3%E5%AF%BA
https://www.tsuruokakanko.com/cate/p0165.html
http://maruchiba.jp/sys/data/index/page/id/7721/
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%87%BD%E9%A4%A8%E6%9C%9D%E5%B8%82
https://www.asobo-saga.jp/feature/archives/000270
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%89%E6%B5%A6%E5%8D%8A%E5%B3%B6
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%8B%B1%E8%99%9E%E6%B9%BE
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BC%8A%E6%A0%B9%E3%81%AE%E8%88%9F%E5%B1%8B
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B2%B4%E8%88%B9%E7%A5%9E%E7%A4%BE
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9F%8E%E5%B4%8E%E6%B8%A9%E6%B3%89
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BF%9D%E6%B4%A5%E5%B3%A1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A9%E6%A9%8B%E7%AB%8B
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9F%B3%E8%A6%8B%E9%8A%80%E5%B1%B1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B6%B3%E7%AB%8B%E7%BE%8E%E8%A1%93%E9%A4%A8
http://mizuki.sakaiminato.net/
http://www.tsuwano.net/www/contents/1000000440000/index.html
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%8F%E6%B3%89%E5%85%AB%E9%9B%B2%E8%A8%98%E5%BF%B5%E9%A4%A8
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B6%B3%E5%B0%BE%E9%8A%85%E5%B1%B1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BD%90%E6%B8%A1%E9%87%91%E5%B1%B1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%94%9F%E9%87%8E%E9%8A%80%E5%B1%B1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%88%A5%E5%AD%90%E9%8A%85%E5%B1%B1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B8%A9%E6%B3%89%E6%B4%A5%E6%B8%A9%E6%B3%89
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BB%81%E6%B7%80%E5%B7%9D
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A0%97%E6%9E%97%E5%85%AC%E5%9C%92
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A9%E8%B5%A6%E5%9C%92
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%9B%E4%B8%87%E5%8D%81%E5%B7%9D
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%98%BF%E6%B3%A2%E8%B8%8A%E3%82%8A
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%90%B4%E5%BC%BE%E5%85%AB%E5%B9%A1%E5%AE%AE%E5%A4%A7%E7%A5%AD
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%96%B0%E5%B1%85%E6%B5%9C%E5%A4%AA%E9%BC%93%E7%A5%AD%E3%82%8A
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%9B%E5%9B%BD%E5%85%AB%E5%8D%81%E5%85%AB%E7%AE%87%E6%89%80
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9C%8A%E5%B1%B1%E5%AF%BA
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%96%84%E9%80%9A%E5%AF%BA
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9F%B3%E6%89%8B%E5%AF%BA
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AB%B9%E6%9E%97%E5%AF%BA_(%E9%AB%98%E7%9F%A5%E5%B8%82)


【34】＜難問★＞どんこ船で水郷めぐりのできる都市 

①柳川市  ②潮来市  ③小城市  ④吉元肥市 

 

【35】＜難問★＞古湯・新湯・小地獄の3つに分かれ、湯けむり漂う温泉 

①武雄温泉  ②由布院温泉  ③平戸温泉  ④雲仙温泉 

 

【36】＜難問★＞日本最大級の石造りアーチ水路橋 

①眼鏡橋  ②錦帯橋  ③西田橋  ④通潤橋 

 

【37】＜難問★★＞文章の正誤問題 

①真名井の滝  ②御崎馬（みさきうま）  ③西都原古墳群  ④鬼の洗濯板 

 

【38】＜難問★★＞観光ルートの問題 

①長崎鼻  ②桜島  ③佐多岬  ④霧島神宮 

 

●2016年度＝平成28年度の問題分析結果 

＜良問＞：11題 

＜難問★＞：18題 

＜難問★★＞：8題 

＜奇問★＞:1題 

＜合計＞：38題 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

既出問題研究（2015年度＝平成27年度） 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

【1】＜良問＞小笠原諸島の南島が位置する自治体 

①北海道  ②東京都  ③鹿児島県  ④沖縄県 

 

【2】＜難問★★＞南島が参考にしたエコツーリズムの方法、制度 

①イエローストーン  ②グレートバリアリーフ  ③ガラパゴス  ④シュバルトバルト 

 

【3】＜難問★★＞小笠原諸島の南島に関する問題 

小笠原諸島の南島 

※父島の南西にある無人島。第三紀由来の典型的な沈水カルスト地形がみられる。かつては常緑低木が

生い茂っていたが、ヤギの食害により所々に地面が露出した現在の姿になった。植生回復のため昭和40年

代にはヤギの駆除が行われ、2003年（平成15年）からは自然保護の観点により観光客の入島に際して、東

京都認定の自然ガイドの同行、定められたルート以外は立ち入り禁止、1日あたりの入島人数は100人まで、

上陸時間は2時間以内、等の自主ルールが設けられている。 

 

【4】＜良問＞日本の世界自然遺産、北から。 

（A）知床  （B）白神山地  (D）屋久島  （C）小笠原諸島 

※覚え方（南から）⇒（小笠原君が、屋久杉の前で、白装束で、『♪知床旅情♪』を歌った。） 

 

【5】＜難問★＞小笠原諸島における外来種の問題 

ノネコ 

※ノネコは、メグロなどの陸鳥類や、カツオドリなどの海鳥類を食べてしまいます。父島や母島に多く生息

しており、無人島の弟島にも生息していました。 

 

【6】＜難問★＞「三笠ジオパーク」最寄りのJRの駅 

岩見沢 
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https://www.travel.co.jp/guide/article/3274/
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%BD%AE%E6%9D%A5%E5%B8%82
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%AD%A6%E9%9B%84%E6%B8%A9%E6%B3%89
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%94%B1%E5%B8%83%E9%99%A2%E6%B8%A9%E6%B3%89
https://www.yukoyuko.net/onsen/0118
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9B%B2%E4%BB%99%E6%B8%A9%E6%B3%89
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9C%BC%E9%8F%A1%E6%A9%8B_(%E9%95%B7%E5%B4%8E%E5%B8%82)
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%8C%A6%E5%B8%AF%E6%A9%8B
http://www.seika-spc.co.jp/ishibashi/park02.html
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%80%9A%E6%BD%A4%E6%A9%8B
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%AB%98%E5%8D%83%E7%A9%82%E5%B3%A1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BE%A1%E5%B4%8E%E9%A6%AC
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A5%BF%E9%83%BD%E5%8E%9F%E5%8F%A4%E5%A2%B3%E7%BE%A4
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9D%92%E5%B3%B6_(%E5%AE%AE%E5%B4%8E%E7%9C%8C)
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%95%B7%E5%B4%8E%E9%BC%BB_(%E9%B9%BF%E5%85%90%E5%B3%B6%E7%9C%8C)
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A1%9C%E5%B3%B6
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BD%90%E5%A4%9A%E5%B2%AC
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9C%A7%E5%B3%B6%E7%A5%9E%E5%AE%AE
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%97%E5%B3%B6_(%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E9%83%BD)
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AC%E3%83%A9%E3%83%91%E3%82%B4%E3%82%B9%E8%AB%B8%E5%B3%B6
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%97%E5%B3%B6_(%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E9%83%BD)
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E3%81%AE%E4%B8%96%E7%95%8C%E9%81%BA%E7%94%A3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9F%A5%E5%BA%8A_(%E4%B8%96%E7%95%8C%E9%81%BA%E7%94%A3)
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%99%BD%E7%A5%9E%E5%B1%B1%E5%9C%B0
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B1%8B%E4%B9%85%E5%B3%B6
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%8F%E7%AC%A0%E5%8E%9F%E8%AB%B8%E5%B3%B6
https://www.youtube.com/watch?v=T40Tx2WS6Ag
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%8F%E7%AC%A0%E5%8E%9F%E8%AB%B8%E5%B3%B6
http://ogasawara-info.jp/sizenwomamorutorikumi/gutaitekiniha.html
http://www.city.mikasa.hokkaido.jp/geopark/


【7】＜難問★★＞「三笠ジオパーク」関連の問題 

三笠ジオパーク 

 

【8】＜難問★★＞「三笠ジオパーク」は、かつて炭鉱として栄えていたが、その発展に寄与した人物 

①徳川慶喜  ②大久保利通  ③榎本武揚  ④伊藤博文 

 

【9】＜難問★＞「三笠ジオパーク」近くに立地していた炭鉱 

①三池炭鉱（世界遺産）  ②高島炭鉱（世界遺産）  ③夕張炭鉱  ④美祢炭鉱 

 

【10】＜難問★★＞石炭の鉱山、炭田が主要なジオサイトとなっているジオパークは？ 

①霧島ジオパーク  ②室戸ジオパーク  ③糸魚川ジオパーク 

④茨城県北ジオパーク（但し、2017年（平成29年）12月22日に認定が取り消された） 

 

【11】＜良問＞「古都京都の文化財」（世界遺産）に関する問題 

古都京都の文化財（世界遺産） 

 

【12】＜良問＞京都市に所在しない「古都京都の文化財」 

①天龍寺  ②延暦寺  ③龍安寺  ④醍醐寺 

 

【13】＜良問＞「古都京都の文化財」の構成資産に含まれていないもの 

①慈照寺  ②伏見稲荷大社  ③清水寺  ④西芳寺 

 

【14】＜良問＞「古都京都の文化財」のうち、10円硬貨に描かれている鳳凰堂の社寺が所在する場所 

①長岡京市  ②亀岡市  ③宮津市  ④宇治市 

 

【15】＜難問★★＞「古都京都の文化財」の構成資産について誤っている説明 

①二条城  ②鹿苑寺（金閣）  ③教王護国寺（東寺）  ④高山寺（♪女ひとり♪） 

 

★古都京都の文化財 
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http://www.city.mikasa.hokkaido.jp/geopark/
http://www.city.mikasa.hokkaido.jp/geopark/
http://www.city.mikasa.hokkaido.jp/geopark/
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BE%B3%E5%B7%9D%E6%85%B6%E5%96%9C
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E4%B9%85%E4%BF%9D%E5%88%A9%E9%80%9A
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A6%8E%E6%9C%AC%E6%AD%A6%E6%8F%9A
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BC%8A%E8%97%A4%E5%8D%9A%E6%96%87
http://www.city.mikasa.hokkaido.jp/geopark/
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%89%E4%BA%95%E4%B8%89%E6%B1%A0%E7%82%AD%E9%89%B1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%AB%98%E5%B3%B6%E7%82%AD%E9%89%B1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%95%E5%BC%B5%E7%82%AD%E9%89%B1
http://blowinthewind.net/haikyo/mine/mine.htm
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9C%A7%E5%B3%B6%E3%82%B8%E3%82%AA%E3%83%91%E3%83%BC%E3%82%AF
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%A4%E6%88%B8%E3%82%B8%E3%82%AA%E3%83%91%E3%83%BC%E3%82%AF
http://geo-itoigawa.com/
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8F%A4%E9%83%BD%E4%BA%AC%E9%83%BD%E3%81%AE%E6%96%87%E5%8C%96%E8%B2%A1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8F%A4%E9%83%BD%E4%BA%AC%E9%83%BD%E3%81%AE%E6%96%87%E5%8C%96%E8%B2%A1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A9%E9%BE%8D%E5%AF%BA
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BB%B6%E6%9A%A6%E5%AF%BA
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%BE%8D%E5%AE%89%E5%AF%BA
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%86%8D%E9%86%90%E5%AF%BA
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8F%A4%E9%83%BD%E4%BA%AC%E9%83%BD%E3%81%AE%E6%96%87%E5%8C%96%E8%B2%A1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%85%88%E7%85%A7%E5%AF%BA
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BC%8F%E8%A6%8B%E7%A8%B2%E8%8D%B7%E5%A4%A7%E7%A4%BE
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B8%85%E6%B0%B4%E5%AF%BA
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A5%BF%E8%8A%B3%E5%AF%BA
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8F%A4%E9%83%BD%E4%BA%AC%E9%83%BD%E3%81%AE%E6%96%87%E5%8C%96%E8%B2%A1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%87%E6%B2%BB%E5%B8%82
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8F%A4%E9%83%BD%E4%BA%AC%E9%83%BD%E3%81%AE%E6%96%87%E5%8C%96%E8%B2%A1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%8C%E6%9D%A1%E5%9F%8E
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%B9%BF%E8%8B%91%E5%AF%BA
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%B1%E5%AF%BA
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%AB%98%E5%B1%B1%E5%AF%BA
https://www.youtube.com/watch?v=WJuvQQmN4GY


【16】＜良問＞世界遺産「富士山一信仰の対象と芸術の源泉」の構成資産のうち、山梨県に所在するもの 

①三保松原  ②白糸ノ滝  ③富士山本宮浅間神社  ④忍野八海 

 

★富士山‐信仰の対象と芸術の源泉 

 
 

【17】＜難問★＞「富士五湖」を西から東に並べた順番 

本栖湖  精進湖  西湖  河口湖  山中湖 

 

※「富士五湖」の覚え方（その2）：西から東 

もっと少し精進すれば、最高の川が山中にできる 

・もっと少し→本栖湖 

・精進→精進湖（しょうじこ） 

・最高→西湖（さいこ） 

・川→河口湖 

・山中→「山中湖」 

 

※「富士五湖」の覚え方（その1）：東から西 

山中君と川口君が、サイコロ振って、遊んでいたら、障子が破れて、もう、どうすんの 

（山中湖） （川口湖） （西湖） （精進湖） （本栖湖） 

 

【18】＜良問＞「富士五湖」のうち、千円紙幣に描かれている湖 

①本栖湖  ②精進湖  ③河口湖  ④山中湖 

 

【19】＜難問★＞箱根の観光ルート 

（小田急グループの観光ルート）箱根湯本→強羅→早雲山→大涌谷→桃源台→箱根町 

※箱根山戦争（箱根山サルカニ合戦）： 

1950年から1968年にかけて西武グループ（堤康次郎＝堤清二、堤義明の父）（ピストル堤の異名あり）と

小田急グループ、およびその背後にいる五島慶太（強盗慶太の異名あり）の東急グループの間で繰り広

げられた箱根の輸送シェア争いの通称。巨大グループ同士の衝突が熾烈を極めたため、これに舞台とな

った箱根山の名を冠して「戦争」と呼ばれ、「箱根山サルカニ合戦」とも揶揄された。 

 

【20】＜難問★＞小田急グループの観光ルート以外にある美術館 

①彫刻の議美術館  ②ガラスの森美術館  ③森美術館  ④ラリック美術館 

 

【21】＜難問★＞国宝の指定を受けた城 

①岡山城（岡山県）  ②熊本城（熊本県）  ③松江城（島根県）  ④松山城（愛媛県） 

 

【22】＜良問＞「地獄谷野猿公苑」が所在する市町村 

①上田市  ②諏訪市  ③野沢温泉村  ④山ノ内町 

 

【23】＜良問＞「立山黒部アルペンルート」がある国立公園 

①上信越高原  ②妙高戸隠連山  ③白山  ④中部山岳 
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https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AF%8C%E5%A3%AB%E5%B1%B1-%E4%BF%A1%E4%BB%B0%E3%81%AE%E5%AF%BE%E8%B1%A1%E3%81%A8%E8%8A%B8%E8%A1%93%E3%81%AE%E6%BA%90%E6%B3%89
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%89%E4%BF%9D%E3%81%AE%E6%9D%BE%E5%8E%9F
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%99%BD%E7%B3%B8%E3%81%AE%E6%BB%9D
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AF%8C%E5%A3%AB%E5%B1%B1%E6%9C%AC%E5%AE%AE%E6%B5%85%E9%96%93%E5%A4%A7%E7%A4%BE
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BF%8D%E9%87%8E%E5%85%AB%E6%B5%B7
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AF%8C%E5%A3%AB%E4%BA%94%E6%B9%96
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%AC%E6%A0%96%E6%B9%96
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B2%BE%E9%80%B2%E6%B9%96
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A5%BF%E6%B9%96_(%E5%AF%8C%E5%A3%AB%E4%BA%94%E6%B9%96)
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B2%B3%E5%8F%A3%E6%B9%96
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B1%B1%E4%B8%AD%E6%B9%96
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AF%8C%E5%A3%AB%E4%BA%94%E6%B9%96
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AF%8C%E5%A3%AB%E4%BA%94%E6%B9%96
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AF%8C%E5%A3%AB%E4%BA%94%E6%B9%96
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%AC%E6%A0%96%E6%B9%96
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B2%BE%E9%80%B2%E6%B9%96
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B2%B3%E5%8F%A3%E6%B9%96
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B1%B1%E4%B8%AD%E6%B9%96
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AE%B1%E6%A0%B9%E6%B9%AF%E6%9C%AC%E9%A7%85
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BC%B7%E7%BE%85%E9%A7%85
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A9%E9%9B%B2%E5%B1%B1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E6%B6%8C%E8%B0%B7
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A1%83%E6%BA%90%E5%8F%B0%E9%A7%85
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AE%B1%E6%A0%B9%E7%94%BA
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AE%B1%E6%A0%B9%E5%B1%B1%E6%88%A6%E4%BA%89
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A0%A4%E5%BA%B7%E6%AC%A1%E9%83%8E
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%94%E5%B3%B6%E6%85%B6%E5%A4%AA
http://www.hakone-oam.or.jp/about/?id=1
http://www.hakone-garasunomori.jp/
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A3%AE%E7%BE%8E%E8%A1%93%E9%A4%A8
http://www.lalique-museum.com/
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%BE%E6%B1%9F%E5%9F%8E
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9C%B0%E7%8D%84%E8%B0%B7%E9%87%8E%E7%8C%BF%E5%85%AC%E8%8B%91
http://www.town.yamanouchi.nagano.jp/
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%8A%E4%BF%A1%E8%B6%8A%E9%AB%98%E5%8E%9F%E5%9B%BD%E7%AB%8B%E5%85%AC%E5%9C%92
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A6%99%E9%AB%98%E6%88%B8%E9%9A%A0%E9%80%A3%E5%B1%B1%E5%9B%BD%E7%AB%8B%E5%85%AC%E5%9C%92
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%99%BD%E5%B1%B1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%AD%E9%83%A8%E5%B1%B1%E5%B2%B3%E5%9B%BD%E7%AB%8B%E5%85%AC%E5%9C%92


【24】＜難問★＞「雪の大谷」を見学できる地点 

①美女平  ②室堂  ③大観峰  ④黒部平

【25】＜難問★＞金沢市内の観光地について誤りはどれか 

(a)日本三名園の一つである兼六園

(b)前田利家とその正室が祀られている尾山神社

(c)加賀藩二代藩主前田利長の菩提寺である妙立寺

※前田利長の菩提寺は、瑞龍寺（ずいりゅうじ）である。

【26】＜難問★＞間違っている組合せ 

①築地場外市場＝東京都  ②錦市場＝京都府

③黒門市場＝兵庫県（正しくは、大阪市である）  ④牧志公設市場＝沖縄県

【27】＜難問★＞高尾山に関する問題 

高尾山（八王子市にある） 

【28】＜奇問★＞高尾山駅から山頂までの距離（Km） 

①0.8  ②1.8  ③2.8  ④3.8

【29】＜難問★★＞「瀬戸内しまなみ海道」のルート上に所在しない観光地 

①大山祇神社（おおやまづみじんじゃ）  ②耕三寺  ③平山郁夫美術館  ④大和ミュージアム

【30】＜難問★★＞「四国連絡道路」に関する真偽問題 

四国連絡道路 

【31】＜良問＞大都市とそれが立地する平野の組合せで誤っているもの 

①仙台市＝仙台平野  ②横浜市＝関東平野

③名古屋市＝濃尾平野 ④福岡市＝筑紫平野（正しくは、福岡平野である）

【32】＜難問★＞札幌市とほぼ同じ緯度(43度)の都市 

①ローマ(42度)  ②パリ(48度)  ③北京(39度)  ④ロサンゼルス(34度)

【33】＜難問★★＞2014年における東京大都市圏(3,783万人)に次ぐ人口規模の大都市圏 

①上海（2,418万人）  ②ジャカルタ（3,120万人）  ③北京（2,171万人）  ④ロサンゼルス（398万人）

【34】＜難問★＞日本の都市人口率 

①30%  ②50%  ③70%  ④90%

【35】＜難問★＞JR線の最初に停車する県庁所在地として間違っているもの 

①東海道本線：横浜市  ②東北本線：さいたま市  ③高崎線：前橋市（正しくは、さいたま市）

④中央本線：甲府市

●2015年度＝平成27年度の問題分析結果

＜良問＞：11題

＜難問★＞：14題

＜難問★★＞：8題

＜奇問★＞:2題

＜合計＞：35題

16

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%BE%8E%E5%A5%B3%E5%B9%B3%E9%A7%85
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%A4%E5%A0%82
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E8%A6%B3%E5%B3%B0
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%BB%92%E9%83%A8%E5%B9%B3%E9%A7%85
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E4%B8%89%E5%90%8D%E5%9C%92
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%BC%E5%85%AD%E5%9C%92
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%89%8D%E7%94%B0%E5%88%A9%E9%95%B7%E5%A2%93%E6%89%80
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A6%99%E7%AB%8B%E5%AF%BA
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%91%9E%E9%BE%8D%E5%AF%BA_(%E9%AB%98%E5%B2%A1%E5%B8%82)
http://www.tsukiji.or.jp/
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%8C%A6%E5%B8%82%E5%A0%B4
http://www.kuromon.com/
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%89%A7%E5%BF%97%E5%85%AC%E8%A8%AD%E5%B8%82%E5%A0%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%AB%98%E5%B0%BE%E5%B1%B1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%AB%98%E5%B0%BE%E5%B1%B1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%AB%98%E5%B0%BE%E5%B1%B1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E5%B1%B1%E7%A5%87%E7%A5%9E%E7%A4%BE
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%80%95%E4%B8%89%E5%AF%BA
http://hirayama-museum.or.jp/
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%91%89%E5%B8%82%E6%B5%B7%E4%BA%8B%E6%AD%B4%E5%8F%B2%E7%A7%91%E5%AD%A6%E9%A4%A8
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%AC%E5%B7%9E%E5%9B%9B%E5%9B%BD%E9%80%A3%E7%B5%A1%E9%81%93%E8%B7%AF
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%AC%E5%B7%9E%E5%9B%9B%E5%9B%BD%E9%80%A3%E7%B5%A1%E9%81%93%E8%B7%AF
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A6%8F%E5%B2%A1%E5%B8%82
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日本の世界遺産 
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日本の世界遺産は、2015年、2016年、2017年と3年連続で出題されている。各年度の問題を見て、＜出題の

され方＞を理解した上で準備をすることが重要である。 

 

●世界遺産とは 

世界遺産(World Heritage)とは、1972年のユネスコ総会で採択された「世界の文化遺産及び自然遺産の保

護に関する条約」（世界遺産条約）に基づいて世界遺産リストに登録された、遺跡、景観、自然など、人類が

共有すべき「顕著な普遍的価値」をもつ物件のことで、移動が不可能な不動産やそれに準ずるものが対象と

なっている。 

日本では、文化遺産 18 件、自然遺産 4 件の合計 22 件が登録されている。(2018 年 7 月現在） 

 

●文化遺産(Cultura lHeritage)（計 18 件） 

(1)法隆寺地域の仏教建造物（奈良県）（1993 年登録） 

(2)姫路城（兵庫県）（1993 年登録） 

(3)古都京都の文化財（京都府、滋賀県）（1994 年登録）(2015) 

(4)白川郷・五箇山の合掌造り集落（岐阜県、富山県）（1995 年登録） 

(5)原爆ドーム（広島県）（1996 年登録） 

(6)厳島神社（広島県）（1996 年登録）  

(7)古都奈良の文化財（奈良県）（1998 年登録） 

(8)日光の社寺（栃木県）（1999 年登録）(2016) 

(9)琉球王国のグスク及び関連遺産群（沖縄県）（2000 年登録）（2017） 

(10)紀伊山地の霊場と参詣道（奈良県、和歌山県、三重県）（2004 年登録） 

(11)石見銀山遺跡とその文化的景観（島根県）（2007 年登録）(2016) 

(12)平泉－仏国土（浄土）を表す建築・庭園及び考古学的遺跡群（岩手県）(2011 年) 

(13)富士山―信仰の対象と芸術の源泉（山梨県、静岡県）（2013 年）(2015) 

(14)富岡製糸場と絹産業遺産群（群馬県）（2014 年登録） 

(15)明治日本の産業革命遺産製鉄・製鋼、造船、石炭産業（2015 年登録）（2017） 

(16)ル・コルビュジエの建築作品－近代建築への顕著な貢献（国立西洋美術館＝東京都)(2016 年登録） 

(17)★『神宿る島』宗像・沖ノ島と関連遺産群（2017 年登録） 

(18)★「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」（長崎、熊本両県）（2018 年 7 月登録） 

 

●自然遺産(Natural Heritage)（計 4 件） 

(1)屋久島（鹿児島県）（1993 年登録）(2015) 

(2)白神山地（青森県、秋田県）（1993 年登録）(2015) 

(3)知床（北海道）（2005 年登録）(2015) 

(4)小笠原諸島（東京都）（2011 年登録）(2015)(2016) 

 

★「神宿る島」宗像・沖ノ島と関連遺産群 
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https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%96%E7%95%8C%E9%81%BA%E7%94%A3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%96%E7%95%8C%E9%81%BA%E7%94%A3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%96%E7%95%8C%E9%81%BA%E7%94%A3%E6%9D%A1%E7%B4%84
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%96%E7%95%8C%E9%81%BA%E7%94%A3%E6%9D%A1%E7%B4%84
http://wh.sekaiisan-yay.jp/alllist/alllist.php
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%96%87%E5%8C%96%E9%81%BA%E7%94%A3_(%E4%B8%96%E7%95%8C%E9%81%BA%E7%94%A3)
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%87%AA%E7%84%B6%E9%81%BA%E7%94%A3_(%E4%B8%96%E7%95%8C%E9%81%BA%E7%94%A3)
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%96%87%E5%8C%96%E9%81%BA%E7%94%A3_(%E4%B8%96%E7%95%8C%E9%81%BA%E7%94%A3)
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B3%95%E9%9A%86%E5%AF%BA%E5%9C%B0%E5%9F%9F%E3%81%AE%E4%BB%8F%E6%95%99%E5%BB%BA%E9%80%A0%E7%89%A9
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A7%AB%E8%B7%AF%E5%9F%8E
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A7%AB%E8%B7%AF%E5%9F%8E
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%99%BD%E5%B7%9D%E9%83%B7%E3%83%BB%E4%BA%94%E7%AE%87%E5%B1%B1%E3%81%AE%E5%90%88%E6%8E%8C%E9%80%A0%E3%82%8A%E9%9B%86%E8%90%BD
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8E%9F%E7%88%86%E3%83%89%E3%83%BC%E3%83%A0
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8E%B3%E5%B3%B6%E7%A5%9E%E7%A4%BE
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8F%A4%E9%83%BD%E5%A5%88%E8%89%AF%E3%81%AE%E6%96%87%E5%8C%96%E8%B2%A1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E5%85%89%E3%81%AE%E7%A4%BE%E5%AF%BA
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%90%89%E7%90%83%E7%8E%8B%E5%9B%BD%E3%81%AE%E3%82%B0%E3%82%B9%E3%82%AF%E5%8F%8A%E3%81%B3%E9%96%A2%E9%80%A3%E9%81%BA%E7%94%A3%E7%BE%A4
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B4%80%E4%BC%8A%E5%B1%B1%E5%9C%B0%E3%81%AE%E9%9C%8A%E5%A0%B4%E3%81%A8%E5%8F%82%E8%A9%A3%E9%81%93
http://heiwa-ga-ichiban.jp/sekai/iwamiginzan/index.html
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B9%B3%E6%B3%89
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AF%8C%E5%A3%AB%E5%B1%B1-%E4%BF%A1%E4%BB%B0%E3%81%AE%E5%AF%BE%E8%B1%A1%E3%81%A8%E8%8A%B8%E8%A1%93%E3%81%AE%E6%BA%90%E6%B3%89
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AF%8C%E5%B2%A1%E8%A3%BD%E7%B3%B8%E5%A0%B4%E3%81%A8%E7%B5%B9%E7%94%A3%E6%A5%AD%E9%81%BA%E7%94%A3%E7%BE%A4
http://heiwa-ga-ichiban.jp/sekai/meijinihon/index.html
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AB%E3%83%BB%E3%82%B3%E3%83%AB%E3%83%93%E3%83%A5%E3%82%B8%E3%82%A8%E3%81%AE%E5%BB%BA%E7%AF%89%E4%BD%9C%E5%93%81-%E8%BF%91%E4%BB%A3%E5%BB%BA%E7%AF%89%E9%81%8B%E5%8B%95%E3%81%B8%E3%81%AE%E9%A1%95%E8%91%97%E3%81%AA%E8%B2%A2%E7%8C%AE-
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%80%8C%E7%A5%9E%E5%AE%BF%E3%82%8B%E5%B3%B6%E3%80%8D%E5%AE%97%E5%83%8F%E3%83%BB%E6%B2%96%E3%83%8E%E5%B3%B6%E3%81%A8%E9%96%A2%E9%80%A3%E9%81%BA%E7%94%A3%E7%BE%A4
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%95%B7%E5%B4%8E%E3%81%AE%E6%95%99%E4%BC%9A%E7%BE%A4%E3%81%A8%E3%82%AD%E3%83%AA%E3%82%B9%E3%83%88%E6%95%99%E9%96%A2%E9%80%A3%E9%81%BA%E7%94%A3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%87%AA%E7%84%B6%E9%81%BA%E7%94%A3_(%E4%B8%96%E7%95%8C%E9%81%BA%E7%94%A3)
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B1%8B%E4%B9%85%E5%B3%B6
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%99%BD%E7%A5%9E%E5%B1%B1%E5%9C%B0
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9F%A5%E5%BA%8A_(%E4%B8%96%E7%95%8C%E9%81%BA%E7%94%A3)
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%8F%E7%AC%A0%E5%8E%9F%E8%AB%B8%E5%B3%B6
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広域観光周遊ルート 
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広域観光周遊ルートは、2015年、2016年、2017年と3年連続で出題されている。各年度の問題を見て、＜出

題のされ方＞を理解した上で準備をすることが重要である。 

 

●日本のてっぺん。きた北海道ルート 

(1)オトンルイ風車群（幌延町）(全長3.1㎞にも及ぶ壮観な風車群)  

(2)サロベツ原生花園（豊富町）(100種類以上の高山植物が咲き利尻山も眺望)  

(3)宗谷丘陵（稚内市）(稚内三大景勝地の一つ白い道のフットパス) 

(4)上野ファーム（旭川市）(北海道ガーデン街道の庭園の一つ。北国ならではの花々が開花する庭園) 

 

●アジアの宝悠久の自然美への道ひがし北・海・道（2016） 

(1)ExploretheWonderland in summer（①ファーム富田（中富良野町）②四季彩の丘（美瑛町）③十勝千

年の森（清水町）④芝桜（大空町東藻琴）⑤メルヘンの丘（女満別町）⑥釧路川カヌー体験⑦摩周湖（弟

子屈町）⑧ホエールウォッチング⑨北海道ガーデン街道（2016） 
(2)ExploretheWonderland in winter（①旭山動物園（旭川市）②層雲峡温泉氷瀑まつり（上川町）③富 

良野スキー場（富良野市）⑤フロストフラワー（釧路市阿寒湖）⑥SL 冬の湿原号（釧路市ほか）⑦ガリンコ

号Ⅱ（紋別市）⑧流氷ウォーク（網走市・斜里町）④然別湖コタン（鹿追町）） 
 

●日本の奥の院・東北探訪ルート（2017） 

(1)蔵王温泉（山形県山形市）（約 1,900 年の歴史がある蔵王温泉の、一度に 200 人が入れる大露天風 

呂。） 

(2)山寺（山形県山形市）（約 1,100 年前に開かれたお寺。山門から奥の院までの石段は 800 段を超える。） 

(3)日本三景・松島(ミシュラン三ツ星)（宮城県松島町）（約 900 年もの昔から偉人に親しまれてきた日本三 

景。海に浮かぶ多島美を楽しめる。） 

(4)平泉(世界遺産)（岩手県平泉町）（約 900 年前に建てられた中尊寺金色堂には、ミイラ化した亡骸が納 

められている。） 

(5)猊鼻渓舟下り（岩手県一関市）（船頭の歌を聴きながら絶景舟下りを楽しむ。） 

(6)角館（秋田県仙北市）（約 400 年前の町並みをそのまま残し、四季折々に伝統的景観が楽しめる。） 

(7)白神山地(世界遺産)（青森県西目屋村ほか）（世界最大級のブナの原生が残る世界遺産。鮮やかな自 

然や滝を楽しめる。） 

(8)羽黒山(ミシュラン三ツ星)（山形県鶴岡市）（約 1,400 年前に開かれた修験の山。山頂付近の五重の塔 

は国宝に指定。出羽三山のひとつ。） 

 

●広域関東周遊ルート（「東京圏大回廊」） 

(1)自然大回廊（太平洋）コース（日光杉並木、偕楽園、国営ひたち海浜、鋸山地獄のぞき、スパリゾートハワ

イアンズ、五色沼湖沼群、大洗磯前神社） 

(2)自然大回廊（日本海）コース（上高地、昇仙峡、糸魚川海岸、スノーモンキー、いもり池、たらい舟、レスト

ランかまくら村） 

(3)江戸文化回廊コース（日光東照宮唐門、善光寺、草津温泉、伊香保温泉、桐生の着物着付け体験、益

子焼陶芸体験、蔵造りの街並み） 

●昇龍道（2016） 

(1)Dragon コース（下呂温泉、和倉温泉、飛騨酒蔵、一位一刀彫、関鍛冶伝承館、金箔工芸、犬山祭） 

(2)Nostalgic コース（伊勢神宮、松本城、熊野古道、高山、白川郷、妻籠宿、五箇山、志賀高原） 

(3)Great Nature コース（黒部峡谷、黒部ダム、雪の大谷、琵琶湖、養老の滝、東尋坊、福井県立恐竜博

物館） 

(4)Ukiyo-eコース（富士山、名古屋城、関ヶ原古戦場、岡崎城、旧東海道宿場町、東海道広重美術館、トヨ

タ自動車工場・トヨタ館） 
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http://www.mlit.go.jp/common/001191172.pdf
http://www.hokkaido-garden.jp/garden07.shtml
http://www.mlit.go.jp/common/001191200.pdf
http://www.hokkaido-garden.jp/garden07.shtml
http://www.mlit.go.jp/common/001191105.pdf
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%87%BA%E7%BE%BD%E4%B8%89%E5%B1%B1
http://www.mlit.go.jp/common/001190792.pdf
http://www.mlit.go.jp/common/001212889.pdf


●美の伝説 

(1)KANSAI～世界遺産と絶景伝統と自然の美の競演～（清水寺、彦根城、三方五湖、天橋立（2016）、鳥

取砂丘、山陰海岸ジオパーク、三朝温泉、鳴門渦潮、明石海峡大橋、姫路城、姫路フルーツパーク、神戸

夜景） 

(2)KANSAI～日本の精神文化の聖地美の伝承～（高野山、那智の滝、橋杭岩、東大寺、法隆寺、石舞台

古墳、大阪城、仁徳天皇陵古墳） 

●せとうち・海の道 

(1)新ゴールデンルート～新たな西日本発見の旅（①多島美②姫路城③栗林公園（2016）④倉敷美観地区 

⑥錦帯橋（日本三名橋の一つ）⑦しまなみ海道（2015）⑧祖谷渓） 

(2)歴史と芸術に出会う美のルート（嚴島神社、栗林公園、大山祇神社、金刀比羅宮、現代アートの聖地とし

て有名な直島、後楽園、イサム・ノグチ庭園美術館） 

(3)空と島と海に溶け込むサイクリングルート（①多島美②オリーブ公園・サイクリング③あわじ花さじき・サイ

クリング④しまなみ海道） 

●縁（えん）の道～山陰～（2017） 

(1)日本の原風景（世界遺産・日本遺産見聞録）（①太皷谷稲成神社②石見銀山③出雲大社④和菓子と抹

茶（松江市）日本の三大和菓子処⑤たたら製鉄⑦大山⑧三朝温泉） 

(2)ジオパーク＆ナショナルパーク・アクティビティ（①三瓶山②ローソク島③三朝温泉④シャワークライミンク

⑤大山牛乳ソフトクリーム⑥ダウンヒルサイクル（大山町）⑦サンドボード⑧シーカヤック） 

●スピリチュアルな島～四国遍路～（2016） 

(1)四国スピリチュアル・コース（①第 1 番札所霊山寺②小豆島八十八ヶ所霊場③さぬきうどん作り体験④藍

染体験⑤かつおのタタキ⑥足摺岬⑦外泊石垣の里⑧道後温泉本館） 

(2)四国鉄道クラシカル・コース（①丸亀城②金刀比羅宮（2017）③かずら橋④祖谷そば打ち体験⑤紙すき

体験⑥四万十川遊覧船（2016）⑦鯛めし⑧砥部焼体験）  

(3)四国大自然ドライブ・コース（①鳴門うず潮②日和佐うみがめ博物館③御厨人窟④モネの庭⑤しまなみ

海道⑥マイントピア別子⑦寒霞渓（日本三大渓谷美）⑧エンジェルロード） 

●温泉アイランド九州広域観光周遊ルート（2016） 

(1)鉄道・バスで廻る九州の魅力満喫コース（①嬉野温泉（日本三大美肌の湯）③黒豚しゃぶしゃぶ④クルス

の海⑤地獄めぐり⑥太宰府天満宮⑦天神地下街）  

(2)九州の歴史・自然をレンタカーで廻るコース（①太宰府天満宮②有田焼体験③平和公園④熊本城⑤え

びの高原（2016）⑥霧島神宮（2016）⑦杵築市城下町） 

(3)火山の島・九州一周コース（①桜島（2016）②えびの高原（2016）③高千穂峡④地獄めぐり⑤阿蘇草千里

⑥雲仙温泉（2016）⑦祐徳稲荷神社） 

●Be Okinawa 琉球列島周遊ルート 

(1)Gateway to Okinawa Life style & Culture（人々の暮らしと琉球文化）（①沖縄県立博物館・美術館

②壷屋焼体験③海ぶどう（久米島）④チュラフクギ（久米島）⑤久米島紬の里ユイマール館⑥泡盛⑦ずぅー

ずぅーぱるんかい（郷土料理体験）（宮古島）⑧伊良部大橋⑨那覇まちまーい（那覇のまち歩きガイド）） 

(2)Secrets of Okinawa History（沖縄の歴史と琉球王国の誕生秘話）（①斎場御嶽（沖縄最高の聖地）②

尚円王御庭公園（伊是名島）③クマヤ洞窟（伊平屋島）④宮良殿内⑤唐人墓⑥張水御嶽（宮古島）⑦首里

城⑧玉陵（第二尚氏王統歴代の巨大な墓陵）） 

(3)Wild Adventure of Okinawa Archipelago（五感で感じる沖縄の自然）（①古座間味ビーチ（座間味

島）②ニシ浜ビーチ（阿嘉島）③阿波連ビーチ（渡嘉敷島）④川平湾（石垣島）⑤石垣やいま村（石垣島）⑥

重要伝統的構造物群保存地区（竹富島）⑦西表島のマングローブ群⑧海底遺跡（与那国島）） 
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国立公園 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

国立公園とは、自然公園法に基づき、日本を代表する自然の風景地を保護し利用の促進を図る目的で、環

境大臣が指定する自然公園のひとつである。2018 年 7 月現在、34 の国立公園が存在する。 

最も新しいものは 2017 年 3 月 7 日に指定された、奄美群島国立公園である。 

 

(1)阿寒国立公園（1934 年 12 月 4 日指定）（2016） 

(2)大雪山国立公園（1934 年 12 月 4 日指定） 

(3)支笏洞爺国立公園（1949 年 5 月 16 日指定） 

(4)知床国立公園（1964 年 6 月 1 日指定） 

(5)利尻礼文サロベツ国立公園（1974 年 9 月 20 日指定・利尻礼文国定公園から昇格） 

(6)釧路湿原国立公園（1987 年 7 月 31 日指定） 

(7)十和田八幡平国立公園（十和田国立公園として 1936 年 2 月 1 日指定） 

(8)磐梯朝日国立公園（1950 年 9 月 5 日指定） 

(9)三陸復興国立公園（2013 年 5 月 24 日指定） 

(10)日光国立公園（1934 年 12 月 4 日指定）（2016） 

(11)富士箱根伊豆国立公園（富士箱根国立公園として 1936 年 2 月 1 日指定）（2015） 

(12)秩父多摩甲斐国立公園（秩父多摩国立公園として 1950 年 12 月 4 日指定） 

(13)南アルプス国立公園（1964 年 6 月 1 日指定） 

(14)小笠原国立公園（1972 年 10 月 16 日指定）（2016） 

(15)尾瀬国立公園（2007 年 8 月 30 日指定・日光国立公園から尾瀬地域を分離） 

(16)中部山岳国立公園（1934 年 12 月 4 日指定）（2015） 

(17)伊勢志摩国立公園（1946 年 11 月 20 日指定） 

(18)上信越高原国立公園（1949 年 9 月 7 日指定） 

(19)妙高戸隠連山国立公園（2015 年 3 月 27 日指定） 

(20)白山国立公園（1962 年 11 月 12 日指定・白山国定公園から昇格） 

(21)吉野熊野国立公園（1936 年 2 月 1 日指定） 

(22)山陰海岸国立公園（1963 年 7 月 15 日指定・山陰海岸国定公園から昇格） 

(23)瀬戸内海国立公園（1934 年 3 月 16 日指定） 

(24)大山隠岐国立公園（大山国立公園として 1936 年 2 月 1 日指定） 

(25)足摺宇和海国立公園（1972 年 11 月 10 日指定・足摺国定公園から昇格） 

(26)雲仙天草国立公園（雲仙国立公園として 1934 年 3 月 16 日指定） 

(27)霧島錦江湾国立公園（霧島国立公園として 1934 年 3 月 16 日指定・その後「霧島屋久国立公園」となり

2012 年 3 月 16 日に屋久島国立公園の分離等を行い名称及び区域変更） 

(28)阿蘇くじゅう国立公園（阿蘇国立公園として 1934 年 12 月 4 日指定） 

(29)西海国立公園（1955 年 3 月 16 日指定） 

(30)西表石垣国立公園（西表国立公園として 1972 年 5 月 15 日指定・西表政府立公園を移管） 

(31)屋久島国立公園（2012 年 3 月 16 日指定・霧島屋久国立公園から屋久島地域を分離） 

(32)慶良間諸島国立公園（2014 年 3 月 5 日指定） 

(33)やんばる国立公園（2016 年 9 月 15 日指定） 

(34)奄美群島国立公園（2017 年 3 月 7 日指定） 

 

※世界遺産地域を含む国立公園 

・自然遺産：知床国立公園、屋久島国立公園、小笠原国立公園 

・文化遺産：日光国立公園（日光の社寺）、富士箱根伊豆国立公園（富士山）、吉野熊野国立公園（紀伊山

地の霊場と参詣道）瀬戸内海国立公園（嚴島神社） 

 

※特に重要な＜国立公園 13＞（過去 3 回以上出題されたもの） 

・日光国立公園：男体山［二荒山］／中禅寺湖／華厳滝／東照宮／二荒山神社 
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・支笏洞爺国立公園：支笏湖／洞爺湖／倶多楽湖／羊蹄山／昭和新山／登別温泉／定山渓温泉 

・中部山岳国立公園：北アルプス［飛騨山脈］／立山連峰／上高地／黒部峡谷／宇奈月温泉 

・大山隠岐国立公園：大山［伯耆富士］／蒜山／ジャージー牛／三瓶山／隠岐諸島／島根半島 

・瀬戸内海国立公園：六甲山／淡路島／宮島／厳島神社／芸予諸島／小豆島寒霞渓／屋島／鳴門海峡

／関門海峡／国東半島／両子山／高崎山／ニホンザル 

・磐梯朝日国立公園：出羽三山／朝日岳／飯豊山／吾妻山／磐梯山／猪苗代湖／檜原湖 

・吉野熊野国立公園：瀞峡［瀞八丁］／大台ヶ原山／大峰山／吉野山／潮岬／那智滝／熊野川 

・阿寒国立公園：屈斜路湖／川湯温泉／摩周湖／霧／高い透明度／阿寒湖／特別天然記念物マリモ 

・釧路湿原国立公園：日本最大の湿原／特別天然記念物タンチョウ 

・陸中海岸国立公園：隆起海岸／断崖／海食景観／わが国を代表するリアス式海岸 

・阿蘇くじゅう国立公園：阿蘇山／世界最大級のカルデラ／九重山／久住高原／鶴見岳／由布院温泉 

・大雪山国立公園：大雪山／層雲峡 

・足摺宇和海国立公園：足摺岬／竜串海岸 

 

・詳しくは、こちらをご覧ください。 
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温泉 
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近年、ローカルな温泉が多数出題されているが、まずは、有名どころをきちんと押さえておくことが重要。 

 

(1)熱海温泉(静岡県) 

  東京から新幹線で 45 分。全国屈指の知名度と湯量を誇る、日本を代表する温泉地のひとつ。ビーチ・山・ 

グルメ・花火・芸者など、多彩なレジャーを楽しむことができます。 

(2)別府温泉(大分県) 

源泉数、湧出量ともに日本一を誇り、人が入浴できる温泉地としては世界最大。別府・鉄輪・観海寺・明礬・

亀川・柴石・堀田・浜脇の 8 つの温泉地からなる「別府八湯」はそれぞれ泉質が異なり、湯めぐりが楽しめま

す。 

(3)那須温泉(栃木県) 

開湯 1380 年の歴史と 7 種類の温泉を湯めぐりできる栃木県内第一位の湧出量を誇る温泉です。近年では

新那須温泉を加えた那須八湯としています。それぞれの温泉で効能・泉質が異なるため、湯めぐりが楽しめ

ます。 

(4)白浜温泉(和歌山県) 

白浜温泉の天然温泉は弱アルカリ性で水素イオンを含み、体の芯から暖まります。とろみもありお肌もつる

つるに。「有馬」「道後」とともに『日本三古泉』の一つ。 

(5)伊東温泉(静岡県) 

低刺激で肌に優しい単純泉と保温効果に優れた弱食塩泉が中心。旅館からリゾートホテルに民宿・ペンシ

ョンと温泉を満喫できる宿泊施設も多種多彩。相模湾の鮮魚やみかんなど山海の幸が豊富な一大温泉リゾ

ートです。 

(6)草津温泉(群馬県) 

標高 1200ｍに広がる豊富な湯量と泉質のよさを誇る温泉地。湯畑を中心に温泉街の雰囲気を今に残し、

旅館・ホテル・土産店・飲食店が立ち並ぶ街並みを浴衣でそぞろ歩きしたり、共同浴場の湯めぐりも楽しみ

の 1 つです。「有馬」「下呂」とともに『日本三名泉』の一つ。 

(7)鬼怒川温泉(栃木県) 

東京の奥座敷と呼ばれる鬼怒川温泉は、新宿から電車で 2 時間・車で 2 時間半。日光国立公園の雄大な

自然と日光へ 40分程とアクセスのよさでも支持されています。泉質はアルカリ性単純泉・単純泉で火傷に対

する効能があるとされています。 

(8)道後温泉(愛媛県)(2016) 

日本書紀や小説「坊ちゃん」にも登場する日本最古の温泉。改築 120 周年イベント「道後オンセナート」開

催中！「有馬」「白浜」とともに『日本三古泉』の一つ。 

(9)秋保温泉(宮城県)(2016) 

開湯 1500 年の古い歴史を誇る仙台の奥座敷。伊達政宗に愛された湯として有名。仙台から 30 分とアクセ

スもよく年中観光客で賑わっています。 

(10)強羅温泉(神奈川県) 

『日本で唯一の登山電車』である箱根登山鉄道の開通により開かれた高原リゾートの先がけ。強羅公園・箱

根美術館を中核に早雲山の中腹に広がり、外輪山の山なみが美しい。交通が便利！泉質多彩な温泉が大

人気！ 
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(11)箱根湯本温泉(神奈川県) 

箱根の玄関口にあり、天平 10（738）年の開湯で古い歴史を持つ温泉地。また、源泉の数は箱根最多を誇り、

箱根の中心的な温泉地としても知られています。 

(12)由布院温泉(大分県)(2016) 

“豊後富士”と称される美しい由布岳の山麓(さんろく)に広がる温泉地。憧れの温泉地として人気の温泉宿

も多い。豊富な湯量が特徴。ほとんどの旅館では露天風呂を完備しています。 

(13)下呂温泉(岐阜県) 

下呂温泉は千年もの歴史のある由緒ある温泉でもあり、古来から人々に親しまれてきました。アルカリ性の

泉質はつるつるした肌触りをもたらし、「美人の湯」とも言われています。「草津」「有馬」とともに『日本三名

泉』の一つ。 

(14)伊香保温泉(群馬県) 

伊香保温泉は上越・長野新幹線で約 2 時間とアクセスも抜群。万葉の時代から人々に親しまれてきた石段

街がシンボルの温泉地で、 黄金の湯と白銀の湯と 2 種類の源泉を引き込んでいます。立寄り温泉もある歴

史深い温泉地。 

(15)有馬温泉(兵庫県) 

有馬温泉は、日本書紀や古事記などにも記された古くからの温泉で、『日本三古泉』と呼ばれています。

「草津」「下呂」とともに『日本三名泉』の一つ。「白浜」「道後」とともに『日本三古泉』の一つ。大阪の奥座敷

とも呼ばれる。 

(16)飛騨高山温泉(岐阜県) 

古い町家が並び、小京都の風情を感じられます。ミシュラン社観光ガイドブックで最高ランク3つ星評価を受

けた『飛騨高山』から新しく湧き出た温泉です。 

(17)定山渓温泉(北海道) 

北海道は札幌市南区定山渓。札幌の奥座敷と呼ばれる人気の温泉地。無色透明でまろやかな塩辛さが特

徴のナトリウム塩化物泉。汗の蒸発を防ぎ体の芯からポカポカ温まります。札幌国際スキー場の麓にあり車

で約 30 分です。 

(18)越後湯沢温泉(新潟県) 

『国境の長いトンネルを抜けると雪国であった』小説雪国の舞台越後湯沢温泉は、冬場県境を越えて越後

に入ると今でも景色が変わります。900 年以上の長い歴史とスキーリゾートとしての近代文化が共存する温

泉地です。 

(19)河口湖温泉(山梨県) 

富士山のふもとの湖、河口湖に位置する風光明媚な温泉地。客室やお風呂から見える富士山の眺望が自

慢の宿も多いです。「麗峰の湯」「天水の湯」「霊水の湯」「芙蓉の湯」「秀麗の湯」の 5 つの源泉が湧出して

います。 

(20)いわき湯本温泉(福島県) 

源泉は地下約５０メートルから汲み上げた毎分５トンの湧出量を誇る摂氏５９度の天然硫黄泉。泉質は全国

的に珍しい含硫黄で、「美人の湯」（美肌作用・解毒作用・末梢血管拡張作用）を始め数々の効能を併せ持

っています。 

※三名泉：有馬温泉、草津温泉、下呂温泉（覚え方：名馬が、草食べて、ゲロ吐いた） 
※三古泉：有馬温泉、白浜温泉、道後温泉（覚え方：古い白馬が、道で後ずさりした） 
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重要基本事項 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

●基本データ 

・日本の大まかな位置：北緯（20 度～45 度）、東経（123 度～154 度） 

・日本の最北端：（宗谷岬）（北海道）(2017) 

・日本の最南端：（沖ノ鳥島）（東京都） 

・日本の最東端：（南鳥島）（東京都） 

・日本の最西端：（与那国島）（沖縄県） 

・国土の面積：（約 37 万 8 千平方キロメートル） 

・国土を構成する島の数：（6,852） 

・東経 135 度が通る都市：（兵庫県明石市） 

・東経 140 度・北緯 40 度：（秋田県大潟村） 

・東京の年平均気温：（15.9℃） 

・東京の年間降水量：（1466.7mm） 

・年平均気温 18℃台の都市：（鹿児島） 

・9 月の降水量が 400mm 台の都市：（高知） 

・年平均気温 20℃台の都市：（那覇、奄美） 

 

●地理・地形用語 

・（環太平洋火山帯）：日本列島が属する太平洋の周囲を取り巻く火山帯のことで、火山列島や火山群の総

称。別名環太平洋造山帯とも言い、アルプス・ヒマラヤ造山帯とともに世界の 2 大造山帯とも言われる。 

・（プレート）日本列島は、次の四つのプレートの上に乗っている。①北米プレート②ユーラシアプレート③太

平洋プレート④フィリピン海プレート 

・（フォッサマグナ）：本州中央部を横断する大地溝帯。日本を地質構造上、東北日本と西南日本に分ける。 

・（大陸棚）：大陸周辺にある水深 200 メートル以内の浅い海底。 

・（成層火山）：溶岩と砕屑物が何層にも堆積して形成され、円錐形の山体と広い裾野を持つ。【代表例】富士

山（静岡県・山梨県）。 

・（カルデラ）：火山の中心部に形成された大規模な円形またはそれに近い凹地。【代表例】阿蘇山（熊本

県）。 

・（溶岩ドーム）：溶岩の粘性が大きく、高さの割にすそ野の広がりが狭い。【代表例】大山（鳥取県）、昭和新

山（北海道）。 

・（堰止め湖）：火山噴出物や山崩れなどにより、川が堰き止められて生じた湖。【代表例】中禅寺湖（栃木県）、

富士五湖（山梨県） 

・（扇状地）：河川が山地から平地に流れ出す際、谷の出口を頂点に、河川が運んできた砂などが扇形に堆

積してできる地形。【代表例】甲府盆地（山梨県）。 

・（カルスト地形）：石灰岩地域の溶食によってできた地形。【代表例】秋吉台・秋芳洞（山口県）。 

・（関東ローム層）：関東に広く分布する火山灰が堆積した地層。 

・（リアス式海岸）：山地の沈降により生じた鋸歯状の屈曲を持つ海岸。【代表例】三陸海岸南部、志摩半島、

若狭湾。 

・（三角州）：河川が運んできた砂などが河口付近に堆積してできる地形。【代表例】太田川⇒広島平野。 

・（砂洲）：湾口に形成された砂礫の堆積による嘴状の地形が発達して対岸に達し、内に潟を抱くようになった

もの。【代表例】天橋立（京都府） 

・（砂嘴(さし)：堆積した砂礫が海岸から沖へ細長く伸びた地形。先端が湾曲するかぎ状砂嘴と、先が分かれ

た分岐砂嘴がある。【代表例】野付崎（北海道） 

 

●気象用語 

・（フェーン現象）：山地から吹き下ろす高温で乾燥した風。日本では夏の日本海側に典型的に見られる。 

・（やませ）：初夏の頃に東北地方太平洋側に吹く冷涼湿潤な北東風。オホーツク気団と寒流の千島海流が

原因で、しばしば冷害をもたらす。 
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・（夏日）：一日の最高気温が 25℃以上の日。 

・（真夏日）：一日の最高気温が 30℃以上の日。 

・（猛暑日）：一日の最高気温が 35℃以上の日。 

・（熱帯夜）：最低気温が 25℃より下がらない夜。 

・（冬日）：一日の最低気温が 0℃未満の日。 

・（真冬日）：一日の最高気温が 0℃未満の日。 

 

●注意すべき山・川・湖・島 

・山の高さベスト３：①（富士山）（静岡県・山梨県）②（北岳）（山梨県）③（奥穂高岳）（長野県・岐阜県） 

・各地方最高峰：（旭岳）（北海道）、（燧ヶ岳）（福島県・東北地方）、（八経ヶ岳）（奈良県・近畿地方）、（大山）

（鳥取県・中国地方）、（石鎚山）（愛媛県・四国地方）、（宮之浦岳）（鹿児島県屋久島・九州地方） 

・川の長さベスト３：①（信濃川）②（利根川）③（石狩川） 

・川の流域面積ベスト３：①（利根川）②（石狩川）③（信濃川） 

・日本三急流：（最上川）（山形県）、（富士川）（山梨県・静岡県）、（球磨川）（熊本県） 

・湖の広さベスト３：①（琵琶湖）（滋賀県）②（霞ヶ浦）（茨城県）③（サロマ湖）（北海道） 

・湖の深さベスト３：①（田沢湖）（秋田県）②（支笏湖）（北海道）③（十和田湖）（青森県・秋田県） 

・島の大きさベスト３：①（沖縄島）②（佐渡島）③（奄美大島）（※主要 4 島及び北方領土を除く） 

 

●新幹線 

・東海道新幹線（1964 年 10 月 1 日） 

・山陽新幹線（1972 年 3 月 15 日） 

・東北新幹線（盛岡駅以南）（1982 年 6 月 23 日） 

・上越新幹線（1982 年 11 月 15 日） 

・山形新幹線（1992 年 7 月 1 日） 

・秋田新幹線（1997 年 3 月 22 日） 

・北陸新幹線（2015 年 3 月 14 日） 

・東北新幹線（盛岡駅以北）（2002 年 12 月 1 日） 

・九州新幹線（鹿児島ルート）（2004 年 3 月 13 日） 

・北海道新幹線（2016 年 3 月 26 日）（2016） 

 

●小京都 

・（弘前）（青森県）：「津軽の小京都」。津軽リンゴとねぷた祭で有名。百石町・代官町・蔵主町といった当時を

しのばせる町名が残る。 

・（角館(かくのだて)）（秋田県）：「みちのくの小京都」。武家屋敷の姿を最もよく残す町といわれ、城下町は北

に内町（武家町）、南に外町（町人町）、中央部に火除けと整然と区分けされている。 

・（高山）（岐阜県）：「飛騨の小京都」。代官の居所であった陣屋跡や古い町並みがそっくり残る。春秋 2 回の

高山祭でも有名。 

・（金沢）（石川県）：前田家百万石の財力が築き上げた文化都市。今も町には当時を偲ばせる風情が残り、

兼六園や武家屋敷など見所多数。加賀友禅、金沢漆器、九谷焼など伝統工芸の宝庫でもある。 

・（尾道）（広島県）：背後の山が海の近くまで迫り、坂道が続く落ちついた城下町。「しまなみ海道」の本州側

の玄関都市。 

・（津和野）（島根県）：「山陰の小京都」。津和野川に沿って山に囲まれた静かな城下町。津和野城跡や森鴎

外、西周の旧居がある。 

・（萩）（山口県）：毛利氏の城下町として栄えた武家屋敷が残る史跡の町。吉田松陰など明治維新の志士を

多く輩出した町としても知られる。 

 

●焼き物 

・（益子焼）（栃木県） 

・（越前焼）（福井県） 

・（九谷焼）（石川県） 
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・（瀬戸焼）（愛知県） 

・（美濃焼）（岐阜県） 

・（信楽焼）（滋賀県） 

・（備前焼）（岡山県） 

・（萩焼）（山口県） 

・（有田焼）（佐賀県） 

・（伊万里焼）（佐賀県） 

・（唐津焼）（佐賀県） 

・（壷屋焼）（沖縄県） 

 

●重要な国際条約 

・（ワシントン条約）：絶滅に瀕した野生動植物の取引を規制 

・（バーゼル条約）：有害廃棄物の国際移動を規制 

・（生物多様性条約）：生物多様性の保全 

・（気候変動枠組み条約）：温室効果ガス濃度の安定化 

・（ラムサール条約）：渡り鳥の生息地など重要な湿地を保護 
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名数 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

「名数」とは、同類のものをいくつかまとめ、その数をつけて総称する呼び方のことである。 

●自然 

・（ 日本三景 ）：松島（宮城県）、天橋立（京都府）、厳島（安芸の宮島）（広島県）（2016） 

（覚え方：松島や、天橋立、厳島）（五七五の調子で覚える） 

・（ 日本三名山 ）：富士山（静岡県・山梨県）、立山（富山県）、白山（石川県）（2015） 

・（ 三大松原 ）：三保の松原（静岡県静岡市）、虹ノ松原（佐賀県唐津市）、気比松原（福井県敦賀市）

（2015） 

・（ 富士五湖 ）：山中湖、河口湖、西湖、精進湖、本栖湖（2015） 

・（ 名水百選 ）：長良川（2016） 

・（ 渚百選 ）：雨晴海岸（2016） 

・（ 三大清流 ）：柿田川、長良川、四万十川（2016） 

・（ 滝百選 ）：真名井の滝（2015） 

・（ 大和三山 ）：耳成山（みみなしやま）・畝傍山（うねびやま）・天香具山（あまのかぐやま） 

（覚え方：春すぎて夏来にけらし耳成の畝傍ほすてふ天の香具山）（百人一首） 

・（ 出羽三山 ）：月山・羽黒山・湯殿山（覚え方：相撲取りの羽黒山がお湯に入って月を見た） 

・（ 日光三山 ）：男体山・女峰山・太郎山 

・（ 三大瀑布・三名瀑 ）：華厳の滝（栃木県）、袋田の滝（茨城県）、那智の滝（和歌山県） 

・（ 日本三急流 ）：最上川（山形県）、富士川（山梨県・静岡県）、球磨川（熊本県） 

・（ 日本三大河川 ）：石狩川、利根川、信濃川 

・（ 日本三大湖 ）：琵琶湖（滋賀県）、霞ヶ浦（茨城県）、サロマ湖（北海道） 

 

●観光 

・（ 日本三大テーマパーク ）：東京ディズニーリゾート、ユニバーサル・スタジオ・ジャパン、ハウステンボス 

・（ 三大和牛 ）：松坂牛、神戸牛、近江牛（←米沢牛とする場合もある） 

・（ 日本三大ラーメン ）：札幌ラーメン、喜多方ラーメン、博多ラーメン 

（覚え方：札幌に来た（喜多）からには、博多ラーメンだ） 

 
●文化 

・（ 日本三名園 ）：偕楽園（茨城県）、兼六園（石川県）、後楽園（岡山県）（2015） 

・（ 四国八十八ケ所めぐり ）：発願の寺（2016） 

・（ 三名城 ）：名古屋城、熊本城、大坂城（←大阪城ではないことに注意） 

・（ 国宝四城 ）：姫路城、彦根城、松本城、犬山城（←松江城を入れると、国宝五城となる） 
 
●祭 
・（ 東北４大夏祭 ）：仙台七夕まつり（仙台市）、青森ねぶた祭（青森市）、秋田竿燈まつり（秋田市）、花笠ま

つり（山形市）（過去に多数出題歴あり） 

・（ 日本三大祭 ）：祇園祭（京都府、八坂神社）、天神祭（大阪府、大阪天満宮）、神田祭（東京都、神田明

神）（過去に多数出題歴あり） 

・（ 京都三大祭 ）：葵祭（5 月）、祇園祭（7 月）、時代祭（10 月）（過去に多数出題歴あり） 

・（ 三大盆踊り ）：西馬音内の盆踊り（秋田県羽後町）、郡上おどり（岐阜県郡上市）、阿波踊り（徳島県） 
●歴史 

・（ 五街道 ）：東海道、中山道、甲州街道、奥州街道、日光街道（過去に多数出題歴あり） 

・（ 鎌倉五山 ）：「建長寺」「円覚寺」「寿福寺」「浄智寺」「浄妙寺」（覚え方：見学自由な珍妙な寺） 

・（ 京都五山 ）：「南禅寺」「天竜寺（右京区）」「相国寺（上京区）」「建仁寺（東山区）」「東福寺」「万寿寺」 
（覚え方：なんてそっけない豆腐まんじゅう） 
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ジオパーク 
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ジオパークは、2015年に出題されたのみであるが、無視できない。 

＜出題のされ方＞を理解した上で準備をすることが重要である。 

 

●ジオパークとは 

ジオパークとは、「地球・大地（ジオ：Geo）」と「公園（パーク：Park）」とを組み合わせた言葉で、「大地の公

園」を意味し、地球（ジオ）を学び、丸ごと楽しむことができる場所をいいます。 

大地（ジオ）の上に広がる、動植物や生態系（エコ）の中で、私たち人（ヒト）は生活し、文化や産業などを築

き、歴史を育んでいます。ジオパークでは、これらの「ジオ」「エコ」「ヒト」の 3 つの要素のつながりを楽しく知

ることができます。 

例えば、山や川をよく見て、その成り立ちと仕組みに気づくと、今まで何とも思わなかった景色が変わって見

えてきます。またその景色が、何千万年、何億年という途方もない年月をかけてつくられてきたことを知れば、

私たち人の暮らしは地球活動なしには存在しえないことも分かります。 

ジオパークでは、まずそのジオパークの見どころとなる場所を「ジオサイト」に指定して、多くの人が将来にわ

たって地域の魅力を知り、利用できるよう保護を行います。 

その上で、これらのジオサイトを教育やジオツアーなどの観光活動などに活かし、地域を元気にする活動や、

そこに住む人たちに地域の素晴らしさを知ってもらう活動を行います。 

2018 年 7 月現在、日本ジオパーク 43 地域、その内、9 地域がユネスコ世界ジオパークです。 

 

●世界ジオパーク 

(1)洞爺湖有珠山 

(2)アポイ岳 

(3)糸魚川（2015） 

(4)隠岐 

(5)山陰海岸 

(6)室戸（2015） 

(7)島原半島 

(8)阿蘇 

(9)伊豆半島 

 

●日本ジオパーク 

(10)白滝 

(11)三笠（2015） 

(12)とかち鹿追 

(13)下北 

(14)八峰白神 

(15)男鹿半島・大潟 

(16)三陸 

(17)鳥海山・飛島 

(18)ゆざわ 

(19)栗駒山麓 

(20)佐渡 

(21)磐梯山 

(22)苗場山麓 

(23)立山黒部 

(25)浅間山北麓 

(25)白山手取川 

(26)下仁田 

(27)恐竜渓谷ふくい勝山 

(28)筑波山地域 

(29)秩父 

(30)南アルプス 

(31)銚子  

(32)箱根 

(33)伊豆大島 

(34)Mine 秋吉台 

(35)おおいた姫島 

(36)南紀熊野 

(37)四国西予 

(38)おおいた豊後大野 

(39)天草 

(40)霧島（2015） 

(41)桜島・錦江湾 

(42)三島村・鬼界カルデラ 

(43)島根半島・宍道湖中海ジオパー 

   ク 

 

 

 

●参考⇒詳しくは、は、こちらを見ておくこと 

 

以上 
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日本地理－1（解答番号仁己～仁日 ） 平成 29年度

各問題に対する解答は園間_b,たマークシートの解答欄にマークすること。例えば亡己 と表示のある問題に対して④と解答

する場合は、解答番号 I1 Iの解答欄の④にマークすること。

、•.J.

fl 

北海道は、日本の国土の約 22%を占め都道府県の中では最も広い面積で、山地や傾斜地が比較的少な

く、なだらかなこt地が多いのが特徴となっている。

多くの美しいカルデラ湖があり観光名所となっており 、日本一大きいカルデラ湖の a屈斜路湖、透明

度の高い 瓦呈亙盟、マリモが生育する ♀且塞遡、は有名である。

北海道の政治 ・経済 ・文化の中心は札幌。およそ 80年に渡り道政を担った北海道旧本庁舎や、札幌市

時計台など、北海道の歴史を語る建物が今も残っている。

問 1 下線部 a～cの湖は地図中のア～ウのいずれかに位置する。湖の名前とその正しい位置の組み合わ

せはどれか、次の①～④から一つ選びなさい。 (3点）

① アー屈斜路湖

②アー摩周湖

③ ア一屈斜路湖

④ア阿寒湖

イー摩周湖

イ阿寒湖

イ阿寒湖

イー屈斜路湖

ウー阿寒湖

ウ屈斜路湖

ウー摩周湖

ウー摩周湖 仁口

問 2 札幌市は日本最北の政令指定都市である。自然に固まれた美しい風景や様々な観光スポットがあ

るが、次の観光地のうち札幌市にあるものはどれか、次の①～④から一つ選びなさい。 (2点）

①北方文化博物館 ② モエレ沼公園 ③天狗山展望所 ④北一硝子 亡E
問 3 札幌市の住所は「条丁目」形式であり 、南北の基点となっているのは「大通り 」である。東西の

基点となっている川で正しいものはどれか、次の①～④から一つ選びなさい。 (2点）

①新川 ②意lj成川 ③豊平川 ④真駒内川 仁己

問 4 平成 28年に国土交通大臣が認定した広域観光周遊ノレート「日本のてっぺん。 きた北海道ルート」

は、札幌・旭川ときた北海道の日本のてっぺんを目指すルートである。｜岬の先端に「日本最北端

の地Jの碑がある岬で、正しいものはどれか、次の①～④から一つ選びなさい。 (2点）

①宗谷岬 ② 納沙布岬 ③ノ シャツプ岬 ④スコトン岬 仁E
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日本地理－2（解答番号仁日～仁I[]) 平成 29年度

2 

問 5 昭和 45年に国の重要文化財に指定された札幌市内にある観光スポットで、旧札幌農学校演武場

であった建物はどれか、次の①～④から一つ選びなさい。 (2点）

①札幌市資料館 ②時計台 ③豊平館 ④北海道旧本庁舎 亡日

問6 日本百名山の一つで、山麓には清らかでおいしい湧き水をくめる「ふきだし公園」がある、別名

蝦夷富士と呼ばれる山で、正しいものはどれか、次の①～④から一つ選びなさい。 (2点）

①有珠山 ②昭和新山 ③樽前山 ④羊蹄山 仁日

広域観光周遊ルート「日本の奥の院・東北探訪ルート」は、「桜と雪の回廊、

祭り、紅葉、樹氷。色彩あざやかな四季を奏で、多くの詩人を魅了してきた美

しい自然と、豊かでもあり厳しくもある風土が育んだ東北の歴史文化と食を探

訪する旅」がコンセプト。

主要な訪問地や宿泊先では、東北の名産や郷土料理を楽しめるだけでなく、体

験や交流を通して、日本の未知の領域を感じることができるルートとなってい

る。

問 1 春は「さくらまつり 」・ 夏は「ねぷたまつり 」で有名な、関東以北で唯一、江戸時代の天守が往時

のまま現存する青森県の都市で、正しいものはどれか、次の①～④から一つ選びなさい。

(2点）

①青森市 ②黒石市 ③弘前市 ④むつ市 仁己

問 2 秋田県には効能の良さから湯治を目的とした温泉が数多くあるが、ー次の温泉または温泉郷のうち

秋田県に所在するものはどれか、次の①～④から一つ選びなさい。 (2点）

①大鰐温泉 ②玉川温泉 ③鷺宿温泉 ④不老ふ死温泉 仁日

問 3 最上川舟運の終点地で、船乗りが老松に鍋をかけて作ったのがルーツと伝えられ、山形市で9月

の敬老の日の前日 lこ馬見ヶ崎河川敷を会場に直径 6mの大鍋でイ乍られる郷土料理で正しいものは

どれか、次の①～④から一つ選びなさい。 (2点）

①芋煮 ②粕汁 ③しょっつる鍋 ④ひっつみ 仁日

問4 松尾芭蕉が 1689年 46才の時、門人を伴って「奥の細道」行脚に出立し、東北地方を巡った際、

「閑さや岩にしみ入蝉の声」と詠んだ場所で、正しいものはどれか、次の①～④から一つ選びな

さし九 (2点）

①平泉 ②中尊寺 ③湯殿山 ④立石寺 亡Eつ
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日本地理－3（解答番号 仁白～仁HJ) 平成 29年度

4 

新潟県は本州の日本海沿岸のほぼ中央に位置し、朝日山地、飯豊山地、

越後山脈が東側に連なり、西側には妙高山など・の山々がそびえている。

県内に有する温泉地数は全国第 3位を誇り、 a 日本海に沈む夕日を眺

められる温泉や、雪が舞うなかの露天風呂など雪国固有の楽しみがあ

る。

開湯は明治 37年に石油掘削の際に噴出したのがきっかけである、日本海に沈む夕日を眺めながら湯浴

みを楽しめる村上市にある下線部 aの温泉で、正しいものはどれか、次の①～④から一つ選びなさい。

①岩室温泉

(3点）

②温海温泉 ③瀬波温泉 ④月 岡温泉 仁E

群馬県は、標高 13mの関東平野から 2578mの日光白根山まで、 2500m

を超える高低差があり、山・湖・高原・川・森林・四季折々の美しい

自然がすぐ手の届くところにある。雪解け水がしぶきを上げる東洋の

ナイアガラとも呼ばれる｜ a ｜、東西 6km、幅 2kmにも及ぶ本州

最大の高層湿原で 900種類以上の花が咲き多くの登山者を魅了する

I b l、日本三大奇勝の 1っとして荒々しい岩肌が創り出す自然

景観の美しさが特徴となっている｜ C ｜、など県内各地に魅力的な

ポイントがある。

問 1 空欄｜ a ｜は昭和 11年に「天然記念物及び名勝」に指定された。空欄｜ a ｜に入る滝の

名前で、正しいものはどれか、次の①～④から一つ選びなさい。 (2点）

①常布の滝 ② 棚下不動滝 ③吹割の滝 ④ 袋田の滝 仁豆コ

問 2 空欄｜ b ｜に入る地名で、正しいものはどれか、次の①～④から一つ選びなさい。 (2点）

①尾瀬 ② 北軽井沢 ③万座 ④ 水上高原 仁E
問3 空欄｜ C ｜に入る山の名前で、正しいものはどれか、次の①～④から一つ選びなさい。

(3点）

①赤城山 ②子持山 ③榛名山 ④妙義山 仁E
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日本地理一4（解答番号 仁白～仁百 ） 平成 29年度

5 

長野県北信濃エリアは、善光寺や戸隠神社などの信仰を集め栄えた地や、生斗こ査盤、須坂など街道沿い

に発展した商都が点在する一方で、日本の原風景ともいわれるのどかな里山風景が広がるところである。

外国人観光客にお薦めできる信州を満喫できる旅のモデルコースとしては、 1400年の歴史を誇る国宝善

光寺、世界的に有名なスノーモンキ一、 歴史的な町並みが美しい a小布施を巡り 、日本の避暑地を代表

する軽井沢での楽しいショッピングなどがある。

問 1 下線部 aの小布施は蔵を活かした町づくりで人気が高く 、年間 100万人以上が訪れる観光地で、

晩年を小布施で過ごした、｜ b ｜の作品を収蔵する施設がある。

空欄｜ b ｜に入る語句として、最も適切なものはどれか、次の①～④から一つ選びなさい。

(3点）

①小林一茶 ②堀辰夫 ③葛飾北斎 ④歌川広重 仁歪ゴ

問 2 北信濃エリアの観光地を説明した次の組み合わせで、正しいものはどれか、次の①～④から一つ

選びなさい。 (3点）

①秋山郷

②善光寺

③戸隠神社

④模捨の棚田

一 長野県と群馬県にまたがる日本の秘境 100選の 1つ。

一 毎年 4月から 5月の 2ヵ月間は御開帳として「北向観音Jを拝むことができる。

一 奥社参道には樹齢 400年を超える桜並木が約 2kmに渡って続く。

一 国の重要文化的景観に選定されている。 仁E
問 3 スノーモンキーとして外国人観光客にも人気の野猿の入浴が見られる地獄谷温泉や、古くから文

人墨客たちに愛されてきた上林温泉など、夜間瀬川沿いの 9つの温泉地の総称で、正しいものは

どれか、次の①～④から一つ選びなさい。 (3点）

①大町温泉郷 ②信州高山温泉郷 ③琴科温泉郷 ④湯田中渋温泉郷 仁E
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日本地理－5（解答番号 巴 E ～仁司） 平成 29年度

国内外問わず、多くの観光客が訪れる富士山を望むことのできる観光

スポットとして、桜と五重塔と富士山を同時に見るこ とのできる

I a ｜、 2015年に開業した日本一長い歩行者用 主旦立盛の三島ス

カイウオーク 、 千円札裏面の図案のモデルとなった本栖湖などがあ

る。

問 1 空欄｜ a ｜に入る語句として、最も適切なものはどれか、次の①～④から一つ選びなさい。

(3点）

①新倉山浅間公園 ②日本平 ③笛吹川フルーツ公園 ④ 三保の松原 仁豆コ

問2 下線部bに関連して、観光客が多く訪れる吊り橋とその所在する都道府県の組合せとして、正し

いものはどれか、次の①～④から一つ選びなさい。 (3点）

①竜神大吊橋 一 栃木県 ②九重グ夢グ大吊橋 一 宮 崎 県

④綾の照葉大吊橋 熊本県③谷瀬の吊り橋 奈良県 仁E

山梨県内には、武田信玄ゆかりの史跡が数多く残されている。信玄が

生前に菩提寺として定めていた｜ a ｜や、甲府市内には居住した館

跡に創建された信玄を御祭神とする武田神社、信州伊那駒場で急逝した

信玄の秘喪の 3年間密かに埋葬されていた武田信玄公墓所などがある。

また、富士五湖の 1つ｜ b ｜は、 富士山が美しく 眺められる場所

として、「外国人に人気の日本の観光スポットランキング 2016（トリ

ップアドバイザー）」で 23位に選出されている。

問3 空欄｜ a ｜は、元徳 2年に夢窓国師により開山され、武田家滅亡後、織田信長による焼き討

ちの際、 三門に立てこもった快川国師が「安禅必ずしも山水を須いず、心頭滅却すれば火も自ら

涼しJの言葉を残したと伝えられていることで知られている。

空欄｜ a ｜に入る寺の名前で、正しいものはどれか、次の①～④から一つ選びなさい。 (3点）

①恵林寺 ②大泉寺 ③龍漕寺 ④長禅寺 仁亙ヨ

問4 空欄｜ b ｜は、標高が 833mと富士五湖の中では最も低く、面積では 5.78平方キロメー トノレ

の富士五湖では 2番目の大きさで、湖の中には鵜の島がある。大月とを結ぶ富士急行線の終着駅

名にもなっている、空欄｜ b ｜に入る湖の名前で正しいものはどれか、次の①～④から一つ

選びなさい。 (3点）

① 河口湖 ②西湖 ③精進湖 ④ 山中湖 QI] 

問5 山梨県小淵沢駅と F長・野県小諸駅を結ぶ小海線は、 JR線で最も標高の高いところを走る路線で高

原列車の旅が楽しめる。 JR線で日本一標高が高い駅で、正しいものはどれか、次の①～④から

一つ選びなさい。 (3点）

①甲斐大泉駅 ②清里駅 ③信濃川上駅 ④野辺山駅 仁司
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日本地理－6（解答番号 仁E ～ 仁む） 平成 29年度

江戸と京を結ぶ中山道は、山深い木曽路を通ることから木曽街道とも

呼ばれ、中山道六十九次のうち江戸から数えて四十二番目の妻寵宿は、

中山道と伊那街道が交文する交通の要衝と して古くから賑わいをみせ

ている。

中山道にある宿場で四十二番目の妻寵宿と四十三番目の馬龍宿の聞をハイキングコースとして歩くツア

ーは外国人観光客にも人気がある。その途中にある滝で最も適切なものはどれか、次の①～④から一つ

選びなさい。 (3点）

①男滝 ・女滝 ②華厳の滝 ③秋保大滝 ④浄蓮の滝 仁亙コ

滋賀県には歴史 ・文化豊かな人気観光地を巡る楽しみが豊富なお薦め

コースがある。

和船でフk郷を巡る近江八幡、狸の焼き物で有名な信楽、国宝彦根城、

全長還などがある。

下線部 aに関連して、長浜の｜ b ｜は、ガラスをテーマにした町で、世界各国の美しいガラス製品

が展示販売されている他、ガラス制作の体験ができる工房などがある。

空欄｜ b ｜に入る語句として最も適切なものはどれか、次の①～④から一つ選びなさい。 (3点）

③境町通り 仁E① 黒壁スクエア ②国際通り

9 

調不

④ハルニレテラス

外国人観光客の多い京都では、年間 300余りの祭りがあると言われている。

その中でも「京都三大祭り」といえば「下鴨神社と上賀茂神社の例祭で 5月に

催される（ ア ）」、「7月に行われ、 1000年以上の伝統を有する八坂神社の

例祭（ イ ）」、「10月に平安神宮が実施する（ ウ ) Jをしづ。
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日本地理－7（解答番号仁E ～ O[J) 平成 29年度

空欄（ア）（イ）（ウ）に当てはまる語句の組合せとして、最も適切なものはどれか、次の①～④から一

つ選びなさい。 (3点）

（ア） （イ） （ウ）

① マJt;又mノヲて 時代祭 祇園祭

② 時代祭 祇園祭 言y古、タ刀E下〈

③ 吉Y右1 タノltミ 祇園祭 時代祭

④ 時代祭 古3又位ノJて 祇園祭

仁亙ゴ

10 
一

11 

近畿地方南部の太平洋に突出する紀伊半島は、古くからの信仰の地であり、世界

遺産に登録されている「紀伊山地の霊場と参詣道」には、熊野三山に至る熊野参

詣道、落差 133mの名樹 a ｜、 高野山真言宗の総本山金剛峯寺、熊野詣で

の湯垢離場として知られる｜ b ｜などがある。

問 1 空欄l a ｜に入る語句として、最も適切なものはどれか、次の①～④から一つ選びなさい。

(3点）

①赤目四十八滝 ②那智の滝 ③箕面の滝 ④養老の滝 仁亙ユ

問2 空欄｜ b ｜に入る語句として、 最も適切なものはどれか、次の①～④から一つ選びなさい。

①金泉

(3点）

②崎の湯 ③ 仙人風呂 ④つぼ湯 仁E

兵庫県北部にある自然と温泉を楽しめる観光コースとして、虎が臥せ

ているように見えることから「虎臥城」とも呼ばれ、秋から冬にかけ

ての良く晴れた早朝に発生する雲海で有名な｜ a ｜や、 「鴻の湯」

などの 7つの外湯めぐりを楽しむことのできる｜ b ｜等がある。

間1 空欄｜ a ｜に入る語句として、最も適切なものはどれか、次の①～④から一つ選びなさい。

(3点）

①上田城 ②春日城跡 ③ 竹田城跡 ④備中松山城 亡亙ヨ
問 2 空欄｜ b ｜に入る語句として、 最も適切なものはどれか、次の①～④から一つ選びなさい。

(3点）

①有馬温泉 ②城崎温泉 ③宝塚温泉 ④湯村温泉 仁亙口
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日本地理－8（解答番号 仁E ～ 亡訂 ） 平成 29年度
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訪日外国人観光客の誘致を目的とした「広域観光周遊ルート」に「縁の道～山陰～」が選定されてい

る。「縁の道～山陰～」は、古い歴史を持つ山陰で「神話」や「伝説」をテーマにして鳥取県、生阜埜皇、

b山口県萩市までの東西に長い地域の 12地区の観光拠点を軸に構成されている。

問 1 下線部 aの島根県内にある以下の観光地説明文の空欄｜ C ｜に入る語句として、最も適切な

ものはどれか、次の①～④から一つ選びなさい。 (3点）

＜観光地説明文＞

隠岐にある｜ C ｜は隠岐を代表するダイナミックな景勝地です。アーチ状の通天橋や摩天崖な

ど大断崖・奇岩がそそり立ち、大自然の造形美に圧倒されます。その中でも摩天崖は、海面から 257m

の高さで垂直にそそり立っています。

①浦富海岸 ②国賀海岸 ③白兎海岸 ④丹後海岸 仁亙コ

問2 下線部 aの島根県内にある以下の観光地説明文の空欄｜ d lに入る語句として、最も適切な

ものはどれか、次の①～④から一つ選びなさい。 (3点）

＜観光地説明文＞

日本玉大稲荷のひとつとも言われているl d ｜は、願望成就の他、商売繁盛、開運厄除の神と

して信仰を集めており、特に正月の初詣には毎年数十万人の参拝客が押し寄せます。参道には、1000

本の朱塗りの鳥居がまるでトンネルのように並び壮観です。 小高い境内から見下ろせば、津和野の

町並みが箱庭のように広がっています。

① 豊川｜稲荷 ②太鼓谷稲成神社 ③伏見稲荷大社 ④福徳、稲荷神社 ヒE
問3 下線部 bの山口県萩市内に所在する世界遺産「明治日本の産業革命遺産j の構成資産としては、

萩城下町や松下村塾などがある。「明治日本の産業革命遺産」の構成資産に関連して、その他の構

成資産と所在地の組合せで正しいものはどれか、次の①～④から一つ選びなさい (3点）

①静岡県

②熊本県

③ 長崎県

④鹿児島県

橋野鉄鉱山

旧集成館

端島炭坑

旧グラパー住宅 仁豆コ
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日本地理－9（解答番号仁司～仁配） 平成 29年度
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主~の香川県にある金刀比羅宮は、古くから「さぬきのこんぴらさん」として親しまれている海の

神様である。参道の両脇には土産物やうどんの店が並び御本宮までは 785段の石段のぼりを楽しむこ

とがでユきる。

また周辺にある日本最古の芝居小屋「旧金毘羅大芝居」は、｜ b ｜の愛称で親しまれている。

問 1 下線部 aに関連して、地図上の A・B・C・Dの各点と 四国各県に所在する観光地（観光施設）

の位置との組合せで最も適切なものはどれか、次の①～④から一つ選びなさい。 (3点）

① A － 石手寺

③ C 栗林公園

② B 祖谷のかずら橋

④ D － 龍河洞 仁豆コ

問2 空欄｜ b ｜に入る語句として、最も適切なものはどれか、次の①～④から一つ選びなさい。

(3点）

①歌舞伎座 ②金丸座 ③斜陽館 ④康楽館 仁亘コ

14 

環境省は、日本国内にある国立公園を「世界水準のナショナルパーク」

としてブランド化し、訪日外国人旅行者の増加をはかるため 8つの国

立公園を選定した。

その中の「a慶良間諸島国立公園j は、瓦並遇塁那覇市の西方にある

30余りの島々と岩礁からなる島興部で、地元ダイビング事業者による

サンゴ保全の取り組み、エコツーリズム全体構想、などが評価されたこ

とにより選定された。

間 1 下線部 aの代表的な島として、最も適切なものはどれか、次の①～④から一つ選びなさい。

(3点）

①伊江島 ②久米島 ③ 竹富島 ④渡嘉敷島 仁歪コ
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日本地理－10c解答番号 D[J～仁百） 平成 29年度

問2 下線部bに関連して、沖縄県にある国立公園 Iゃんばる国立公園」に所在する観光地等で最も適

切なものはどれか、次の①～④から一つ選びなさい。 (3点）

①マリユドゥの滝 ②大石林山 ③東平安名岬 ④万座毛 亡霊コ

問 3. 下線部bに関連して、沖縄県に所在する 「琉球王国のグスク及び関連遺産群Jの構成資産の中で、

毎年 1月下旬から 2月上旬に開催される桜祭りで知られている構成資産として、最も適切なもの

はどれか、次の①～④から一つ選びなさい。 (3点）

①勝連城跡 ②座喜味城跡 ③首里城跡 ④今帰仁城跡 仁王

38

Hisashi Nakatsuyama


ueyama
ハイライト表示

ueyama
ハイライト表示



日本地理－1（解答番号 仁己～仁日） 平成 28年度

各問題に対する解答は配付したマークシー トの解答欄lこマークすること。例えば｜ o Iと表示のある問題に対して⑤と解答

する場合は、解答番号 仁亙コ の解答欄の⑤にマークすること。 一一一

「広域観光周遊ルート」に認定された「アジアの宝 悠久の自然

美への道 ひがし北 ・海・道」は、道東地方の富良野地区、 十勝

川地区、知床地区、釦｜｜路地区等を周遊する観光ルートである。

面白血蕗話語丘云三

2 

問 1 「ひがし北・海・道」エリアのゲートウェイ空港として、このエリアに含まれない空港はどれ

か、次の①～④から選びなさい。 (2点）

①稚内空港 ②紋別空港 ③ 女満別空港 ④中標津空港 仁口

問2 「ひがし北・海・道」エリ アには、北海道の代表的な美しい 8つのガーデンが集中していること

から「北海道ガーデン街道j と呼ばれている街道がある。 この街道は、大雪～仁己～十勝を結

び全長約 250kmの街道となっている0 G]tこは「風のガーデン」があるが、そこはどれか、次

の①～④から選びなさい。 (3点）

①恵庭 ② トマム ③富良野 ④美幌 仁日

間3 「ひが し北・海・道」エリアには、阿寒国立公園があるが、この公圏内にある湖はどれか、次の

①～④から選びなさい。 (2点）

①サロマ湖 ②屈斜路湖 ③ 十和田湖 ④支棚 亡己

問 4 「ひが し北・海・道」エリアには、石狩川沿いに 24kmにわたって続く渓谷があり 、断崖絶壁に

流れ落ちる美しい銀河・流星の滝が見られる。この渓谷の名称はどれか、次の①～④から選びな

さい。 (3点）

①天人峡 ②ふきだし公園 ③錦仙峡 ④層雲峡 仁日

函館は 1859年、横浜 ・長崎とともに日本最初の国際貿易港とし

て開港し、異国の文化が上陸したところである。

赤レンガ倉庫群のある aベイエリア、旧函館区公会堂や函館ノ＼

リストス正教会など異国情緒が色濃く残るレトロな街並みの

b元町エリア、戊辰戦争の最後の舞台となった仁己エリア、 350

余年の歴史を持ち水平線に並ぶ漁火を数えながらお湯に浸かれ

る湯の川エリアがある。

本年 3月 26日には北海道新幹線が開業し、ト ラピスト修道院へ

続くポプラ並木をイメージした大きな柱が特徴の新函館北斗駅

は、北海道の新たな玄関口となっている。

門会内~；斡守詩句て？

？チ！？襲犠記

問 1 下線部 aには、北洋漁業の基礎を築き、函館内展に貢献した仁己の、北前船にまつわる品々

を中心に展示した資料館がある。「箱館発展の思人」と言われる仁己の人物は齢、次の①～④

から選びなさい。 (3点）

①榎本武揚 ②坂本龍馬 ③高田屋嘉兵衛 ④土方歳三 仁日

39

Hisashi Nakatsuyama


ueyama
ハイライト表示

ueyama
ハイライト表示

ueyama
ハイライト表示

ueyama
ハイライト表示

ueyama
ハイライト表示



日本地理－2（解答番号 仁日～仁田） 平成 28年度
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3 

問 2 下線部bには、眺望がミシュラン・グリーンガイド ・ジャポンに三つ星として掲載された仁日が

あり 、ここからの夜景は特に有名である。仁口こ入る語句として最も適切なものはどれか、次

の①～④から選びなさし、0 ' (2点）

①恵山 ②五稜郭タワー ③立待岬 ④函館山 仁日

間 3 空欄亡日は、北方防備の目的で作られた日本初のフランス築城方式の星型要塞であり 、戊辰戦

争の最後の舞台となった。最も適切なものはどれか、次の①～④から選びなさい。 (2点）

①香雪園 ②五稜郭 ③千畳敷 ④函館公園 IT] 

宮城県仙台は、街の中央を仁己が流れ、都市の洗練さと緑豊かな

杜の都としてのこつの表情を持っている。

それまで「千代」と書いて「せんだしリと読ませていたものを、仙

台藩祖伊達政宗が「仙台j としづ名前をつけた。市内には仙台藩祖

の霊屋（墓所）ロコがある。

伊達藩祖は美食家としても知られ「伊達美味（だてうま）」と呼ば

れる c定番人気グツレメは有名である。

問 1 空欄仁己は、 100万都市仙台の街の中央を流れる「青葉蜘唄」 ーにもうたわれた川である。最

も適切なものはどれか、次の①～④から選びなさい。 (2点）

① 名取川 ②七北田川｜ ③鳴瀬川 ④広瀬川｜ 仁E

問 2 伊達政宗叩った仙台市中心部の南西、経ケ峯にある豪華絢澗な御廟仁日の名称で最も適切な

ものはどれか、次の①～④から選びなさい。 (2点）

① 感仙殿 ② 瑞鳳殿 ③善応殿 ④大極殿 亡日

問 3 下線部 Cについて、 仙台の定番人気グルメに入っていないものはどれか、次の①～④から選びな

さい。 (2点）

①牛タン焼き ②笹かまぼこ ③ずんだ餅 ④治部煮 口E

問 4 「仙台の奥座敷iと呼ばれ、本年 5月に G7サミッ ト財務大臣 ・中央銀行総裁会議が開催された

温泉はどれか、次の①～④から選びなさい。 (3点）

①秋保温泉 ② 作並温泉 ③遠刈田温泉 ④鳴子温泉 口口
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日本地理一3（解答番号亡E ～仁I[]) 平成 28年度
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栃木県の北西部にある日光市は、明治から昭和初期にかけて外国

人の避暑地として賑わったところである。

東京の下吋ロコ駅から東武鉄道の特急「スペーシアけごん」が

東武日光駅までを結んでいる。 1999年に「日光の社寺」として

世界遺産に登録された仁口調｜｜家康公の霊廟として創建さ

れたものである。境内では陽明門をはじめ、絢嫡豪華な彫刻や彩

色の建築装飾に目を奪われる。

日光市街から 48か所抑制ーブがあることから「仁己」と

名付けられた観光道路を上ると、周囲 25km、およそ 2万年前

に仁己の噴火による溶岩で渓併せきとめられて出来た中禅

寺湖がある。

問 1 空欄仁己は東京都台東区に位置 し、近くには「雷門Jなど、の観光スポットがあり、特急「スベ

ーシア」が発着する東武鉄道の始発終着駅名である。最も適切なものはどれか、次の①～④から

選びなさい。

①浅草 ②上野 ③ 押上

(2点）

亡豆コ④ 北千住

問 2 空欄仁日に入る語句として、最も適切なものはどれかよの①～④から選びなさい。 (2点）

①大谷寺 ② 日光山輪王寺 ③日光東照宮 ④二荒山神社 仁E

問 3 空欄仁己の日光市街と奥日光とを結ぶ観光道路は、下り専用と上り専用の二つの坂を合計する

と 48か所もの急カーブがあることから名づけられた。この観光道路の名称で最も適切なものは

どれか、次の①～④から選びなさい。 (2点）

①いろは坂 ②四十八坂 ③ 椎坂峠 ④地獄坂ー 仁E

問4 奥日光の入り口に位置する中禅寺湖は、周囲 25km、最大水深 163mで、およそ 2万年前に亡日の

噴火による溶岩で渓併せきとめられ、原形ができた といわれている。空欄仁日に入る語句と

して、最も適切なものはどれか、次の①～④から選びなさい。 (3点）

①鬼怒沼山 ②白根山 ③男体山 ④女峰山 仁E

5 

東京は1603年に徳川家康がこの地に幕府を開いた江戸時代から

発展し続け、現在では世界有数の大都市になっている。

2012年に復元された日本で最大級の煉瓦建築である a基基盤、

634mと高さ世界一の自立式電波塔 bスカイツリ ーなど国内外

から多くの旅行者が訪れている。

太平洋上にある伊豆諸島などの火山島群や c小笠原諸島も東京

都に属している。

小笠原諸島は、島のほぼ全域が小笠原国立公園に指定され、世界

自然遺産にも登録されている。

41

Hisashi Nakatsuyama


ueyama
ハイライト表示

ueyama
ハイライト表示

ueyama
ハイライト表示

ueyama
ハイライト表示



日本地理－4（解答番号仁司～仁ill) 平成 28年度

6 

問 1 下線部 aの 1914年に創建された東京駅丸の内駅舎は、 1945年の戦災により南北のドームと屋

根・内装を焼失した。戦後、 3階部分を取り除き 2階建て駅舎に復興していたが、 2012年 10月

に約 100年前の姿に復元された。

この東京駅丸の内駅舎や日本銀行本店などを設計した者は誰か、次の①～④から選びなさい。

(3点）

①ジョサイア・コンドル②辰野金吾③フランク・ロイド・ライト ④木野精吾 仁E
問2 下線部 bにあるスカイツリータウンには、 「東京諸島」の海をテーマに、 小笠原の海を再現した

東京大水槽がある水族館があるが、この水族館の名称、で、最も適切なものはどれか、次の①～④か

ら選びなさい。 (2点）

①サンシヤイン水族館②スカイツリー水族館③すみだ水族館④ソラマチ水族館 仁E
問 3 下線部 cの小笠原諸島へは、東京港竹芝客船ターミナルと小笠原の二見港とを小笠原海運の「お

がさわら丸」が結んでいる。小笠原諸島で、最も人口が多く 、二見港のある島はどれか、次の①～

④から選びなさい。 (2点）

①兄島②弟島③父島④ 母島 仁歪コ

「昇龍道」は圏内にある「広域観光周遊ルートj のひとつで、日本列島の

「まん中」にある愛知県・岐阜県・富山県・石川県を南から北へと縦断す

る新しい旅の観光ルートである。

「昇龍道」には 6つのネットワークルートがあり、その中の「ドラゴン・

／レート」は、能登半島を頭とする龍がこのエリア最大の都市の名古屋から

天に昇ってし、く様子に見立てた昇龍道の象徴的なルートである。

「中部国際空港～名古屋～a郡上八幡～下目温泉～k亘 山～富山～ι亘
旦～d金沢～和倉温泉～旦盤』皇～小松空港」等は「ドラゴン ・ルート」の

代表的な観光ルートとなっている。

問 1 下線部 aに関連して、「郡上八幡」は仁己上流の名水百選第 1号制水や郡上おどりがある江戸

時代を感じることのできる奥美濃の城下町である。

空欄仁日こ入る語句として、最も適切なものはどれか、次の①～④から選びなさい。 (3点）

①長良川 ②鈴鹿川 ③黒部川 ④九頭竜川 仁歪コ

問2 下線部 bに関連して、「高山の古い町並」では、情緒豊かな雰囲気を残す江戸時代の町屋を散策

することができる。

「高山Jに所在しない観光地（観光施設）はどれか、次の①～④から選びなさい。 (3点）

①合掌造り民家園 ②吉島家住宅 ③日下部民塾館 ④宮川朝市 仁亙ヨ

問 3 下線部 cに関連して、高岡市内にある日本の白砂青松・渚百選に選ばれた仁己からは、富山湾越

しに 3000m級の立山連峰を望むことができる。

空欄仁己iこ入る語句として、最も適切なものはどれか、次の①～④から選びなさい。 (3点）

①越前海岸 ②雨晴海岸 ③気比の松原 ④虹の松原 仁E
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日本地理－5（解答番号仁E ～仁劃） 平成 28年度

7 

8 

問 4 下線部 dに関連して、金沢駅から和倉温泉までを下記のルートで観光した場合、次の空欄仁口こ

入る語句として、最も適切なものはどれか、次の①～④から選びなさい。 (3点）

く観光ノレート ＞

金沢駅～千里浜なぎさドライブウエー～巌門～日 コ～禄剛崎灯台～

見附島（軍艦島） ～穴水～和倉温泉

①東尋坊 ②兼六園 ③白米千枚田 ④永平寺 亡霊コ

問 5 下線部 eに関連して、石川県輪島の「朝市」には多くの観光客が訪れる。日本各地の朝市とその

所在する都道府県にある観光地等の組み合わせとして、誤っているものはどれか、次の①～④か

ら選びなさい。 (3点）

①あつみ温泉朝市 中尊寺 ②勝浦朝市 犬吠埼灯台

③函館朝市 ー トラピスチヌ修道院 ④ 呼子の朝市一吉野ヶ里遺跡 仁亙つ

本年 5月に開催された「伊勢 ・志摩サミットJは、三重県 a志

屋盟南部の仁口こ浮かぶ景勝地の賢官開催された。

伊勢 ・志摩は、リ アス式海岸と大小さまざまな島々や 20年に 1

度、式年遷宮の行われる伊勢神宮などがあり、日本の美しい自然

と豊かな文化、伝統を一度に味わえる観光地である。

問 1 下線部 aに関連して、日本各地の半島に所在する観光地等の組み合わせで3誤っているものはどれ

か、次の①～④から選びなさい。 (3点）

①牡鹿半島一金華山 ②三浦半島一御前崎

③伊豆半島 一石廊崎 ④渥美半島一伊良湖岬 仁亙コ

問 2 空欄仁口 こ入る語句として最も適切なものはどれかよの①～④から選びなさい。 (3点）

①英虞湾 ② 伊勢湾 ③三河湾 ④的矢湾 [][] 

「天橋立j は、 生基 盤底北部、日本海の宮津湾にあり、幅は

約 20m～170m、全長約仁0kmの石油でで、きた砂浜に大小約

8000本もの松が生い茂っている珍しい地形で、その形が天に

架かる橋のように見えることから「天橋立」と名がつけられ

た。
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日本地理－6（解答番号 仁E ～0U) 平成 28年度

9 

問 1 下線部 aに関連して、京都府に所在しない温泉、観光地、観光施設等の組み合わせはどれか、次

の①～④から選びなさい。 (3点）

①伊根の舟屋 経ヶ岬灯台 ②貴船神社一鞍馬温泉

③城崎温泉 一玄武洞 ④保津峡 嵯峨野トロッコ列車 仁E

問2 空欄仁口こ入る数字として、最も適切なものはどれか、次の①～④から選びなさい。 (3点）

① 1 km ② 3 km ③ 10 km ④ 30 km 仁E

2007年に「石見銀山遺跡とその文化的景観」として世界文化

遺産に登録された a 石見銀山では、 16世紀から 17世紀に大

量の銀が採掘された。石見銀山はその功績や町並みだけでな

く採掘当時から周囲の自然に配慮、した環境保全が成されて

いた。石見銀山の港町として栄えた仁口且泉は、 1300年以

上の歴史があり静かで落ち着きのある温泉街である。

問 1 下線部 aの石見銀山と同ーの県に所在しない下記の観光施設として、最も適切なものはどれか、

次の①～④から選びなさい。

①足立美術館

③森鴎外旧宅・森鴎外記念館

②水木しげる記念館

④ 小泉八雲記念館

(3点）

仁亙コ

問 2 下線部 aに関連して、日本各地に存在した鉱山と県名の組み合わせとして誤っているものはどれ

か、次の①～④から選びなさい。

①足尾銅山 一群馬県

③ 佐渡金山 新潟県

②生野銀山 一 兵 庫 県

④別子銅山 愛媛県

(3点）

仁亙コ

問 3 空欄Q]iこ入る語句として、最も適切なものはどれか、次の①～④から選びなさい。 (3点）

①湯田 ②玉造③皆生④温泉津 仁E
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日本地理－7（解答番号 [IT]～仁ill) 平成 28年度

10 
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a 四国 4県（徳島県、香川県、愛媛県、高知県）は、「ス

ピリチュアルな島～四国遍路～」？として広域観光周遊ル

ートに選ばれた。

b 「四国遍路とお接待の心の文化」 「日本の原風景が残る

未知なる観光地」「1200年の歴史や文化に触れる旅」を

コンセプトに外国人旅行者に満足してもらえる観光地を

団十旨している。

問 1 下線部 aに関連して、各県の代表的な河川、観光施設等の記述として誤っているものはどれか、

次の①～④から選びなさい。 (3点）

①徳島県を西から東に流れる仁淀川は、「四国三郎j とも呼ばれる四国最大の大河である。

② 香川県高松市にある栗林公園は、紫雲山を借景に池と築山を配した庭園である。

③愛媛県宇和島市にある天赦園は、池泉廻遊式の大名庭園である。

④高知県にある四万十川は、「日本最後の清流」として知られ、増水すると沈む、沈下橋を見ること

ができる。 [IT] 

問 2 下線部 aに関連して、各県とお祭り・イベントと名物料理の組み合わせで正しいものはどれか、

次の①～④から選びなさい。 (3点）

県名 お祭り ・イベント 名物料理

① 徳島県一一ー阿波おどり 一一一一一ーさぬきう どん

②香川県一一ー琴弾八幡宮大祭一一一周ふくめん

③愛 媛県一一ー新居浜太鼓祭り 一一一一一祖谷そば

④高知県一一ーよさこい祭り 一一一一一一皿鉢料理 仁司

問 3 鴨川に関連して、「四国八十八ヶ所めぐり」の以下の各寺院についての記述で、仁コこ当

てはまる語句の組み合わせとして正しいものはどれか、次の①～④から選びなさい。 (3点）

徳島県にある霊山寺は、四国八十八ヶ所の第一番札所で、@TIとして知られる。

香川県にある善通寺は、四国八十八ヶ所の第七十五番札所で、お大師様のlliIJとして、 京都府

の東寺、和歌山県の高野山と並ぶ弘法大師三大霊跡のひとつである。

愛媛県にある石手初、四国八十八ヶ所の第五十一番札所で、日本最古といわれる[[illの近く

にある。

高知県にある竹林寺は、四国八十八ヶ所の第三十一番札所で、[Jilliこあり その頂上からは高知市

街と浦戸湾が一望でき る位置にある。

（ア）（イ）（ウ）（エ）

①発願の寺－－－－－御誕生所一一道後温泉一一石鎚山 i

②御誕生所一一発願の寺一一鈍川温泉一一五台山

③発願の寺一一御誕生所一一道後温泉一一五台山

④ 御誕生所一一発願の寺一一鈍川温泉一一石鎚山 仁司
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日本地理－8（解 答 番 号 仁 百 ～ 仁豆） 平成 28年度

11 
温車と・11!:2化ゾーン a・・と由緒ソーュ，

守

日 副措ゾーュ，

fブランド禽町翠】

外国人旅行客向けに選定された「広域観光周遊ノレート」の中の「温

泉アイランド九州、｜」は、日本有数の温泉源泉教と湧出量を誇る温泉、

その温泉を育むダイナミックな自然、古くから海外との窓口だった

歴史が育んだ豊かな食文化、世界文化遺産をはじめとする歴史 ・文

化資源など、九州 7県の多様な魅力を楽しむ周遊ルートである。

主な広域観光拠点地区（福岡、長崎、阿蘇 ・黒川、 宮崎、鹿児島等）

に韓国、中華圏、欧州、｜からの個人旅行客の拡大を図ることが目的で

ある。

問 1 広域観光拠点のひとつで、あり、江戸時代は立花氏の城下町として発展し、どんこ船で、水郷めぐり

のできる都市として最も適切なものはどれか、次の①～④から選びなさい。

①柳川市 ②潮来市 ③ 小城市 ④吉元肥市

問 2 広域観光拠点のひとつで、あり、明治の頃に外国人の避暑地として聞かれた国際的な観光地で、古

湯 ・新湯・小地獄の 3つに分かれ、湯けむりが漂う街並みの温泉街として最も適切なものはどれ

か、次の①～④から選びなさい。

①武雄温泉 ②由布院温泉 ③平戸温泉 ④雲仙温泉

(2点）

仁E

問 3 広域観光拠点の熊本地区の近くにあり 、日本最大級の石造りアーチ水路橋で、国の重要文化財－に

指定されているものとして最も適切なものはどれか、次の①～④から選びなさい。 (3点）

① 眼鏡橋 ②錦帯橋 ③西田橋 ④通潤橋 仁歪コ

問4 宮崎県にある観光地等に関する次の文章について誤っているものはどれか、次の①～④から選び

なさい。 (3点）

①高千穂峡には、日本の滝百選に指定されている「真名井の滝」がある。

②えびの高原では、 「御11荷馬」と呼ばれる野生馬が静かに草を食んでいる姿を見ることができる。

③ 西都市には、日本全国有数の大古墳群である「西都原古墳群」がある。

④青島には、「鬼の洗濯板」と呼ばれている波状岩がある。 DD 

問 5 広域観光拠点の鹿児島地区に関連して、下記のノレー トで観光した場合、仁日こ入る語句として

最も適切なものはどれか、次の①～④から選びなさい。 (3点）

く観光ルート ＞

鹿児島中央駅～仙闘機庭園）～指宿温泉（砂蒸し温泉体験）～仁己～池田湖

～知覧武家屋敷～鹿児島中央駅

①長崎鼻 ② 桜島 ③佐多岬 ④霧島神宮 仁豆コ
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日本地理－1（解答番号仁口～仁豆コ） 平成 27年度

各問題に対する解答は配付したマークシートの解答欄にマークすること。例えば仁亙と表示のある問題に対して④と解答する場合は、解答

番号仁亙コ の解答欄の④にマークすること。

1 次の（1）～（4）は日本における世界遺産及び日本ジオパークの写真とそれに関する説明である。それらを参照して、それぞ

れの問いに答えなさい。

(1) 

（各 3点×20=60点）

示室疎詰属の交J属に隣接した背長は、①出哉怯宝の隆道と沈降によってできた法衣

カルスト地形の無人島です。島には、 ドリーネと呼ばれる金星通やラピエとよばれる

③鋭くとがった岩が幻想的な自然の風景をつくりだし、海鳥の議皇、通や④ウミガメの

量幽こもなっており、エコツーリズムが満喫できる島です。

問 1 この島が位置する自治体として、最も適切なものはどれか、次の①～④から選びなさい。 仁口

①主権這 ②策責訴 ③住池島県 ④持縄県

問2 この島のエコツーリズムは、人数や時間および散策するコースを制限し、自然保護・保全に努めている。このよう

なエコツーリズムの方法や制度はどこのものを参考にしているのか、最も適切なものを次の①～④から選びなさい。

①イエローストーン ②グレートバリアリーフ ③ガラパゴス ④シュパノレツパノレト 仁日

間3 小笠原諸島の南島に関する説明の中で、誤っているものが 1つある。それはどれか、説明文の①～④から選びなさい。

仁己
問4 日本の世界自然遺産は、（A）婦長、（B）旨締山地、（C）小笠原諸島、 (D）長久し議の 4つである。 4つを北から南

に順番に並べるとどのような組み合わせになるか、最も適切なものを次の①～④から選びなさい。 仁日

① ABCD ② ACBD ③ ABDC ④ ADCB 

問5 小笠原諸島における世界自然遺産を維持管理していくうえで問題となっている外来種として、最も適切なものはど

(2) 

れか、次の①～④から選びなさい。 仁日

① 犬②猫③鶏④玄

三カ釜ジオパークは① 日本ジオパークの 1つで、す。この地域では、クビナガリュウな

どの官追うなどが生息していた② 1億年前の時代から、若撲がつくられた③ 5000万年

前の時代を経て、その石炭が発見されて炭鉱の町になるまでの時間旅行を楽しめます。

古い時代のこの地域の海底で泳いでいた生物の 1つに④巨大な三業百があり、それら

の化石は 1億年前の古い地層から発見され、この三笠市内の博物館に展示されています。

問 1 このジオパークの JRの最寄り駅として、最も適切なものはどれか、次の①～④から選びなさい。 ヒ日

①五免抜 ② いわき ③牢蔀 ④貰芳

問2 このジオパークに関する説明の中で、誤っているものが 1つある。それはどれか、説明文の①～④から選びなさい。

仁日
問3 このジオパークはかつて炭鉱として栄えた。この炭鉱の発展に寄与した人物として、正しいものはどれか、次の①

～④から選びなさい、。 仁E
① 1志；i''

問4 このジオパ一クの近くに過去に立地していた炭鉱として、最も適切なものはどれか、次の①～④から選び、なさし、。

仁日
J与 t、｛す

① 三池炭鉱 ②高屋炭鉱
ゅうばり

③夕張炭鉱
み ね

④美祢炭鉱

問5 このジオパークと同様に石炭の鉱山、ないしは炭田が主要なジオサイトとなっているジオパークとして、最も適切

なものはどれか、次の①～④から選びなさい。 日目
①議属ジオパーク ②量戸、ジオパーク ③区魚.＂Jnジオパーク ④援議其主ジオパーク
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日本地理－2（解答番号仁E ～ 仁II]) 平成 27年度

(3) 

へL あしき ti

叩急京：吟ご.：·.~~比三i三恥 ｜ 

J三r寸示示耳 主言；：~ 
日本の古都である京訴は、 a8世紀末、当時の中国の都城を規範に、凶釜室として

建設され、以後約 1000年の長きにわたって繁栄した。世界遺産に登録されている 17の

資産は、いずれも芸術的価値が高く、 c約 200棟に及ぶ建造物（国宝 ・重要文化財）を

擁するほか、優美な庭園によって構成されている。倉lj建当初の建造物は、過去に相当部

分を焼失してしまっているが、再建を繰り返し、現在も日本文化の象徴として大切に守

られている。

卜轟企：，＿.‘

N戸言 〉 坦聖 l 
卜..... ，叫f＂問噌顧三一咋情＂ I 

問 1 世界遺産「古都京都の文化財」に関する説明文の中で、下線部 a～cの語句の表現として、最も適切なものはどれか、

次の①～④から選びなさい。 仁田

① aとbは正しい ② bとcは正しい ③ aとcは正しい ④ aとbとcのいずれも正しい

間 2 世界遺産「古都京都の文化財」の構成資産のうち、それぞれの社寺の本堂が支蔀掃に所在しない建造物はどれか、

次の①～④から選びなさい。 仁田
ん りゃく りょ うあ ν1 だ いこ

①天龍寺 ②延暦寺 ③龍安寺 ④醍醐寺

問 3 長訴市に所在する建造物のうち、世界遺産「古都京都の文化財」の構成資産に含まれていないものはどれか、次の

①～④から選びなさい。 仁E
①法解、寺 ②扶湖尚笑桂 ③詰京等 ④茜美w

問4 世界遺産「古都京都の文化財」の構成資産のうち、日本の十円硬貨に描かれている鳳嵐量の社寺が所在する場所は

どこか、次の①～④から選びなさい。 仁E
①宴筒禁吊 ②五両首 ③告互市 ④宇治市

問 5 世界遺産「古都京都の文化財Jを構成する社寺に関する次の文章について、誤っている内容のものはどれか、次の

(4) 

①～④から選びなさい。 仁田

①三築家は、 JR京都駅から見て北方向に位置する江戸時代の城跡である。相！？家議の特賞量ノずの負長と徳川基蓄の

矢鼓峯筆が行われ、 250年以上続く江戸時代の始まりと終鷲の場所である。

②雇亮三手は、寺院全体を「左衛等」として知られ、最も距離の近い資産としては龍安寺がある。1950年の放火により

焼失したが、 5年後に再建 ・復元された。

③ミダ宝護国寺 （象う寺）は、員会L崇の根本道場であ り、東寺真言宗の総本山でもある。東本願寺 ・西本願寺とともに、

JR京都駅から徒歩圏内に位置する。
おむろごしょ

④詰山寺は、皇室とゆかりの深い寺で、出家後の宇多法皇が住んだことから、「御室御所j と称されている。「古都京都

の文化財j を構成する社寺において、最も西に位置する。

ふ じさん とは い

富士山は、日本最高峰の山であり、古来より 、日本の象徴的存在として山頂への登拝や

首麓にある霊地への巡礼などが行われてきた。こうした山岳信仰とともに、話制品、の浮

世絵（富獄三十六景）に代表される芸術上の主要な題材として、日本国内のみならず国際

的にも大きな影響を及ぼした文化的景観を形成している。「富士山→ 言仰の対象と芸術の

源泉Jとして、語筒蕗と日梨県にまたがる、信仰遺跡群や登山道、言主主湖、山麓の議I前
神柱など、 25の構成資産が世界遺産に登録されている。

問 1 世界遺産 「富士山一信仰の対象と芸術の源泉」の構成資産のうち、山梨県に所在するものはどれか、次の①～④か

ら選びなさい。 口百
み ｛をの 主つばら

① 三保松原 ②旨みと；？造 ③言±尚本宮浅間支柱
おしのはつかい

④忍野八海

問2 富士五湖のうち、 一番西側は納品湖、 一番東側は訂争涌で、あるが、西から東に並べた順番として正しいものはどれ

か、次の①～④から選びなさい。 仁田

①本栖湖一面渦－精選湖－ii品涌一山中湖 ②本栖湖一精進湖一河口湖一西湖一山中湖

③本栖湖一西湖一河口湖一精進湖一山中湖 ④本栖湖一精進湖西湖 河口湖一山中湖
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日本地理－3（解答番号 仁E ～仁亙コ） 平成 27年度

問3 富士五湖のう ち、日本の現在の千円紙幣に描かれている湖はどれか、次の①～④から選びなさい。 仁歪コ

①本栖湖 ②山中湖 ③河口湖 ． ④精進湖

問4 富士山観光のひとつでもある箱根を訪ねる場合に、給自封L議道、箱根登山ケーブノレカー、箱根ロープウェイ、 芦フ

湖遊覧絡を利用する観光ノレートがある。箱根登山鉄道の納長湯t禾を出発し、芦ノ湖遊覧船の箱根町に出る場合、そ

の乗り換え地点の経路として正しいものはどれか、次の①～④から選びなさい。 仁E
おおi，くだに そ J人，ざん レッげんにい

①箱根湯本 強羅 大涌谷 早雲山一桃源台一箱根町 ②箱根湯本一強羅一大涌谷一桃源台一早雲山一箱根町

③箱根湯本一強羅－早雲山一大涌谷一桃源台箱根町 ④箱根湯本強羅早雲山一桃源台大涌谷箱根町

問5 上の問 4による観光ルートの周辺には、多く の観光客の訪れる美術館がある。上の問4による観光ルート以外にあ

豆ものはどれか、次の①～④から選びなさい。 仁E
①詰刻の議美術館 ②ガラスの森美術館 ③森美術館 ④ラリック美術館

2次の（1）～（5）は日本の観光地に関連する写真と説明である。それらを参照して、それぞれの問いに答えなさい。

(1) 

Ir：：＇！明，＿.・回一長単 － ！，；.＜~~，~舟透~
.... ，『L 回 トーヨ，.－~三l－ 

（各 3点×10=30点）

妄車撲にある国宝「在去五うj は、別名 「繰志強〉」ともいわれ、現在の天守は、築城

から約 400年余り経過している。二の丸正門、太鼓門などが復元され、現存する玉層六

階の天守閣からは、松本市内と遠くには北アルブ。スを眺めることができる。

姫路城、 彦根城、犬山城、 ｜ a ｜とともに国宝の天守のひとつである。

問 1 匡E に入る語句は、加5年 5月に国宝の指定を受けた城である。最も適切なものはどれか、次の①～④から選

びなさい。 DI] 
①岡山城（岡山県） ②熊本城（熊本県） ③松江城（島根県） ④ 松山城（愛媛県）

問2 松本城と閉じ長野県に所在し、スノーモンキーで有名な「臨ま討議ぷ苑」が所在する市町村として正しいものは

(2) 

どれか、次の①～④から選びなさい。 仁司

①上田市 ②諏訪市 ③野沢温泉村 ④山ノ 内町

立山黒部アルペンルートは、ケーブルカ一、ロープウェイ、 トロリーパスなどを乗り

継ぎ、富山県立山町 長野県大町市間の、 ｜ a ｜国立公園内にある北アルプス

を貫く観光ルートである。広大な景観、可憐な高山植物、秋の紅葉、期間限定（4月～6

月）の b「雪の大谷Iなどの大自然を楽しむことができる。

間 1 匡Eに入る語句として、最も適切なものはどれか、次の①～④から選びなさい。 仁亙コ

①出言語嵩蹟 ② w語芦詰益出 ③白色 ④中話出藍

問2 下線部bの見学ができる地点として、最も適切なものはどれか、次の①～④から選びなさい。 仁亙コ

①訟平〉 ②重量 ③芙観長 ④詩r~~t
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日本地理－4（解答番号 仁E ～ 仁回） 平成 27年度

(3) 

2015年 3月 14日に開業した北陸新幹線により 、観光客が急増した金沢市内の観光地

としては、 a 日本三名園の一つである兼六園、前田利家が創建した加賀百万石の居城跡

である金沢城公園、 b手lj家とその正室が配られている尾山神社、江戸時代の雰囲気を残
ぽだ い じ みよう ＇ ）じ

すひがし茶屋街、 c加賀藩二代藩主前田利長の菩提寺である妙立寺、近江町市場などが

挙げられる。

問 1 下線部 a""'Cの語句の表現として、最も適切なものはどれか、次の①～④から選びなさい。 仁E
① aは誤り ② bは誤り ③ cは誤り ④ aとbとcし、ずれも誤り

問 2 近江町市場に関連して、外国人旅行者が多く訪れる市場と所在地の組み合わせとして、誤っているものはどれか、

(4) 

次の①～④から選びなさいo ~ 

①巣地場非雨場＝東京都 ②福百場＝京都府 ③融制場＝兵庫県 ④校主ぷ菱石場＝沖縄県

融 .0J/'i、東京の中心部から約 50km離れた 主主世に位置する標高約U 也 の山

であり、ミシュランガイドの「三ツ星Jに選ばれたことにより 、世界中の観光客がハイ

キングに訪れる名所となっている。代表的な 1号路（表参道コース）は、ケープツレカ一

清滝駅前広場から上りはじめ、高尾山駅、さる園、たこ杉、｜上｜門などを通り、参拝する

と幸福に恵まれるという ι差豆単を経二て、山頂へと至る約｜ d 1kmの道である。

問 1 下線部 a～cの語句の表現として、最も適切なものはどれか、次の①～④から選びなさい。 巴日
① aは誤り ② bは誤り ③ cは誤り ④ bとcは誤り

問 2 匡固に 入 る 数字として、最も適切なものはどれか、次の①～④から選びなさい。 ~ 
① 0.8 

(5) 

② 1.8 ③ 2.8 ④ 3.8 

記属黛濯造t市ときZ長｛見守i！＇情を結ぶ a 「j最戸内しまなみ海道｜（歯~ii声白首量這）は、
b 「i米Lj~，1 白1由通話盆峰j の 3 ルートの中で唯一 自転車専用道（有料）を併設しており、

世界的にも有名なサイクリングロード、として知られ、最近では香港・台湾・インドネシ

ア・シンガポールなどから多くのサイクリストが訪れている。

問 1 下線部 aの「瀬戸内しまなみ海道」のノレー ト上に所在しない観光地はどこか、次の①～④から選びなさい。

①突出制H ②耕三ノ等 ③平日郁夫美fiti飴 ④焔ミュージアム 仁亙

問 2 下線音IIbの「本州、｜四国連絡道路」に関する記述として誤っているものはどれか、次の①～④から選びなさい。

仁豆ゴ
①瀬戸中央自動車道にある議声尖稿は、瀬戸内海をまたいで尚山県蒼敷誌と新｜’｜｛見説、曲下宿を結ぶ橋の総称で、海峡部の

全長は 9,000mを超えている。

②瀬戸大橋は、 5つの島を上下 2段構造（上部 ：自動車道、下部 ：ぷ這）の 6つの橋で結んでおり 、鉄道と道路を併用

した橋としては世界最大級の総延長約 13kmを誇る。

③ 神戸桜路i俳句局面J単這は、実屋県神戸市と話語及品同市を結ぶ高速道路で、途中にあるら結社Eさ咲笑詰に造られた海

上遊歩道の先端にある展望室からは渦潮を見ることができる。

④西瀬戸自動車道は、レンタサイクルのターミナルが 10か所以上設置されており、相互に乗り捨てが自由にできる。
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日本地理－5（解答番号仁巴～仁配） 平成 27年度

3 日本の大都市に関する次の文章を読んで、それぞれの問いに答えなさい。 （各 2点×5=10点）

日本では、高度経済成長期において農山村からω主査亙への人口移動が著しく、その時期における（2）東京・大阪・名古

屋の大都市圏での流入人口と流出人口の差である社会増加は 1100万人にものぼった。このようなω東京・大阪・名古屋

などの大都市圏に人口が集中する状況は、都市部における経済発展と産業の高度化にともなう入手不足が大きな要因のひ

とつとなっており、労働力が都市に流出した農山村は遍命記域になっているO 一方、大都市では人口増加に社会資本の投

入が追いつかず、環境汚染や公害、地価の高騰、住宅難、交通の混雑といった都市問題に直面した。また、大都市には、

金融や情報など多くの都市機能も集中し、雇用機会も多い。なかでも（4）東京は、中枢管理機能や資本の集中・集積の程度

が特に高く、 一極集中が進んでいる。このような集中や都市と地方の格差も日本における都市問題となっている。そのた

め、大都市では、地方への都市機能や工場の分散、あるいは都市計画の実施やニュータウンの建設などによって、都市問

題を克服する努力を続けている。

問 1 下線（1）に関連して、日本の大都市とそれが立地する平野の組み合わせとして、誤っているものはどれか、次の①～④

から選びなさい

①仙台市柏答平野 ②横浜市：闘員平野 ③名古屋市濃濯平野

仁E
④福岡市：給与平野

問2 下線（1）に関連して、日本の大都市で最も北に位置しているのは札幌市である。世界の大都市において、札幌市とほぼ

同じ緯度に位置するものとして、最も適切なものはどれか、次の①～④から選びなさい。 仁E
①ローマ ②パリ ③ j品 ④ロサンゼ、ルス

問 3 下線（2）に関連して、 2014年国連統計における世界最大の人口を擁する東京大都市圏に次ぐ人口規模の大都市圏とし

て、最も適切なものはどれか、次の①～④から選びなさい。 亡霊ユ
①主 洋、 ②、ジャカルタ ③北京 ④ロサンゼ、ルス

問4 下線（3）に関連して、都市に居住する人口の総人口に対する割合は都市人口率で示される。 2014年国連統計における

日本のおよその都市人口率として、最も適切なものはどれか、次の①～④から選びなさい。 仁亘コ

① 30% ② 50% ③ 70% ④ 90% 

問5 下線（4）に関連して、東京の中心的な駅のひとつである東京駅は、各地から鉄道が集まるターミナル駅になっている。

それぞれの JR線の鉄道を利用して最初に停車する県庁所在地として、誤っているものはどれか、次の①～④から選

びなさい。 仁司

①東海道本線：横浜市 ②東北本線：さいたま市 ③高崎線：前橋市 ④中央本線：甲府市
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