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地理・自然・街並
地理・自然・街並編

問題001

流氷の底にある薄い茶色をした部分を何と呼ぶでしょう。

問題002

網走川の源流から河口までの流れを次の4つの地名を並べ替えて、正し
い順番にしてください。
• 網走湖

• 美幌

• オホーツク海

• 津別

問題003

網走市は北緯何度に位置する街でしょう。

問題004

早 春、流氷が去っていく頃に、オホーツク海で見られる蜃気楼を何と

問題005

気象台が観測した網走市の過去最低気温は ?

問題006

能取湖の南岸に群生するサンゴ草の正式名称は ?

問題007

全 国でも屈指の日照率を誇り、晴天の多い網走市。過去最高の日照率

呼ぶでしょう。

を記録したのは1916年（大正5年）ですが、その時の日照率は何パー
セントだったでしょう。

02

001

170

冬になると、能取岬には滝が凍った大小様々な氷爆群が出現します。

問題009

毎年4月下旬ごろから、白い花を咲かせる水芭蕉。網走から女満別にか

能取岬にある氷瀑群の名前（通称）を9ヶ所あげてください。

けては国内最大級の水芭蕉の群生地が広がっていますが、その広さは
何ヘクタールでしょう。

問題010

問題011

アムール川河口付近には流氷が生まれるために必要なある特徴があり
ますが、それはどのようなことでしょう。

「流氷の赤ちゃん」と呼ばれているものは何

?

問題012

網 走市能取には樹齢約300年のヤチダモの木があって、林野庁指定の

問題013

網 走の市街地から天都山をとおり、八坂、東網走、中園、豊郷の農村

全国とある百選に指定されています。その百選の名称を答えてください。

景観を抜け、オホーツク海へと続く網走ならではの景観が楽しめる観
光ルート「感動の径」。その総延長は約何キロでしょう。

問題014

1948年（昭和23年）に網走新聞社主催で、網走を代表する自然景観
を選ぶ市民による投票が行われました。その結果として選出された「網
走八景」の8つをすべて答えてください。

03

地理・自然・街並編

問題008

地理・自然・街並
地理・自然・街並編

問題015

市民の憩いの場所として利用されている「中央公園」の開園式が行わ

問題016

網 走市には国指定の史跡がニヶ所あります。ひとつはモヨロ貝塚。も

問題017

自然豊かな網走市の総面積のうち、森林は約何パーセントを占めてい

問題018

網
 走市の住所には町域名に漢数字の入っているところが5ヵ所あります。

問題019

網走刑務所用地内にある「三眺山」の名前の由来となった3つの眺めと

問題020

三浦綾子の小説「続氷点」の終章で、ヒロインの陽子は流氷を見て「流

れた年月日は ?

うひとつの史跡の名称は ?

るでしょう。

その地名をすべて答えてください。

は?

氷が燃える」とつぶやきました。この終章の舞台となった網走の海岸
はどこでしょう。

問題021

網走の名勝天都山の頂上には有名な歌人と俳人の碑があります。いず
れも天都山の風景を象徴した作品を残した俳人と歌人の名前をあげて
ください。

04

001

帽子岩は網走港のシンボルですが、このように呼ばれ始めたのは昭和
初期頃から。本来の名称はアイヌ語にちなんで、何と呼ばれていたでしょ
う。

問題023

網走の南公園には本州産のうるしの樹林があります。この苗木は江戸
時代に植栽されたものといわれていますが、何藩から移植されたもの
でしょう。

問題024

網走市の漁港のうち、国の緊急避難港に指定されている漁港の名前は ?

問題025

網走市には4本の国道が通っていますが、網走市が終点となっている国

問題026

天都山展望台前庭には、第12代網走支庁長の渡辺勘ーが天都山と命名

道は何号線でしょう。

したことを記念して植えられたある植物が現存しています。その植物
とは何 ?

問題027

問題028

網走湖に突き出すように伸びている呼人半島。その半島に整備された
「呼人探鳥遊歩道」の総延長は約何キロでしょう。

「こまば木の広場」には森の中を縫うようにして遊歩道が設置されてい

ますが、その道の総延長は約何キロでしょう。

05
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問題022

170

地理・自然・街並
地理・自然・街並編

問題029

市民や観光客が集うことのできる学習・体験型の観光公園として整備
が進められている「大曲湖畔園地」。その総面積は約何ヘクタールでしょ
う。

問題030

網走川沿いにあるエコーセンター。そこに立っているトーテムポール

問題031

網 走を代表する桜の名所「天都山」には約1,000本もの桜の木が植え

問題032

毒性があるために馬が食べないことを活用し、白鳥公園付近の濤沸湖

問題033

雪解け後、4月から5月にかけて北海道東部の海岸近くで花を咲かせ、

の高さは何メートルでしょう。

られています。その桜の品種とは何 ?

岸において植生回復が図られている植物とは何 ?

背丈10cm から30cm 程度に成長。一茎に一花のみ黄色い花を咲かせ
る網走市に隣接する街の名前が付いている植物とは何 ?

問題034

キケマンソウ科キケマン属の多年草で、網走では4月から5月に青紫色
の花を咲かせ、地中茎が漢方薬の「延胡索」に似ていて、北海道に植
生することから名前が付けられたとされる植物とは何 ?

問題035

網走周辺では能取岬や小清水原生花園で6月中旬から8月上旬頃にかけ
て黄色い花を咲かせ、海岸の草地や砂浜に自生する多年草で、よく「エ
ゾカンゾウ」とも間違えられる花は何 ?

06

001

001
解答

と

解説
005

 イスアルジー
ア

解答

 イナス29.2度
マ

解説）流氷の底の着色層は、植物プランクトンの一

解説）1902年（明治35年）にマイナス29.2度

種である藻類（アルジー）によるものです。氷の中

を記録したのが網走市の過去最低気温です。

に生息しているので「アイスアルジー」と呼ばれま



す。3月にはこれが大繁殖し、海の生物にとって重

006

要な栄養源となります。

解答

 ッケシソウ
ア
（厚岸草）



解説）北海道東部の

002

厚岸町牡蠣島で発見

 別（つべつ）→美幌（びほろ）→
津

されたことから、地

網走湖（あばしりこ）→オホーツク海

名にちなんでアッケ

解説）網走川は阿寒の山々にある源流から、津別

シソウと命名されま

町、美幌町を通って、網走湖に流れ込みます。そこ

した。

解答

から大曲で大きく蛇



行し、網走の市街地

007

を経て、オホーツク

解答

52パーセント

海へと流れ込んでい

解説）過去最高の日照率は1916年（大正5年）の

ます。

52% で、日照時間が2311.1時間だったと記録さ
れています。逆に過去最低の日照率は1926年（昭

網走川空撮

和元年）
の37% で、
日照時間は1627.4時間でした。





003
解答

 緯44度（ほくい44ど）
北

008
解答

 コジョの滝、クジラの滝、
オ

解説）網走周辺は北半球では最も低緯度で流氷が見

オオワシの滝、メノコの滝、オノコの滝、

られる地域です。世界で同緯度の国にモナコなどが

3本柱の滝、
トッカリの滝、オジロの滝、

あります。

ハヤブサの滝
解説）冬になると、能取岬では大小様々な氷爆（ひょ



004
解答

うばく）群ができます。高さが約40m もある通称

 氷（げんぴょう）
幻

「オコジョの滝」
、昔クジラが打ち上げられたことも

解説）3月下旬から5月初旬ごろ、流氷が去ってい

あるという通称「クジラの滝」
、オオワシとオジロ

く時期のオホーツク海では気象条件によって「幻

ワシに遭遇できる

氷」と呼ばれる蜃気楼

確率の高い通称「オ

が発生します。残雪の

オワシの滝」などが

オホーツクの海岸線を

あ り、 中 に は ア イ

ドライブしていると、

スクライミングを

見ることができるかも

楽しむことができ

幻氷の浮かぶ海

しれません。

能取岬の氷瀑群

る氷爆もあります。

07

地理・自然・街並編

解答

170

地理・自然・街並
地理・自然・街並編

009
解答

動を進める事業の一環として、日本全国の国有林の

52ヘクタール

中から直径1メートル以上の樹木やシンボルとなっ
解説）網走から女満

ている巨木を候補として選び、その中から百本を選

別にかけての湿地帯

定したものです。

には、国内最大級の

網走からは能取地区の国有林にある通称「岬のヤチ

水芭蕉の群生地が広

ダモ」が選定されました。

がっています。



013

水芭蕉の群落

解答

 30キロ
約

解説）季節ごとの畑の景観が満喫できる「感動の径」



010
解答

は、その名の通り網走ならではの感動的な風景を満

 分濃度が薄い
塩
（えんぶんのうどがうすい）

喫できる道です。

解説）オホーツク海は他の海に比べると水深の浅い

雄大な農村景観の向こうには、オホーツク海や知

海であり、周囲を大陸や半島に囲まれた閉じた海で

床連山、斜里岳を望

す。そのため、アムール川から流れ込んだ大量の川

むことができるため

の水が、オホーツク海の海水の塩分濃度を下げ、流

「美しい日本の歩き

氷が誕生しやすい環境を作り出しています。オホー

た く な る み ち500

ツク海は世界的に珍しく、最も南に位置する凍る海

選」にも選ばれてい

のひとつです。

ます。
感動の径の農村景観



011
解答



 晶（ひょうしょう）
氷

解説）流氷も初めから大きな氷として、海に浮かん

014
解答

 網走湖（あばしりこ）
①

でいるわけではありません。まず「氷晶」という小

② 天都山（てんとざん）

さな氷の結晶が海水の中に沢山できます。その「氷

③ 原生花園（げんせいかえん）

晶」が集まって氷となり、大きな流氷へと成長して

④ 桂ヶ岡（かつらがおか）

いくのです。

⑤ 能取岬（のとろみさき）



⑥ モヨロ貝塚（かいづか）

012
解答

⑦ 知床遠望（しれとこえんぼう）

 の巨人たち百選（ひゃくせん）
森

ヤチダモの木

08

⑧ 三眺山（さんちょうざん）

解説）2000年（平

解説）戦後、国民生活の充実の一環として、観光が

成12年）に発表さ

大きく取り上げられるようになり、網走でも恵まれ

れた「森の巨人たち

た自然景観を紹介し、観光地−網走を全国的に広め

百選」は、林野庁が

る動きが活発化します。

次世代への財産とし

そのような情勢の中、網走新聞社主催による市民投

て残すべき「国民の

票で「網走ハ景」が選出され、自然景観に優れた網

森林」を選び保護活

走を積極的に PR、観光を振興しました。同じ時期

001

170

岡」と名付けられました。

され、網走は全国第11位の成果をおさめ、観光地

ハ坂：1938年（昭和13年）頃に周囲の風景より「ハ

としての自信を深めていきました。

坂」と名付けられました。



丸万：
「マルオマンプト」
（アイヌ語で内陸に向かっ

015

て通じる道の河口）が訛って「丸万」になったので

解答

1974年（昭和49年）8月12日



はないかといわれています。


016
解答

 ヶ岡砦跡（かつらがおかとりであと）
桂

019
解答

網走湖（あばしりこ）

解説）1935年（昭和10年）12月24日、国指定
史跡に指定。桂ヶ岡広陵の一端に大小二つのチャシ

解説）今では「網走の名勝といえば天都山」という
ほど名が通っています。しかし、昭和の初め頃は網

（砦）が築かれています。

桂ヶ岡砦跡の外観

 ホーツク海 能取湖（のとろこ）
オ

アイヌ民族がその上

走刑務所用地内にある「三眺山」のほうが有名で、

に立ち、向かいあっ

春の桜の花見や観楓会には必ずここが使われていた

てチャランケ（談判）

そうです。

したことから「チャ



ランケチャシ」の名

020

も残っています。

解答

 ツ岩海岸（ふたついわかいがん）
ニ



解説）北海道を代表する作家、三浦綾子のデビュー

017

作「氷点」は人間の持つ原罪を問う小説でした。そ

解答

 35パーセント
約

して「続氷点」の終章で、ヒロインの陽子は右手

解説）網走市は市の総面積の約35% を森林が占

に帽子岩が見える海岸に立ちます。
『突如、ぽとり

めており、このうち国有林が約37%、市有林が約

と血を滴らせたような真紅に流氷の一点が滲んだ。

3%、その他が民有林となっています。

ー血にも似た紅が、火炎のようにめらめらと燃え



はじめた。
（流氷が ! 流氷が燃える ! ）
』と描いた三

018

浦綾子は、実際にホテルの窓からそのような光景を

解答

 眺（さんちょう） ニツ岩（ふたついわ）
三

見たと証言しています。

二見ヶ岡（ふたみがおか） 八坂（やさか）



丸万（まるまん）
解説）三眺：刑務所用地内の山（三眺山）から網走
湖・能取湖・オホーツク海の三つの水面が展望でき

021
解答

 田亜浪
臼
（うすだ・あろう）

宮 柊二
（みや・しゅうじ）

ることから「三眺」と名付けられました。

解説）大正13年（1924年）1月に網走を訪れた

ニツ岩：文字通り二つの岩礁があることが「ニツ岩」

臼田亜浪は「今日も暮るる吹雪の底の大日輪」とい

の名前の由来。この周辺は「バイラギ」とも呼ばれ

う句を残しました。

ていました。

昭和34年（1959年）に宮柊二は網走を訪れ「北

二見ヶ岡：網走湖・能取湖の間にあり、両湖を眺望

国の日筋きびしく差す下に能取網走のうみ二つ見ゆ」

できる地勢から、1899年（明治32年）に「二見ヶ

と歌いました。臼田亜浪の句は流氷館前庭に、宮柊

09

地理・自然・街並編

に、毎日新聞社主催でも「日本観光地百選」が企画

地理・自然・街並
地理・自然・街並編

二の歌は流氷館屋上に石碑として立っています。

023
解答

 津藩（あいづはん）
会

解説）網走にうるしが植栽されたのは、安政5年
（1858年）から万延元年（1860年）頃といわれ、
会津藩から移植されたものと推測されています。


024
解答

天都山の二つの石碑



 取漁港（のとろぎょこう）
能

解説）能取漁港は第4種漁港に指定されており、国
が管理する緊急避難港となっています。鱒浦、呼人

022
解答

漁港は北海道が管理する第1種漁港。網走港は港湾

 良岩（わたらいわ）
渡

として整備され、網走市が管理しています。

解説）網走港には高さ23メートルの帽子岩があり



ます。茶褐色の安山岩の岩肌で、上部が丸く平らな

025

岩は、ちょうどシルクハット（中折帽）を海上に置

解答

 道39号線
国

いたような形に見えることから、この名がついたよ

解説）国道39号線：基点〜旭川市、終点〜網走市。

うで、シャッポ岩とも呼ばれていました。渡良岩の

国道238号線：基点〜網走市、終点〜稚内市。国

「ワタラ」はアイヌ語で岩という意味。アイヌ人た

道244号線：基点〜網走市、終点〜根室市。国道

ちはカムイワタラ（神の岩）と呼んでいたようで、

334号線：網走市栄地区を経由するのみです。

この岩が網走という地名の発祥の場所だという説も



あります。

026

1874年（明治7年）に網走村に着いた外国人ラ

解答

 マナス
ハ

イマンによって「帽子のような岩」と記録され、

解説）第12代網走支庁長の渡辺勘ー（わたなベ・

1890年（明治23年）イギリス人の旅行家ランドー

かんいち）が「天都山」

が網走を通過したとき、写生図としてこの帽子岩を

と命名したのは1925年

残しています。戦時中は「トーチカ」としても活用

（大正14年）のこと。こ

され、2006年（平

れを記念してハマナスが

成18年）帽子岩に

植えられ、80年が経過し

あるケーソンドッ

た今でも、夏になると真っ

クが土木学会選奨

赤な花を咲かせています。

の「 土 木 遺 産 」 に



登録されました。

027

帽子岩



解答

ハマナスの花

 7キロ
約

解説）呼人半島にある「呼人探鳥遊歩道」は、鳥獣
保護区に指定されている国有林内に設置されてお
り、四季を通じて野鳥や植物が観察できる網走湖
畔沿いの自然豊かな遊歩道です。総延長は約7km

10

001

170

ドウォッチングを楽

解答

15メートル

しむことができるほ

解説）トーテムポールは網走の姉妹都市であるポー

か、春（4月中旬頃）

トアルバーニ市との「姉妹都市

にはミズバショウの

提携3周年記念」のシンボルと
して、中央公園に建立されまし

群落を見ることがで
きます。

呼人探鳥遊歩道の入り口付近

た。その後にトーテムポールは



移築され、現在はエコーセンター

028

の敷地内に立っています。全長

解答

約
 8.4キロ

15m のトーテムポールは建立当

解説）
「こまば木の広場」は市内の高台にある駒場

時には日本一の高さでした。

地区からつくし地区にかけて設置され、総延長約



8.4km の遊歩道は市民の憩いの場、散歩道として

031

人気を集めています。遊歩道からはオホーツク海が

解答

トーテムポール

 ゾヤマザクラ（蝦夷山桜）
エ

眺められ、よく晴れた日には知床連山も見ることが

解説）網走市の名勝・天都山にはさくら公園があり、

できます。シマリス

約1,000本のエゾヤマザクラが植栽されています。

やエゾリスも数多く

例年、5月の上旬

生息しており、動物

が桜の見頃で「天

にも出会うことので

都山さくらまつ

きる自然豊かな場所

り」も開催され

になっています。

ています。

こまば木の広場
さくらまつりの様子



029
解答

 80ヘクタール
約

解説）2005年（平成17年）に網走市が網走刑務



032
解答

 オウギアヤメ（檜扇菖蒲）
ヒ

所の農場跡地を取得した「大曲湖畔園地」では、観

解説）北浜地区にある濤沸湖岸のヒオウギアヤメ群

光客や修学旅行生などを対象にして、農作業や農作

生地では、2005年（平成17年）から市内でポニー

物の収穫体験メニューを提供しています。その他に

を飼育する市民の協力を得て、ヒオウギアヤメ群生

も緑肥作物による景観整備やフットパスの整備など

地にポニーを放牧。

を行い、市民と観光客とがともに楽しめる空間づく

「ヒオウギアヤメ」

りが進められています。

以外の野草をポニー

総面積79.3ヘクタール、農地や湿地帯、樹林帯で

に 食 べ て も ら い、

構成された「大曲湖畔園地」は、広大な面積を有す

植生回復を行って
います。

る学習と体験フィールドです。
ポニーとアヤメの群落




11

地理・自然・街並編

030

で、四季を通じバー

地理・自然・街並
地理・自然・街並編

033
解答

 タミフクジュソウ
キ
（北見福寿草）

解説）毎年、雪解け後、能取岬などで見られるのが
「キタミフクジュソウ」です。春の訪れを感じさせ
てくれる可憐な黄色
い花を咲かせる花で、
その名は網走南ヶ丘
高校の校歌にも登場
しています。
フクジュソウの花



034
解答

 ゾエンゴサク
エ
（蝦夷延胡索）

解説）網走ではキタミフクジュソウが咲いた後の4
月から5月にかけて、見ることができる花です。稀
に白や紫の花もあ
りますが、一般的
にかわいらしい青
紫色の花を咲かせ
ることで知られて
います。
エゾエンゴサク



035
解答

 ゾキスゲ（蝦夷黄菅）
エ

解説）ユリ科に属する植物である「エゾキスゲ」は
北海道に広く分布し、海岸近くの原野や湿地に群生
する多年草。草丈40cm 〜80cm、花径は7cm 〜
8cm、 茎 の 先 に1
つから数個の黄色か
ら橙色の花をつける
のが特徴です。花は
夕方に咲き、翌日の
午後にしぼむ特性を
もっています。
エゾキスゲ

12

歴 史

問題036

網走刑務所が開設されたのは西暦何年でしょう。

問題037

1879年（明治12年）に、網走の最初の移住者となった瀬川惣之助（せ

問題038

オ ホーツク文化は5世紀から10世紀にかけてオホーツク海沿岸地域で

問題039

大相撲の立行司、木村庄之助として活躍した網走市出身の澤田郁也（さ

問題040

大 正時代、後の昭和天皇が網走を行啓された時に、選ばれた宿泊施設

問題041

ニツ岩海岸近くにあった「オホーツク水族館」は2002年（平成14年）

がわ・そうのすけ）の職業は ?

歴
史
編

発達した文化ですが、オホーツク人はどこにいた民族でしょう。

わだ・いくや）は、何代の木村庄之助だったでしょう。

はどこでしょう。

に惜しまれつつ閉館しましたが、開館したのは何年のことだったでしょ
う。

問題042

網走出身で1968年（昭和43年）に4人の連続射殺事件をおこした永山
則夫（ながやま・のりお）。彼は獄中生活の中で多くの著書を残しまし
たが、第19回新日本文学賞を受賞した作品名は何でしょう。

14

001

問題043

170

網走の海岸に大きな岩が二つ並んで突き出ている「ニツ岩」。この岩に
まつわる伝説のひとつに「コタンの○○と○○が、神の怒りを鎮める
ために海に身を投じ、二つの岩になった」というものがありますが、
この○○に入る言葉とは ?

問題044

ク ジラの捕鯨基地としても有名な網走市では、1915年（大正4年）か
ら捕鯨が始まりましたが、最盛期の1950年代には最大何社の捕鯨会社

歴

があったでしょう。

史
北方民族の服の中には動物の腸で作られた服があります。それは何の

問題046

網 走市の「鱒浦稲荷神社」には、海上の安全祈願と大漁成就の感謝の

動物の腸で作られているでしょう。

印として奉納され、網走市の文化財にも指定されている絵馬がありま
す。それはどのような絵馬でしょう。

問題047

モヨロ貝塚発見や、網走地方の考古学調査や研究の中心的な指導者と
して多くの功績を残した米村喜男衛（よねむら・きおえ）。彼の本業は
何だったのでしょう。

問題048

又 十藤野家の初代、藤野喜兵衛（ふじの・きへえ）は網走市に二つの
神社（現在の網走神社と鱒浦稲荷神社）を建立しましたが、もうひと
つ網走市初となるものを作りました。それは何でしょう ?

問題049

1952年（昭和27年）に開催された第15回オリンピック・ヘルシンキ
大会で、網走出身の吉野トヨ子はある競技で4位に入賞しました。その
競技種目とは ?

15

編

問題045

歴 史

問題050

昭和30年代前半、大相撲立浪部屋の「立浪四天王」に数えられ「白い

問題051

1912年（明治45年）に建設された網走刑務所の正門は、その後にあ

稲妻」の愛称で活躍した網走出身の力土名は ?

るお寺に移築されました。現在もお寺の山門として使用され、網走市
初の有形文化財である門の名前と市有形文化財指定された年月日を答
えてください。

歴
史
編

問題052

1917年（大正6年）10月1日に、初点灯された能取岬灯台は網走で最

問題053

現 在の鹿児島県鹿児島市に生れ、1886年（明治19年）に27歳の若さ

問題054


も古い灯台です。この灯台は特徴的な形をしていますが、それは何角形 ?

で北海道集治監網走分監の初代分監長となった人物の名前は ?

（


）内の①から⑩に適合する数字、または語句を答えてください。

オ
 ホーツク文化は
（

）
世紀頃から
（

①

②

）
世紀頃まで
（

③

）

沿岸を中心として北海道、樺太、南千島の沿海部に栄えた古代文化です。
③

この文化の遺跡が主に（

）の沿岸に分布していることから、その

名が付けられました。
北海道に分布しているこの文化の遺跡の年代は（
世紀頃までと推定されており、主に（

⑤

④

）世紀頃から9

）や漁労を中心とする生活

を送っていたことが遺跡から明らかとなっています。同時期、北海道に
⑥

あった続縄文文化や（

）文化とは異なった文化を持ち、現在のと

ころ9世紀頃から13世紀頃まで北海道東部にあり（
を受けたとされる（

⑥

）文化の影響

）文化をオホーツク文化に含めるかどうか

⑦

意見が分かれています。
オホーツク文化最大の遺跡は、1913年（大正2年）網走川河口左岸で発見
された国指定史跡の（

⑧

）で、ここを発見したのは理髪土で、のち

に北のシュリーマンと称される（
その文化の栄えた場所が（
通称（

16

⑩

⑩

⑨

）氏です。オホーツク文化人は、

）が接岸する地域であったことから、

）の民とも呼ばれています。

001

170

問題055

1908年（明治41年）8月14日、網走神社が創祀されましたが、御神体

問題056

JR 網走駅前に建立されている像の名前は何でしょう。

問題057

網走にあった「網走管内最初の料亭」の名前は ?

問題058

今から百二十年以上前、網走に初めてできた学校の名前は ?

問題059

1858年（安政5年）北海道の名付け親でもある探検家の松浦武四郎（ま

はどこの神社から分霊されたでしょう。

歴
史
編
つうら・たけしろう）が網走にやって来た際に、スケッチをしたシレ
ト岬。現在、その跡地は何という公園にあるでしょう。

問題060

帽 子岩のチパシリは、幣場（ぬさば）のある島ですが「網走湖岸にも
チパシリ岩があった」と、松浦武四郎がスケッチを残しています。そ
の場所は網走湖南岸大曲、網走湖北岸荷揚げのどちらでしょう。

問題061

1917年（大正6年）に点灯された能取灯台では、かつて職員が灯台そ
ばの官舎で生活をしていました。その当時の灯台守の人々の職名は何
だったでしょう。

17

歴 史

問題062

1897年（明治30年）に屯田兵が網走に上陸した記念碑が、ポンモイ
にあります。屯田兵とその家族は網走市街にあるお寺に宿泊した後、
網走川をさかのぼって網走湖に近い一号駅逓に到着しました。一号駅
逓は（

）駅逓とも呼ばれていましたが（   ）にその地名を書き

入れてください。

歴
史

問題063

1944〜1945（昭和19年〜20年）頃、日本軍は米軍の上陸作戦に備え
て、網走の海岸線にトーチカを造り、その跡が8ヶ所で発見されていま
す。そのうちの1ヶ所が残る藻琴にある牧場の名前は ?

編

問題064

動植物の分布境界線の一つである「ブラキストン線」を発表した人と
して有名な英国の動物学者ブラキストンが、網走にやって来たのは
1869年（明治2年）のこと。その際にはポンモイの柱状節理を描写し
ています。「ブラキストン線」は本州と北海道の間の海峡を東西に横切
る線ですが、その海峡名を答えてください。

問題065

絵 画「弓」がイタリア政府の買い上げとなり、ムッソリーニ首相の激

問題066

昭和初期の網走で、肉の代わりにライスカレーの中に入れていたもの

問題067

1954年（昭和29年）、当時の市議会議員であった中川イセたちが誘致

18

賞を得た網走出身の画家は誰ですか。

は何でしょう。

した武道とは。

001

170

問題068

網走市役所の運動部が国民体育大会で全国5連覇を達成したことのある

問題069

1936年（昭和11年）に網走市立郷土博物館は開館しましたが、当時

問題070

網走駅は1912年（大正元年）に現在の中央公園付近に設置されました

問題071

サハリン先住のウイルタ民族の収蔵品を数多く収納、展示している私

競技とは何ですか ? 種目も併せて答えてください。

の名称は何だったでしょう。

歴

ルタ語でどのような意味ですか。

問題072

理 髪師で考古学研究家の米村喜男衛（よねむら・きおえ）が、網走地
方のアイヌの人々に伝わる伝承や伝説をつなぎ合わせ、大衆民話とし
て1922年（大正11年）に創作した民話のタイトルとは何ですか。

問題073

1890年（明治23年）にイギリス人旅行家が網走を訪問し、写生図と

問題074

モヨロ貝塚で発見された首のないヴィーナス像は、ムラの中でどのよ

して帽子岩を記録しました。そのイギリス人旅行家の名前は ?

うな役割を担っていた人だったのでしょう。

19

編

設の資料館「ジャッカ・ドフニ」。その「ジャッカ・ドフニ」とはウイ

史

が、当時開通していた網走線は、網走とどこを連絡していたでしょうか。

歴 史

問題075

先住民族であるアイヌの人々は、網走川を何と呼んでいたでしょう。

問題076

安政の大獄（1858年〜1859年）が起きる5年も前に、網走で飲まれて

問題077

網走に初めて小型スクーターが入ってきたのは何年でしょう。

問題078

2008年（平成20年）3月31日に閉校し、網走桂陽高校に引き継がれた

いた意外な飲み物とは何でしょう。

歴
史
編

網走学園網走高等学校は1947年（昭和22年）に開設されました。開
校当時の学校名は ?

20

001

解答
036
解答

 1890年

と

170

解説
040
解答

 網走尋常高等小学校

（あばしりじんじょうこうとうしょうがっこう）

解説）1890年（明治23年）に、網走刑務所の前

解説）1922年（大正11年）7月17日、後に昭和

設されました。

天皇となる皇太子裕仁親王が網走に行啓されまし



た。当時、網走が最も苦心したのは宿泊所でした
解答

 猟師
（りょうし）

が、宮内省から「宿泊施設は必ず公共的建造物でな
くてはならない」という内達があったため、網走尋
常高等小学校が選ばれました。

でした。1879年（明治12年）の秋、獣を追って



網走に入り、アイヌの家に泊って越冬。翌年、今の

041

南4条東2丁目付近に仮小屋を建て、そのまま網走

解答

編

解説）網走の最初の移住者は瀬川惣之助という猟師

 1956年（昭和31年）

に住み着きました。

解説）北海道網走市のオホーツク水族館は、1956



年（昭和31年）にオープンしてから閉館するまで、

038

46年間の長きに渡って、市民や観光客に親しまれ

解答

 サハリン

てきました。水族館

解説）オホーツク人はサハリンにいた民族が北海道

ではオオカミウオや

に南下したもので、10世紀ごろまでに北海道にい

フウセンウオなど、

た擦文文化の人々の中に溶け込んでいったと考えら

オホーツク海にすむ

れています。

ユニークな魚介類、



海 獣 な ど を 約130

039
解答

 32代

オホーツク水族館、外観



の本名は澤田郁也。網走市出身で出羽海部屋に所属

042

し、初土俵は1955年（昭和30年）の5月場所。

種、7000点を展示

し、閉館までに約600万人が訪れました。

解説）32代木村庄之助（きむら・しょうのすけ）

解答

史

037

歴

身である釧路集治監網走分監・網走囚徒外役所が開

 木橋
（きはし）

2003年（平成15年）の5月場所で立行司に昇格

解説）1968年（昭和43年）に東京、京都、函館、

し、33代式守伊之助（しきもり・いのすけ）を襲名。

名古屋で4人の連続射殺事件を起こした永山則夫は

2006年（平成18年）の1月場所に32代木村庄之

1990年（平成2年）に死刑が確定。彼は獄中生活

助を襲名しました。相撲字においてはかなりの能筆

で多くの著書を残し「木橋」は第19回新日本文学

で、場内アナウンスも抜群でしたが、2006年（平

賞を受賞しました。獄中生活から本を出版した人は

成18年）2月12日に定年退職されました。

多くいますが、文学賞を受賞したのは初めてのこと



でした。


21

歴 史

043
解答

場）
」と呼ばれていたことに由来するといわれてい

 若者と娘
（わかものとむすめ）

ます。また「鱒浦稲荷神社」には、市の文化財に指

歴

解説）アイヌの人々の「ニツ岩」にまつわる伝説の

定されている海上の安全祈願と大漁成就の感謝の印

中に「コタンの若者と

として「船絵馬」が奉納されています。

娘が、神の怒りを鎮め



るために海に身を投じ、

047

二つの岩になった」と

解答

 床屋
（とこや）

史
編

いう表現があります。

解説）米村喜男衛さんは1913年（大正2年）9月

若い人たちの間では「こ

3日に来住し、モヨロ貝塚を発見した世界的な学者

こで愛を誓うと幸せに

です。理髪業（店名・米村バーバーショップ）を営
みながら、網走地方の考古学調査や研究を開始し、

なれる」というウワサ
もささやかれています。

ニツ岩の全景

中心的な指導者として多くの功績を残しました。



市立郷土博物館は、米村さんの20年以上に渡る考

044

古・開拓史に関する収集品を保存展示するため、

解答

 7社

1936年（昭和11年）に建設され、5000点以上

解説）網走市の捕鯨は1950年代に最盛期を迎え、

の貴重な収集品を寄附。専任主事として管理経営を

7社の捕鯨会社が操業し、一大産業を形成していま

嘱 託 さ れ、 網 走 市 の

した。その当時はナガスクジラやザトウクジラな

生き字引として博物

どの大型のクジラや、ミンククジラを捕鯨してい

館で働いていました。

ました。

米村さんは第4号の網



走名誉市民として登

045
解答

録されています。

 アザラシ
米村氏の近影

解説）北東シベリアや北アメリカ極北地域の民族は、
アザラシやセイウチなど海獣類の腸を用いて、防水



用の服を作っていました。これら海獣類の腸製衣服

048

（ガットスキン・パーカ）はカヤックで海獣猟にで

解答

 牧場
（ぼくじょう）

かけるときなどに着用されていました。

解説）又十藤野家の初代、藤野喜兵衛は宗谷場所請



負人として、オホーツクに来た豪商。1812年（文

046

化9年）には、網走川河口右岸に弁天社（ご神体は

解答

 船絵馬
（ふなえま）

弁財天、のちに町民が譲り受けて、現在の網走神社

解説）鱒浦の名前はそ

となる）を建立し、漁業の鎮護を祈りました。また、

の付近が昔からアイヌ

1893年（明治26年）には現在の鱒浦地区に網走

の人々にとって鱒の好

で最初の牧場となる「藤野牧場」を作り、牧場内に

漁場となっていたこと

稲荷神社（現在の鱒浦稲荷神社）を奉置しました。

から、アイヌ語で「イ



チ ャ ヌ ニ（ 鮭 の 産 卵

22

船絵馬

001

049
解答

170

下げを受け、1922年（大正11年）にお寺の山門

 女子円盤投げ
（じょしえんばんなげ）

として取り付けられました。
受刑者たちの手によって、いかだに乗せて運ばれて、

保持者で、第15回ヘルシンキオリンピック大会、

移築された永専寺山門は歴史的にも重要な文化財

第16回メルボルンオリンピック大会の女子円盤投

です。

げの日本代表選手でした。ヘルシンキ大会では1位



から3位までを旧ソビエト連邦の選手が独占するな

052
解答

史

か、4位に入賞する活躍をみせました。

歴

解説）吉野トヨ子さんは女子円盤投げの元日本記録

 八角形
（はちかくけい）

解説）ハ角形の灯台は、江戸時代末期の1865年（慶

成2年）には、W70クラスで25メートル80セン

応1年）から明治時代初期の1876年（明治9年）

チを投てきし、日本マスターズ新記録も樹立しま

にかけて横須賀造兵所など日本の近代施設の建設を

した。

指導したフランス人技術者のフランソワ・レオンス・



ヴェルニーによって、日

050

本に伝えられたとされて

解答

 北の洋
（きたのなだ）

います。そのなごりを受

解説）網走市出身の「北の洋」の本名は緒方昇

けて、能取岬灯台はハ角

（おがた・のぼる）
。立浪部屋に所属し、初土俵は

形の灯台として設計され

1940年（昭和15年）の1月場所。最高位は関脇

ました。今でも活躍して

で、得意手は左四つ、寄り、網打ち。通算成績は

いる能取岬灯台は、網走

52場所368勝388敗24休。殊勲賞4回、敢闘賞

の歴史遺産の一つといえ
能取岬と灯台

1回、技能賞5回を受賞、金星も10個ありました。
引退後は年寄「武隈」を襲名、協会理事や幹事を歴



任し、相撲放送の解説者も務めましたが、2002

053

年（平成14年）1月8日、78歳で死去されました。

解答

るでしょう。

 有馬四郎助
（ありま・しろのすけ）



解説）有馬四郎助は現在の鹿児島県鹿児島市で鍛冶

051

を営む益満家の4男として生れ、1869年（明治2

解答

 永専寺山門
（えいせんじさんもん）

1979年（昭和54年）2月10日指定

年）に士族の有馬家の養子となりました。1877
年（明治10年）
、北海道集治監の看守募集に応募

解説）網走刑務所の正門は1912年（明治45年）

し、看守長兼書記となって、1886年（明治19年）

に和風と洋風が混合する独特のつくりで擬洋風建

には27歳の若さで北海道集治監網走分監の初代分

永専寺山門

築の流れをくむ建築

監長となりました。

方式で建設されまし

1898年（明治31年）当時の霊南坂教会の牧師で

た。その後、永専寺

あり、後に北海道家庭学校創始者と呼ばれる留岡幸

の住職の寺永法専が

助から受洗して「クリスチャン典獄」と呼ばれた人

網走刑務所の教誨師

物でもあります。

を務めていたのが縁



で、200円 で 払 い

23

編

後年は日本マスターズ陸上にも参加し、1990年（平

歴 史

054
解答

をきっかけとして、26年ぶりに駅前に「モヨロ人

 3
①

② 13

③ オホーツク海

漁撈の像」が戻ってきました。

④ 5

サハリンなどの北方からオホーツク沿岸に渡来して

⑤ 海獣狩猟（かいじゅうしゅりょう）

来たと思われるオホーツク文化を開化させた人々。

⑥ 擦文（さつもん）

モヨロ貝塚はその代表的な集落跡です。

⑦ トビニタイ

歴

⑧ モヨロ貝塚（もよろかいづか）
⑨ 米村喜男衛（よねむら・きおえ）

史

⑩ 流氷（りゅうひょう）



057
解答

 北盛亭
（ほくせいてい）

編



解説）幕末に開業した北盛亭は、200坪（約660㎡）

055

の敷地に二階建ての大きく豪華な造りで、二階から

解答

 厳島神社
（いつくしまじんじゃ）

見える海辺の風景がすばらしいものでした。毎夜た

解説）神社は1812年（文化9年）近江出身の藤野

くさんの客でにぎわい、料理人や芸者を大勢抱えて

四郎兵衛が網走川の河口に弁財天を祀る小祠を作

いたといわれています。

り、漁場の鎮守としたのがその始まりと伝えられて

道東ーともいわれた「北盛亭」でしたが、1944

います。明治時代、網走に移住した人々が村落を形

年（昭和19年）戦争が激しくなり、料理店の一斉

成し、藤野家に請うて弁財天社を譲り受け、この地

廃業により閉店しました。

方の鎮守社・氏神としました。



数度の遷座の後、1908年（明治41年）に現在地

058

に社殿を造営し、正式に厳島神社の分霊を奉迎し

解答

 網走簡易小学校
（あばしりかんいしょうがっこう）

て公認の神社（無格社）となりました。これ以降、

解説）1884年（明治17年）9月25日に設立され

北見国一宮として

た網走簡易小学校では、民家の一室を借り受けて勉

崇敬を受けるよう

強が行われていました。教科は読書（国語）算術（算

になり、1923年

数）と習字だけでした。これが網走管内で最初につ

（大正12年）に郷

網走神社

くられた公立学校になりました。

社に昇格。1929



年（昭和4年）に

059

は本殿以下の大造

解答

 しおさい公園
（しおさいこうえん）

営を行い、1934年（昭和9年）に県社に昇格しま

解説）武四郎の西蝦夷日誌には『シリエト岩岬此処

した。

崖下大難所、回りて5丁30



間ホンムイ小湾』とありま

056

す。この難所は通れないの

解答

 モヨロ人漁撈の像
（もよろじんぎょろうのぞう）

で、丘に登ってからポンモイ

解説）1963年（昭和38年）に網走ライオンズク

湾に下りたのでしょう。岬は

ラブによって「モヨロ人漁撈の像」は建立しました。

道路工事のため爆破されたた

その後、駅舎新築や駅前道路拡張工事などで「ホテ

め、現在は台町のしおさい公

ル網走湖荘」前に移設されましたが、2003年（平

園東端に「知人岬跡」の碑が

成15年）にモヨロ貝塚の発掘調査が再開されたの

立っています。

24

公園にある
知人岬跡の碑

001

060
解答

 網走湖南岸大曲
（あばしりこなんがんおおまがり）

した。トーチカ跡が発見されたのは浜藻琴、藻琴、
鱒浦、台町で2カ所、帽子岩、モヨロ海岸、ニツ岩

解説）帽子岩チパシリ説は、網走の地名の由来の有

の8ヵ所となっています。

力説ですが、松浦武四郎はアイヌの人々からの聞き



取りで、網走湖岸の岩が網走発祥の地であると考え

064
解答

 津軽海峡
（つがるかいきょう）

年（明治2年）英国政府の依頼を受けて、宗谷沖で

山があったと思われる形跡が残っていましたが、現

難破した英国海軍ラトラー号の調査のため、浜中に

在ではエ事や樹木によって、その姿はうかがえなく

上陸。中標津、斜里、網走を通って、宗谷から函館

なりました。

に帰りました。



ブラキストンは網走を訪れた初めてのイギリス人で

061
解答

 看守
（かんしゅ）

すが、のちの著書「えぞ地の中の日本」には網走海
岸の柱状節理が描写されています。ブラキストンは

解説）
「喜びも悲しみも幾年月」とも言われた灯台

斜里から和人一人とアイヌ人一人を供に、馬でやっ

職員の生活はきびしいものでした。当時の職員は「看

て来て、網走の会所に泊まり常呂へと向かいました。

守」と呼ばれ、警察や刑務所などと同じように国家



にとって重要な仕事だったことが、職名に表れてい

065

ます。ちなみに、現在の職名は「航路標識職員」

解答

 串佳ー
居
（いぐし・かいち）

です。

解説）居串佳ーは網走市立美術館の開館のきっかけ



ともなった網走に縁の深い人物です。1911年（明

062
解答

 越歳
（こしとし）

治44年）生れ、旧制網走中学校卒業後、24歳で
上京。独立展の会員となり、めきめきと腕を上げ、

解説）開拓当初、内陸へ移民する際に陸路はありま

ついにその作品「弓」がイタリア政府の買い上げと

せんでした。そのため、屯田兵は海路で網走港に入

なり、当時世界的な偉人と言われていたムッソリー

り、小舟で網走川を遡り、駅逓に宿泊しながら、内

ニ首相の激賞を得て、日本中の新聞がニュースとし

陸にある開拓地をめざしました。現在の網走湖岸の

て大きく取り上げました。

荷揚坂付近は「泥濘軟膨馬足を没して通行困難な

戦時中は従軍画家として中国、千島などを訪れ、戦

り」と書かれたほどの悪路でしたが、越歳の駅逓は

後は疎開のため網走に戻り、全道展創立に携わりま

そんな坂を登ったところにありました。

した。その後、40歳で再び上京しましたが、44



歳の若さでその生涯を閉じました。

063

彼の作品が市民から寄贈されたことで開館の運びと

解答

 網走原生牧場観光センター

なった網走市立美術館には、遺族から贈られたデッ

（あばしりげんせいぼくじょうかんこうセンター）

サンやスケッチを含め、現在477点の作品が収蔵

解説）これまで「網走歴史の会」では現存するも

されています。

の、埋没しているものを含めて市内で8ヵ所のトー



チカ跡を発見し、戦争遺跡として発掘作業を行いま

25

編

解説）動物学者のトーマス・ブラキストンは1869

曲地区の JR 線のトンネルが掘られている山に、岩

史

こには湖岸の岩が描かれていました。かつては、大

歴

たようです。その証拠としてのスケッチがあり、そ

170

歴 史

066
解答

069

 タラバガニ

解答

 北見郷土館
（きたみきょうどかん）

歴
史
編

解説）明治以前、タラバガニは海のゴミとさえいわ

解説）網走支庁管内は、明治時代の初めに「松浦武

れ、邪魔者扱いされていたようです。しかし、アイ

四郎」により「北見国」と名付けられました。その

ヌの人達が脚だけをもぎ取って煮たものを天日で乾

後、網走村の市街地が北見町と名付けられていたこ

かしているのを食べ、その味の良さに驚いた又十藤

ともあり、網走には古くから「北見」を頭につけた

野の高田源蔵が、タラバの乾し脚作りを始めました。

団体などがたくさんありました。

これが網走でのタラバガニ漁のきっかけとなりま

郷土博物館は1936年（昭和11年）11月3日に、

した。

当時の社団法人北見教育会が地方教育の振興と文化

ライスカレーが庶民の家庭に普及した頃、網走では

の発展を図るべく「北見郷土館」として開館した

肉の代用として、当時は豊富に獲れたタラバガニを

もので、米村喜男衛名誉館長が収集した考古・民

使っていたそうです。

族 資 料3000点 が



展示の基礎となり

067

ま し た。 そ の 後、

解答

 大東流合気武道
（だいとうりゅうあいきぶどう）

1948年（昭和23

解説）1954年（昭和29年）に、市議会議員であっ

年）に網走市に移

た中川イセさんたちの熱心な働きかけにより、大東

管されています。
網走市立郷土博物館

流合気武道宗家（以前は大東流合気柔術と称してい
た）である武田時宗（たけだ・ときむね）が大東館



道場を設立しました。

070



解答

068
解答

 池田
（いけだ）

解説）1912年（大正元年）に網走駅は現在の中

 ボート競技

種目フィックス（FIX）

央公園付近に設置されました。当時は網走線（網走

解説）網走市役所ボート部は、1964年〜1968年

一池田）が開通していましたが、その後の釧網本線

（昭和39年〜昭和43年）の国民体育大会において、

の運行により、スイッチバック方式で駅に入らなけ

フィックスの部で5年連続優勝しています。また、

ればならなくなり、さらには湧網線の計画もあって、

2000年（平成12年）には、網走市役所の室崎亜

1932年（昭和7年）に現在の位置へと移設されま

樹さんがシングルスカルの部で優勝しています。

した。旧駅は浜網走駅として昭和40年代まで残っ

高校生においては1965年（昭和40年）に網走

ていましたが、市内を分断することから新町へと移

南ヶ丘高校が国体少年男子ナックルフォアの部で、

されました。

1986 年（ 昭 和
61年）には網走
向陽高校がイン
ターハイ少年男子
ナックルフォアの
部で、それぞれ優
ボート競技の様子

26

勝しています。



001

071
解答

 大切なものを収
（おさ）める家

170

073
解答

 ランドー

解説）高さ23メートル、安山岩の岩肌が特徴の帽

切なものを収める家」という意味。この私設の資料

子岩は、1874年（明治7年）に網走村に着いたア

館はサハリン（樺太）先住のウイルタ民族の文化を

メリカ人技術者ライマンによって「帽子のような岩」

正しく理解してもらうことを目的に設置されまし

と記録され、1890年（明治23年）イギリス人の

た。宗教用具、生活用具、衣装、木彫、刺繍、楽器、

旅行家ランドーが、網走を通過した際に写生図とし

以上の収蔵品が



展示紹介されて

074

います。

解答

編

て、帽子岩の姿を残しています。

史

写真など600点

 巫女
（みこ）
シャーマン

解説）このヴィーナス像
はワンピースを身に着け
閉館しました

ており、加えて、鈴や鐸
（たく）
、帯飾りともみら



072
解答

 チパシリ物語

れる彫り込みもあり、儀
式を取り仕切る神聖な立

解説）網走地方には、先住民族であるアイヌの人々

場の人であったと考えら

の伝承や伝説がいくつも残されており、網走市史に

れています。

収録されているものだけでも、能取地区と北見市常



呂との境界あたりで起こったアイヌ人同士の争いを

075

伝える「メチヤッコマナイの伝説」
、全世界の魚は

解答

モヨロ貝塚のヴィ ーナス

 リンナイ

能取湖から散らばったとされる「ノトロ湖の伝説」
、

解説）先住のアイヌの人々からは波の沢という意味

男剣と女剣という名宝剣の働きを伝える「ペシユイ

から「リンナイ」と呼ばれていました。

の伝説」
、網走川の改称由来を伝える「チパシリ伝



説」など、いくつもの伝説が伝わっています。

076

それらの伝説を米村氏が素材としてつなぎ合わせて

解答

歴

解説）
「ジャッカ・ドフニ」とはウイルタ語で「大

 コーヒー

物語化し、民話劇「チパシリ」として1922年（大

解説）1854年当時の網走には、又十藤野の番屋

正11年）発表しています。発表にあたっては高田

があり、江戸幕府の直轄領にもなっていて、役人も

紅郎（太郎）氏が脚本を担当し、米村氏が演出を行

いたそうです。当時の越冬は想像を絶し、野莱不足

い、青年団の募金集めの名目で演芸館（のちの歌舞

からくる水腫病に対して非常に効果があるとのこと

伎座）にて公演されました。

で「コーヒー豆が支給になっていた」と、当時の文



献に記載されています。
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歴 史

077
解答

 1947年（昭和22年）

解説）網走に初めて小型のスクーターが入ってきた
のは、1947年（昭和22年）の春頃。田辺本店の
機械部にサンプルとして1台入荷したのが初めての

歴

ことだそうです。これをきっかけにして、網走にス
クーターの時代がやってきました。当時は警察署の

史

前の道路を100メートルほど走って U ターンして

編

くれば、免許証が発行されたので、自転車よりもス
クーターが目立っていた時代があったようです。


078
解答

 網走女子技芸専門学校

（あばしりじょしぎげいせんもんがっこう）
解説）1947年（昭和22年）に網走女子技芸専門
学校として開校。1959年（昭和34年）には私立
高等学校の認可を受け網走学園網走女子高等学校と
なり、1968年（昭和43年）に男女共学になりま
した。

28

産 業

問題079

今では、網走市内の飲食店やスーパーでも食べることができるようになっ
た「あばしり和牛」。正式名称は「北海道オホーツクあばしり和牛」と
いいますが、このブランドマークが商標登録されたのは何年でしょう。

産 業 編

問題080

4条通り商店街の愛称「apt4」とは何の略でしょう。

問題081

ア ブラガニは4〜12月にかけて、網走沖で安定した量が獲れるカニで

問題082

網走の港では8月中旬から9月上旬に漁の最盛期を迎える「オホーツク

問題083

西網走漁業協同組合で2つの漁獲高を合計すると、1年間の漁獲金額が

すが、アブラガニとタラバガ二の違いは、どこで見分けるでしょう。

サーモン」。この「オホーツクサーモン」とは、何の魚の愛称でしょう。

5億円を超える（平成26年から30年までの平均）貝があります。その
2種類の貝類の名前を答えてください。

問題084

網走には「釣きんき」という有名な魚がありますが「キンキ」
「メンメ」
という名前は網走などで使われている愛称です。この魚の正式名称は
何でしょう。

問題085

30

網走産の「釣きんき」を獲るときに、使われている漁法とは ?

001

問題086

170

戦 後の日本において、電気炊飯器、インスタントラーメンと並ぶ、食
に関わる3大発明に数えられ、網走が発祥の地である食品とは何でしょ
う。

問題087

日本を代表する漁業基地である網走では、7種類の魚たちを「活き粋き

問題088

網走のビール大麦はあるビール会社との契約栽培によって生産されて

問題089

ホタテ貝の種苗生産に使われる育成籠の通称は何でしょう。

問題090

網走の郊外には広大な畑が広がっていますが、網走市の農家1戸あたり

問題091

海域を4つの区画に分け、資源管理によって漁獲量を安定させ、区画ご

問題092

1917年（大正6年）創業の株式会社田辺本店が製造していた網走の地

7珍」に選びました。その7種類の魚をすべて答えてください。

います。そのビール会社の名前は ?

産 業 編

が所有する農地の平均面積は、東京ドーム約何個分になるでしょう。

とに漁獲している網走の主要な漁業資源とは何ですか。

酒「君が袖」。そのお酒が醸造されていた場所には、何が建っていたで
しょう。

31

産 業

問題093

網 走周辺の畑作では、一般的にジャガイモ、ビート、麦類の畑作三品
を三年輪作で栽培する栽培法が行われています。特にある順序で三年
輪作を行うことでジャガイモの表面にあざ状の病斑を形成し、商品価
値を低下させる「ジャガイモ（馬鈴薯）そうか病」を防除できるとさ
れていますが、畑作三品の輪作体系を正しい順番で書いてください。

問題094

2010年（平成22年）6月にオープンした「流氷硝子館」では、あるも
のをリサイクルしたガラスから作品が製作されています。それは何を
リサイクルしたものでしょう。

産 業 編

問題095

網走のご当地グルメの「オホーツク網走ザンギ丼」。その料理方法の定
義にも書かれ、オホーツクサーモンを漬け込む際に使われる天然調味
料とは何でしょう。

問題096

かつて網走港で水揚げされたクジラには、捕鯨税が設けられていました。
残されている書類には、1941年（昭和16年）から「鯨一頭につき、
○十円」と書かれていますが、それはいくらだったでしょう。

問題097

世界3大漁場といわれるオホーツク海の中でも、網走の底曳き漁船が操

問題098

戦 後の1950年（昭和25年）頃から、日本全国に知れ渡り、一時期は

32

業する漁場の地点は何と呼ばれているでしょう。

黄金時代を築いたこともある網走発の水産加工品とは何でしょう。

001

170

問題099

明治時代、オホーツク沿岸で本格的な漁業の始まった頃に、3大漁業（3

問題100

嘉多山地区に建設された㈱デンソー網走テストセンターでは、自動車

本柱）といわれた魚の名前を3種類あげてください。

部品などのテストが行われています。このテストセンターの敷地の広
さは何ヘクタールでしょう。

北海道立網走高等看護学院は、何の資格を取得する学校でしょうか。

問題102

毎年、にっぽん丸などの豪華客船が入港する網走港第4埠頭2号岸壁は、
網走港の中でも一番水深の深い岸壁です。この岸壁の水深は何メート
ルあるでしょう。

問題103

オ ホーツク網走農協は、1991年（平成3年）に網走市内の3つの農協
が合併して設立されましたが、1947年（昭和22年）に農業協同組合
法が施行以降、網走市内に存在した農協名をすべて答えてください。

問題104

現在の網走港では、大臣の許可を得て沖合底曳網漁を行う底曳漁船が
3隻操業していますが、その3隻の名称を全てあげてください（第○○
も入れた名称を記入）。

問題105

1999年（平成11年）頃まで、網走では毛皮用としてある動物が飼育
されていましたが、その動物とは何でしょう。

33

産 業 編

問題101

産 業

問題106

あばしりの活き粋き7珍のひとつで、オホーツクの貴婦人とも呼ばれる
「釣きんき」はあばしりのブランドです。平成18年10月6日に網走漁業
協同組合から商標登録されています。正式名称は「キチジ」といいま
すが、この「釣きんき」の一般的な調理方法を3つあげてください。

問題107

産 業 編

34

網走市で唯一の総合経済団体である「網走商工会議所」の初代会頭の
名前を答えてください。

001

解答
079
解答

と

170

解説
082

2008年（平成20年）

解答

 ラフトマス
カ

解説）1984年（昭和59年）9月に、広島県から

解説）オホーツク・ブランドの地位の確立と消費の

50頭の黒毛和牛を導入したのが「あばしり和牛」

拡大を図るため、カラフトマスのことを「オホーツ

のはじまりです。2008年（平成20年）には「北

クサーモン」

海道オホーツクあばしり和牛」のブランドマークで

という愛称で

商標登録もされました。

呼ぶようにな



りました。

080
解答

カラフトマス

 ばしり・パステル・タウン
あ

解 説 ）1989年（ 平 成
元年）4条通り商店街に



083
解答

は一般公募による愛称

解説）能取湖ではホタテの稚貝、網走湖ではシジミ

「apt4」が命名され

貝が重要な魚種となっています。ホタテの稚貝は越

ました。この際に対面

冬稚貝と呼ばれる1年貝で、サイズが3.5cm 以内

通行だった車道も一方

のものをいい、種苗としてオホーツク沿岸の北見枝
幸や雄武、根室などに出荷されています。シジミは

通行となりました。
apt4の通りの様子

全道一の年間漁獲量を誇り、その多くが札幌圏に出



荷されていきます。

081



解答

 羅（こうら）中央の突起（とっき）の数
甲

解説）一般的に甲羅中央の突起の数が6つあるのが

084
解答

 チジ
キ

タラバガニ、4つのものがアブラガニと判断します。

解説）キチジはカサゴ目フサカサゴ科に属する深海

英名でタラバガニを「レッドキングクラブ」
、アブ

魚。 学 名 は「Sebastolobus macrochir」
。この

ラガニを「ブルーキングクラブ」と呼びますが、そ

魚には数多くの愛称

の名の通りに活ガ二の時にはタラバガ二は脚などに

があり、北海道では

薄いかすかな赤

キンキン、岩手県で

色 が 見 ら れ、 ア

はメイセン、茨城県
ではアカジなどとも

ブラガニは脚が
キンキ

綺麗な青色になっ
ています。
アブラガニ



呼ばれています。



085
解答

 縄漁法（はえなわぎょほう）
延

解説）日本で唯一、網走では延網船で「キンキ」が
水揚げされています。この独特の漁法で獲られるが
ゆえの鮮度の良さから「釣きんき」という特別な名
前がつけられています。

35

産 業 編

 タテの稚貝（ちがい）
ホ
とシジミ貝

産 業

086
解答

 凍すり身（れいとうすりみ）
冷

089
解答

 ブトンカゴ
ザ

解説）鮮度の低下の早いスケトウダラは、そのまま

解説）ホタテ貝の種苗生産は6月頃に天然のホタテ

冷凍すると冷凍変性を起こします。そのため、タラ

ガイ幼生を採苗器と呼ばれるネットに付着させ、そ

子以外の身の部分は練り製品などの原料として安価

の後9月頃に稚貝を採取して育成籠（通称・ザブト

で取引されてきました。

ンカゴ）に入れます。これはヒトデなどの食害を防

しかし、1960年（昭和35年）に網走にある北海

ぐためです。そして、冬を越した翌年5月に稚貝と

道水産試験場で「冷凍すり身」が開発されました。

して出荷されます。

「冷凍すり身」はスケトウダラを主な原料とし、砂
糖、ソルビット、リン酸塩などを加えて冷凍したも
ので、これを原材料として様々な水産練り製品が製



090
解答

 8個分
約

解説）2018年（平成30年）3月現在、網走市内

造されます。

産 業 編



の耕地面積は畑13,987ヘクタール、樹園地13ヘ

087

クタールの合計14,000ヘクタールとなり、農家一

解答

 カサギ
ワ

シラウオ

シジミ

戸あたりの農地面

クジラ

キンキ

カラフトマス

積 は 平 均41.2ヘ

スケトウダラ

クタール。これは

解説）
「網走おさかな委員会」は地場の代表的な水

札幌ドーム約8個

産物から7種類の魚を選定。
「活き粋き7珍」として

分に相当します。

ロゴマークなどを作成し、各種の PR に活用してい
網走郊外の畑の風景

ます。




088
解答

091

 ッポロビール
サ

解答

 タテ貝
ホ

解説）サッポロビールとの

解説）網走沖のオホーツク海沿岸では、海域を4つ

ビール大麦の契約栽培は

に区分し、ホタテ貝の資源管理が行われています。

1949年（昭和24年）か

毎年一つの区画にホタテの稚貝を放流し、3年間ホ

ら始まりました。現在では

タテ貝が成長するのを待ち、4年目に漁獲するとい

323戸（平成21年度実績）

う方法で資源管理と漁獲量の安定を図っています。

の農家がビール大麦を生産

そのためホタテ稚貝の放流区画は「海の畑」とも呼

しており、3,674t を出荷

ばれることもあります。

しています。


ビール大麦の穂



36

001

092
解答

170

ないためで「ジャガイモそうか病」の発生を抑制す

 ラルズプラザ店舗
旧

るアルミニウムイオンの溶出が低くなることが原

解説）1917年（大正6年）創業、網走の御三家と

因と考えられています。

称された商店であった株式会社田辺本店が醸造して



いた網走の地酒「君が袖」は「昭和27年度前期第

094

3回全道清酒1級・2級審査会」で第一席となりま

解答

 光灯（けいこうとう）
蛍

した。しかし、1982年（昭和57年）田辺本店の

解説）北見市留辺蘂にあるイトムカ鉱業所が、全国

倒産により、網走では醸造されなくなってしまいま

770ヶ所の自治体から回収した廃蛍光灯ガラスか

した。

ら取り出された高品位なカレット（ガラス屑）を使

「君が袖」が醸造されていたのは、現在のアプト4

用しています。リサイクルされたカレットは「エコ

に面している旧ラルズ店舗のある場所で、桂町で湧

ピリカ・ガラススタジオ」へ運ばれ、様々なガラス

き出ている水を利用し醸

工芸品へと姿を変えていきます。
ラス製作の体験も可能です。

川町にある金滴酒造に醸造
が委託され、網走の水を使
用し、復刻版として販売さ
れているものです。
君が袖のラベル



093
解答

 ート→ジャガイモ→麦類
ビ

解説）網走市は豊かな自然環境と恵まれた気象条件
のもと、第一次産業が盛んな街です。農業は畑作と

流氷硝子館

作品製作



095
解答

 魚醤油（しろぎょしょうゆ）
白

畜産を中心に大規模で生産性の高い農業が展開さ

解説）オホーツク網走ザンギ丼専用の白魚醤油で、

れ、特に畑作では畑作三品と呼ばれるジャガイモ（馬

網走第一水産加工業協同組合が、北海道立食品加工

鈴薯）
、ビート（てんさい）
、麦類（小麦・大麦）が

研究センターと北海道立オホーツク圏地域食品加工

主要農産物として生産されています。

技術センターの技術協力を得て、共同開発しまし

東京農業大学生物産業学部生物生産学科の調査によ

た。商品名は「鱒次郎」
。素材は「カラフトマス」

ると、土壌分析からアルミニウムが「ジャガイモ（馬

と「食塩」の2種類とシンプルですが、素材を2カ

鈴薯）そうか病」を抑制する要因であることが明ら

月かけて熟成させ、ろ過して完成します。

かとなりました。この結果から、ビートを前作物と

秋サケを原料とした魚醤油も同時に製品化され、こ

して、翌年にジャガイモを栽培した方が、麦類を前

ちらは「鮭太郎」とネーミングされています。

作物として、ジャガイモを栽培するよりも「ジャガ



イモそうか病」を抑制できることが判明しています。
これは麦類では C/N（炭素率）が高く、窒素飢餓
により硫酸化成作用が弱く土壌 ph が十分に低下し

37

産 業 編

「流氷硝子館」では吹きガラスやトンボ玉などのガ

造されていました。現在の
「銘酒君が袖」は、新十津

産 業

096
解答

80円

099
解答

 ケ（鮭）マス
サ
（鱒）ニシン
（鰊）

産 業 編

解説）
『六月七日 長須一頭、漁場網走北東二三浬、

解説）当時のオホーツク沿岸では、数々の魚が獲れ

右捕鯨申告候也、昭和七年六月三〇日、北海道網走

ました。しかし、たくさん漁獲しても加工すること

町東洋捕鯨株式会社網走事業場場長河村金時。網走

ができず、サケ、マス、ニシンの漁獲が3漁業とし

町長 山内鉄蔵殿』という書類が残されています。

て全盛期でした。

一頭80円は主として地方税でしたが、町税として

1883年（明治16年）にはニシンが未曾有の大豊

二十ハ円ハ十銭、約30㌫が町の収入になりました。

漁で、海岸はどこも銀鱗で埋まり、海はニシンの白

これは当時の貨幣価値から見ると、かなりの額で

子で米のとぎ汁のように白く濁ったといわれてい

した。

ます。

捕鯨税は戦後にも引き継がれ、1948年（昭和23



年）には日水捕鯨が60万円、豊洋捕鯨が10万円

100

の税金を滞納して、町議会で問題になったこともあ

解答

550ヘクタール

りました。

解説）網走市が誘致をすすめた㈱デンソー網走テス



トセンターは、トヨタグループの自動車部品メーカー

097

であり、自動車の部品メーカーとしては国内最大で

解答

 見大和堆（きたみやまとたい）
北

ある㈱デンソーの現地法人として、2001年（平

解説）北見大和堆は網走の北60㌔付近の海底にあ

成13年）11月に設立されました。嘉多山地区に

る棚状の海底域で、海底地形が複雑なためか、魚種

ある550ha の広大な敷地内には各種自動車走行テ

も多く、網走港の水揚げを支える重要な漁場となっ

ストコースがあり、各種製品や部品のテストが行わ

ています。また、流氷が氷解する海域でもあること

れています。

から「流氷の墓場」ともいわれています。
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098
解答

 き竹輪（やきちくわ）
焼

解答

 護師（かんごし）
看

解説）北海道立網走高等看護学院は、准看護師が看

解説）大正時代に船が動力化し、漁獲高が増大する

護師の資格を取得するための学校です。1971年

につれて、水産加工は練り製品の製造へと進みまし

（昭和46年）に網走市向陽に開校し、平成12年に

た。1918年（大正7年）には小林水産が網走で初

現在の網走市北12条西2丁目に移転しました。卒

めてカマボコの製造を開始。1925年（大正14年）

業生は累計で約1000人となり、地域の医療を支

になると、カマボコ専業者が4軒に増え、製造高も

えています。

一挙に20万貫となり、道内はもちろんのこと、東



京や長野など遠くにまで販路が広がっていきました。
こうして年々業績を伸ばしていった網走の水産加工
業ですが、戦後の1950年（昭和25年）頃には、
練り製品による焼き竹輪ブームが起き、全国的に網
走産の焼き竹輪が知られるようになりました。

38

001

102
解答

170

はスケトウダラ、タラ、ホッケなどで、近年ではス

12メートル

ケトウダラなどの国外輸出も行われています。

解説）網走港の第4埠頭は、1号岸壁が水深10m
で延長185m、2号岸壁が水深12m で延長240m
となっており、にっぽん丸などの豪華客船や大型貨
物船はこの岸壁を利用しています。網走港には第1
〜第5までの埠頭
及び漁港区があ
り、水深は3m か
ら12m で、 目 的



によって使い分け

105

られています。

 ンク
ミ

解説）網走でのミンク毛皮の生産は、1958年（昭



和33年）の網走ミンク飼育場（佐藤理之助経営）

103

が最初とされ、農業統計によると1985年（昭和

解答

 網走農協（にしあばしりのうきょう）
西

60年）には約121千頭程飼育されていたと記録さ

南網走農協（みなみあばしりのうきょう）

れています。

網走中央農協（あばしりちゅうおうのうきょう）

その際に飼育場から逃げたミンクが野生化し、現在

網走市農協（あばしりしのうきょう）

でも市内各所で姿が確認されています。

解説）農業協同組合法の施行後、網走では1948



年（昭和23年）に西網走、南網走、網走中央、網

106

走市の4つの農協が設立されました。この体制は長

解答

く続きましたが、1991年（平成3年）に網走市農

 引き
湯
（ゆびき）

湯煮（ゆに）

煮付け（につけ）

焼き
（やき）

塩焼き
（しおやき）

協を除いて合併し、オホーツク網走農協が誕生しま
した。その後、1999年（平成11年）に網走市農

解説）近年、網走にある東京農業大学の研究の成果

協がオホーツク網走農協と合併し、2008年（平

によって、キンキの生態系が少しずつ解明されてき

成20年）には東藻琴農協とも合併し、現在の体制

ました。キンキは極端に動きの少ない魚なので成長

になりました。

が遅く、20年以上長生きするものもあるそうです。



現在、全国でこの釣り船が許可されているのは網走

104

漁業協同組合に在籍している船だけです。その点か

解答

 3邦憲丸（だい3ほうけんまる）
第

らも「釣きんき」はとても貴重な魚種といえます。

第21吉祥丸（だい21きっしょうまる）



第8昇陽丸（だい8しょうようまる）
解説）1952年（昭和27年）に網走の沖合底曳網
漁船は42隻とピークを迎えます。しかし、その後
の二百海里規制などで減船が相次ぎ、現在では3隻
のみとなっています。沖合底曳網漁での主な漁獲物

39

産 業 編

にっぽん丸の入港風景

解答

産 業

107
解答

 辺村次（たなベ・むらじ）
田

解説）田辺村次氏は「網走商工会議所」が創立した
1946年（昭和21年）11月6日から1947年（昭
和22年）6月4日まで、第一期初代会頭を務めま
した。また、網走市議会議員としても活躍。議長に
も選出され、網走に多大な貢献を残されました。

産 業 編

40

観 光

問題108

黄 色 い 車 体 が 特 徴 的 な DMV（デ ュ ア ル・ モ ー ド・ ビ ー ク ル） は、
2007年（平成19年）4月14日に釧網本線 JR 浜小清水駅（小清水町）
と JR 藻琴駅（網走市）の間で試験的営業運行が開始されました。この
DMV はある特徴で全国的に有名になりましたが、その特徴とは何 ?

問題109

冬の網走観光の主役である流氷。その流氷を身近で感じることができ

問題110

網走湖周辺には網走湖畔温泉が湧き出し、ホテルや旅館など多くの宿

る観光船の正式名称は ?

泊施設があります。ボーリングを実施して源泉を開発し、この温泉を
開湯した温泉旅館の名前は何でしょう。

問題111

観 光 編

問題112

網走湖畔温泉郷にある各ホテルの泉質は何ですか。ホテル名と泉質を
線で結んで答えてください。
ホテル網走湖荘・

・単純温泉

網走観光ホテル・

・ナトリウム塩化物泉（旧弱食塩泉）

温泉旅館もとよし・

・アルカリ性単純温泉

北天の丘あばしり湖鶴雅リゾート・

・ナトリウム·カルシウム塩化物泉

網走市向陽ヶ丘の住宅地の奥にあり、1989年（平成元年）に環境省の
「ふるさといきものの里100選」にも選ばれた場所の名前は ?

問題113

網走刑務所の前にある橋の名前を何と呼ぶでしょう。

問題114

白 鳥の観察ポイントとして知られる濤沸湖が、2005年（平成17年）

42

11月8日に登録湿地となった条約の名前は ?

001

問題115

170

毎年4月から10月まで「あばしりネイチャークルーズ」が運航されオホー
ツク海に生息する、鯨類や海鳥などを身近でウォッチングすることが
できます。クルーズ中に発見できた鯨の種類を5種類答えてください。

問題116

各種イベントや観光展などにおいて、網走の魅力を全国に伝えるイベ
ントコンパニオンの「流氷パタラ」。この「流氷パタラ」が採用される
前にはミスコンが開催されており「ミス流氷］を代表する女性を1名選
出していました。その「ミス流氷」を代表する女性の名称とは ?

問題117

（


）内の①から⑩に適合する数字または語句を答えてください。

網 走市は（

①

）年に道内で初めて名勝（文化庁が指定する景色が

勝れた地）に指定された天都山を抱え、さらに（

②

）年に網走市

を中心にサロマ湖や小清水原生花園を含めたエリアが（

③

）公園

に指定されています。また、オホーツク海や網走湖、能取湖、濤沸湖、
藻琴湖など、多くの海や湖に囲まれ、春は日本一のミズバショウ群生、
夏はエゾキスゲやヒオウギアヤメの咲き乱れる牧歌的な風景、秋は日
本一のサンゴ草群生、冬はオホーツク海が一面の流氷に覆われるといっ
た豊かな四季の景観が、網走の自然の特徴です。
に（

⑤

）が開館、1991年（平成3年）に（

⑥

）が開館するな

ど、自然や動植物、史跡などを紹介展示する観光施設が豊富なことも、
網走の観光の特徴になっています。
従来の網走の観光は恵まれた自然景観と観光施設を巡るいわゆる夏型
観光が主流でしたが（

⑦

）年の女満別空港のジェット化に伴い、

航空機の通年運行維持を図るため、冬期間の観光振興策として、冬の
遊びと体験に重点をおいた冬期間のロングランイベント冬のオホーツ
ク流氷のっとりランド網走（1989年〜1999年）や（

⑧

年〜2015年）を開催。さらに1991年（平成3年）からは（
運行を行い、夏型観光から（

⑩

）（2000
⑨

）の

）への転換に取り組んでいます。

43

観 光 編

さらに、1980年（昭和55年）に（ ④ ）が開館、1983年（昭和58年）

観 光

問題118

「オホーツク流氷館」の中にある流氷体験室の室内温度は、何度に保た


問題119

冬 の「オホーツク流氷館」では、屋外で楽しめる遊びが用意されてい

問題120

日本各地の美しい風景をバックに寅次郎の恋愛模様を描いた映画「男

れているでしょう。

ます。その遊びとは何ですか ?

はつらいよ」シリーズ。網走がロケ地となった「寅次郎

忘れな草」

はシリーズ何作目の作品でしょう。

問題121

網 走刑務所から「博物館網走監獄」に移築され、中央の見張り棟を要
として5棟の舎房が翼を広げたように伸びている木造の獄舎の呼び名を
答えてください。

観 光 編

問題122

網 走は映画「南極料理人」のロケ地となりましだが、この映画の原作

問題123

明治時代の末期（大正時代の初期 ?）、網走には常設の寄席がありまし

問題124

網 走の観光の歴史は、大正の中頃から昭和初期にかけて当時、北浜地

者の名前は ?

たが、その寄席の名前は何ですか。

区にあった（
（

44

）から始まったと言われます。あてはまる語句を

）に入れてください。

001

170

問題125

網走市内の緑町にあり、1971年（昭和46年）9月に閉園となった植物

問題126

2009年（平成21年）1月に道の駅「流氷街道網走」がオープンしました。

問題127

かつての網走にはいくつかの定期航路がありましたが、1941年（昭和

園の名前は ?

翌年の夏から、ここの駐車場で開催されているお祭りの名前は ?

16年）から1959年（昭和34年）まで運航されていた航路の名前を答
えてください。

問題128

毎年9月に開催されている「オホーツク網走マラソン」。スタート地点

問題129

網走レークビュースキー場の一斜面を花園にしている「フラワーガー

とフィニッシュ地点はどこでしょう。

て見事な花園が作られています。ここで栽培されている主な1年草の花
を2種類答えてください。

問題130

網走湖畔にはトイレや水道が完備された無料のキャンプ場があり、毎
年夏になるとたくさんのキャンパーでにぎわいます。このキャンプ場
の名称は何というでしょうか。

問題131

「網走レークビュースキー場」には、ソリ用のコースを除くと、いくつ

のスキーコースがあるでしょう。

45

観 光 編

デン はな・てんと」では、毎年たくさんのボランティアの市民によっ

観 光

問題132

毎年6月に開催される「でっかいどうオホーツクマーチ」は、網走市と
北見市で開催される日本マーチングリーグ公式大会として全国のウォー
カーに人気です。現在、網走で行われている大会の名称は何でしょう。

問題133

オホーツクの空の玄関ロ・女満別空港。この空港の原点は1935年（昭
和10年）に滑走路ができ、流氷観測の一番機が飛んだことでした。そ
の流氷観測機の機種名と操縦土の名前を答えてください。

問題134

1985年（昭和60年）4月22日、オホーツクの玄関ロ・女満別空港にジェッ
ト旅客機が初めて就航しました。その時に就航したジェット機の機種
名は ?

観 光 編

問題135

2010年（平成22年）8月、呼人地区にプレオープンした公園の名前は

問題136

網走市内の網走中央公園を起点として、サロマ湖駐車公園に至るサイ

何でしょう。

クリングコースの「オホーツクサイクリングロード」は、旧国鉄のあ
る路線の跡地を活用して整備されました。その路線名とは何でしょう。

問題137

46

私 設資料館「濤沸資料館」館長である山田訓二が、小清水原生花園で
発見し、日本で初めて採取された昆虫とは何でしょう。

001

解答
108
解答

 鉄 路（てつろ）と陸路（りくろ）の両方の

走行が可能

と

170

解説
111
解答

 

ホテル網走湖荘・

・ナトリウム塩化物泉（旧弱食塩泉）

解説）DMV はレールの上と道路の両方を走ること

網走観光ホテル・

・ナトリウム・カルシウム塩化物泉

のできる車両。そのために、金属車輪とゴムタイヤ

温泉旅館もとよし・

・単純温泉

の2つを備え、道路を走行する時には金属車輪を持

北天の丘あばしり湖
・
鶴 雅リゾ ー ト

・アルカリ性単純温泉

ち上げ、ゴムタイヤのみを使用します。試験的とは
いえ、DMV が営業運

解説）網走の温泉の歴史は比較的浅く、1981年（昭

行されるのは世界初

和56年）9月に「ホテル網走湖荘」が約800メー

ということもあって、

トルを掘ったところで52度のお湯が湧出しました。

国内外から大きな関

各ホテルの温泉の効能は以下の通りです。

心を集めています。

ホテル網走湖荘：アトピー、リウマチ性疾患、運動

DMV の走行の様子

器障害、更年期障害、子宮発育不全、月経障害、虚



弱児童発育に。

109

網走観光ホテル：神経痛、筋肉痛、慢性消化器病、

解答

 流 氷観光砕氷船（りゅうひょうか んこう

さいひょうせん）おーろら

痔疾、冷え性、切り傷、やけど、慢性婦人病。
温泉旅館もとよし：リウマチ、運動器障害、神経マ
ヒ、神経痛、疲労回復。

が見えたことがありました。そのため、いくつかの

北天の丘あばしり湖鶴雅リゾート：疲労回復、神経

候補の中から「おーろら」が流氷観光砕氷船の名前

痛、冷え性、慢性消化器病、健康増進。

に最もふさわしいと選出されました。



「流氷観光砕氷船おーろら」は遊覧目的としては世
界初の砕氷船で、1990年（平成2年）11月に完成。

112
解答

 網走カエルの里

全長は45メートル、総重量491トン、最大定員

解説）網走市内の「青の会」が子どもたちに水生昆

450名 で す。1995

虫や動物と遊び、自然を体験できるように作った湧

年（平成7年）1月に

き水を利用した人工池では、オタマジャクシの放流

は姉妹船「流氷観光

も行われています。

砕 氷 船 お ー ろ ら2」



も完成しました。

113

おーろらの就航の様子

解答

 鏡橋
（かがみばし）



解説）網走刑務所

110

に収容される時、

解答

 ホテル網走湖荘
（あばしりこそう）

出所する時には必



ず外堀に沿って流
れる網走川に架か
る橋を渡らなけれ
鏡橋の全景

ばなりません。そ

47

観 光 編

解説）網走では1963年（昭和38年）にオーロラ

観 光

のため、博物館網走監獄に再現された鏡橋の横の案

種にものぼります。
「シャチ」もまれに見られます

内板には「川面に我が身を映し、襟を正し、心の垢

が、
「マイルカ科」に属していることからクジラで

をぬぐいおとす目的で岸に渡るようにと、誰言うと

はありません。

はなしに鏡橋と呼ばれるようになりました」と解説



されています。

116



解答

114
解答

 流氷の女王
（りゅうひょうのじょおう）

解説）北方系少数民族ウイルタ族の言葉で「お嬢さ

 ラムサール条約
（じょうやく）

ん」
「娘さん」という意味を持つ「パタラ」
。網走で

解説）オホーツク海に沿って広がる濤沸湖は、夏は

は1年間の任期で、流氷まつりでのコンパニオンを

多様な野生の花々が咲き誇り、冬には渡り鳥の中継

はじめ、各種イベントや観光展などにおいて網走の

点や越冬地点として鳥たちでにぎわう汽水湖です。

魅力を全国に伝える「流氷パタラ」というイベント

濤沸湖は2005年（平成17年）11月8日からウガ

コンパニオンを設けています。

ンダで開催された「第9回ラムサール条約締約国会

現在の「流氷パタラ」は36代目となっていますが、

議」においてラムサール登録湿地になりました。ラ

流氷パタラが設置される以前は「ミス流氷」
「準ミ

ムサール条約とは「国境を持たない水鳥の生息地を

ス流氷」がミスコンで選出され、その中から「流氷

保全すること」を主たる目的とした国際条約です。

の女王」を選出していました。





115
観 光 編

解答

 ナガスクジラ

マッコウクジラ

ツチクジラ

117
解答

ザトウクジラ

 ①

1938年（昭和13年）

② 1958年（昭和33年）
③ 網走国定（あばしりこくてい）

ミンククジラ
解説）あばしりネイチャークルーズは、オホーツク

④ オホーツク流氷館（りゅうひょうかん）

海の多様なクジラやイルカ、ウミドリを観光客が身

⑤ 博物館網走監獄

近にみて楽しむクルーズとして平成22年9月から

（はくぶつかんあばしりかんごく）

運航を始めました。網走とクジラの関係は深く、6

 海道立北方民族博物館（ほっかいど
⑥ 北
うりつほっぽうみんぞくはくぶつかん）

〜13世紀に栄えたオホーツク文化の最大の遺跡で
あるモヨロ貝塚からはクジラの骨で作られた銛（モ

⑦ 1985年（昭和60年）

リ）が多数発掘され、また1950年代には市内の7

 の新大陸発見（きたのしんたいり
⑧ 北
!
くはっけん）あったか網走

つの捕鯨会社が操業する中、地域においても食料の

 氷観光砕氷船（りゅうひょうかんこ
⑨ 流

貴重なたんぱく源として消費量は大きなものがあり

うさいひょうせん）おーろら

ました。アムール川の淡水を起源とするオホーツク

⑩ 通年型観光（つうねんがたかんこう）

海の海氷が、食物プランクトンの大繁殖をもたらし
ながら、大自然を舞台に魚類、鳥類、ほ乳類など様々
な生き物に命をつないでいることを実感できる貴重
なクルーズでもあります。このクルーズで見られる
クジラは、
「ナガスクジラ」や「ツチクジラ」
「マッ
コウクジラ」
「ザトウクジラ」
「ミンククジラ」の5

48



001

118
解答

170

121

 マイナス15度

解答

 五翼放射状平屋舎房

（ごよくほうしゃじょうひらやしゃぼう）

解説）天都山にある
「オホーツク流氷館」

解説）
「博物館網走監獄」に移築、復元展示されて

は、本物の流氷を常設

いる「五翼放射状平屋舎房」は1912年（明治45年）

展示している世界初の

から1984年（昭和59年）まで、網走刑務所内で
実際に使われていた獄舎。中央の見張り棟を中心と

施設です。
流氷館の外観

して、5棟の舎房が放射状に広がっているために「五



翼放射状平屋舎房」と呼ばれています。

119

この獄舎はベルギーの「ルーヴァン監獄」を模して

解答

 チューブボブスレー

建てられたといわれ、中央にあるハ角形の見張り小

解説）チューブボブスレーのコースの全長は約

屋の中から、すべての舎房の通路が見渡せるように

120メートル。コースは流氷館正面入口から第2

なっています。登録有形文化財にも指定された木造

駐車場に続く斜面に、職員によって作られています。

の獄舎は、歴史的にも価値のある展示史料です。

オホーツク流氷館の入館者は1回無料、その他の方



は2回300円で、1
月下旬〜3月中旬位

122
解答

 西村

淳（にしむら・じゅん）

解説）2009年（平成21年）8月に公開された堺

レーが楽しめます。

雅人主演の映画「南極料理人」
。南極のドームふじ
基地周辺の気候や地形のイメージに似かよった網走

ボブスレー

で、映画のロケが行われました。
映画の原作は西村淳さんのエッセイ「面白南極料理



120
解答

 11作目

人」
。西村さんは網走南ヶ丘高校卒業後に、海上保
安官となり、第30次南極観測隊、第38次南極観

解説）1973年（昭和48年）8月に公開された「男

測隊ドーム基地越冬隊に参加しました。

はつらいよ 寅次郎忘れな草」はシリーズ11作目



となる作品。この映画の舞台には網走が選ばれ、市

123

内ロケでは南四条通りの網走神社と刻まれた石碑前

解答

 日吉亭
（ひよしてい）

で渥美清扮する寅次郎がレコードのたたき売りをし

解説）1912年（大正元年）12月に（当時、網走

たり、網走造船所前でマドンナである松岡リリー役

の人口は約4千人）寄席の常設場として日吉亭がで

の浅丘ルリ子と出会ったりするシーンが撮影されま

きました。現在の南4条西1丁目、信用金庫と赤川

した。

商店の間に建ち、浪花節や手品もあって、大いに人



気を博したそうです。しかし、その後に常設の映画
館ができて、次第に客を取られ、僅か5年で閉鎖に
なりました。


49

観 光 編

までチューブボブス

観 光

124
解答

127

 梅園
（ばいえん）

解答

 網走

知床定期航路

解説）1914年（大正3年）に中西宇之助氏が丸万

（あばしり 	   しれとこていきこうろ）

に入植。札幌から豊後梅の苗木を移植し、4年間で

解説）1941年（昭和16年）から運航された網走

6町歩に3千本の大梅園を造成しました。当時は北

一知床定期航路は、道道斜里宇登呂線の陸路が整備

浜まで汽車で行き、6月には大勢の梅見客や学校の

されたことによりその役目を終え、1959年（昭

遠足などでにぎわったそうです。1936年（昭和

和34年）に廃止になっています。

11年）に発行された「北海道年中暦」の中には「北

その他の船舶として、網走湖内遊覧船が網走市及び

浜の観梅」として掲載されているほどでした。

網走市観光協会により1957年（昭和32年）から



数年間網走湖で営業が行われていましたが、エンジ

125
解答

ントラブル等で経費が高くなり、長くは続きません

 網走熱帯植物園

でした。

（あばしりねったいしょくぶつえん）

また、流氷観光船は1991年（平成3年）から道東

解説）1960年（昭和35年）5月に網走観光株式

観光開発㈱により運航されており、網走の冬季観光

会社によって「網走熱帯植物園」が緑町に開園しま

の主役となっています。

したが、経営不振により1971年（昭和46年）9



月に閉園。熱帯植物園はわずか11年で、その門を

128

閉じました。

解答

 スタート

観 光 編

126
解答

網走刑務所
（あばしりけいむしょ）



フィニッシュ

大曲湖畔園地
（おおまがりこはんえんち）

 あばしり道の駅夕市
（ゆういち）
まつり

解説）夕市まつりは、夏まつりの花火大会が行われ

解説）2015年（平成27年）9月27日に第1回オ

る日を初日として、5〜7日間程度連続して開催さ

ホーツク網走マラソンが開催され、毎年日本国内だ

れるイベントです。開催初日には網走の伝統行事

けでなく海外からもランナーが参加する大会です。

「オロチョンの火祭り」が行われるなど、多彩なステー

網走刑務所をスタートし能取岬やサイクリングロー

ジイベントやお楽しみ抽選会も開催され、地元産品

ドを走りフィニッシュの大曲湖畔園地を目指しま

を使ったおいしい飲

す。コースの景色の美しさや、エイドの充実、そし

食物も販売されるこ

てフィニッシュ地点の満開のひまわり畑などランナー

ともあって、連日多

にも人気で「全国ランニング大会100選」にも選

くの市民や観光客で

ばれています。

にぎわいます。
タ市まつりを楽しむ人々



50

001

129
解答

170

める上質の斜面となっています。スキーコースのほ

 マリーゴールドとサルビア

かにも、100m ほどのソリコースもあり、夏の間

解説）
「 フ ラ ワ ー ガ ー デ ン は な・ て ん と 」 は、

は第6コースが「フラワーガーデンはな・てんと」

2003年（平成15年）より市民のボランティアに

の会場となります。

より植栽が行われていますが、当初はマーガレット



等の宿根草が植えられていました。しかし、あまり

132

にも雑草が多いの

花が満開のはな・てんと

解答

 オホーツクあばしりツーデーマーチ

で、翌年からは一

解説）
「でっかいどうオホーツクマーチ」は全国16

年草であるマリー

大会しかない日本マーチングリーグ公式大会であ

ゴールドとサルビ

り、網走市の「オホーツクあばしりツーデーマーチ」

アなどが約8万株

と北見市の「ハッカの大地北見ツーデーマーチ」で

植えられるように

構成されています。
「オホーツクあばしりツーデー

なりました。

マーチ」は、初日にオホーツク海沿いを歩くコース、
2日目に網走湖沿いを歩くコースが設定され、いず



130
解答

れも自然豊かなさ

 呼人浦
（よびとうら）キャンプ場

わやかな北海道の
初夏を楽しめるこ

ンプ場です。ここには水道が敷設された流し台と水

と か ら、 人 気 の

洗トイレも設置されていて、利用料が無料であるこ

コースとなってい

とから、全国のキャ

ます。
歩く人々など、大会の様子

ンパーでにぎわい、
特にライダーの人気



を集めています。な

133

お、網走湖に沈む美
キャンプ場の光景

解答

 10式艦上偵察機

海風

（10しきかんじょうていさつき

しい夕日の景観も無

うみかぜ）

操縦士根岸錦蔵（ねぎし・きんぞう）

料です。

解説）女満別に飛行場が設置されたきっかけは、冷



131
解答

 6コース

害克服のためオホーツク海の流氷や気象観測を飛行
機で行おうとしたことでした。旧競馬場跡地に滑走

解説）網走湖やオホーツク

路を造るため、村民約1300人が総出。しかも、

海が望める景観のすばらし

無報酬で幅50メートル、長さ300メートルの滑走

いスキー場として人気があ

路を1週間の突貫工事で完成させました。

る「網走レークビュース



キー場」には、第1〜第6
までのコースが整備され、
いずれもコブが少なく、初
級者から上級者までが楽し

51

観 光 編

解説）呼人浦キャンプ場は、網走市が管理するキャ

観 光

134
解答

サロマ湖の湖岸を通ることから、その約70%（約

 DC －9

29km）が水辺を走るルートとなっており、自転

解説）1985年（昭和60年）4月に、ジェット機

車に乗りながら素晴らしい景色が見られます。

が離着陸可能な2000メートルの滑走路を持つ新

また、数キロおきに公園やパーキングがあり、トイ

女満別空港が供用を開始。東亜国内航空の女満別〜

レや給水設備も整備されているので、安全で快適な

東京便、女満別〜

サイクリングが楽しめます。

札幌便に、客席数



128席 の ダ グ ラ

137

ス社製「DC －9」
が就航しました。
女満別空港

解答

 カラフトキリギリス

解説）1978年（昭和53年）8月、小清水原生花
園で昆虫採集をしていた山田訓二さんは、近くに変
わった鳴き声をしている虫がいることに気付きまし



135
解答

た。採取してみると、触角や翅（はね）はキリギリ

 あばしりフロックス公園

スなのに、頭部はトノサマバッタにそっくりで、こ

観 光 編

解説）網走市呼人地区の丘陵地に約10ヘクタール

れまでに見たこともないような昆虫でした。図鑑な

（東京ドーム約2個分）の広大な敷地を持つ「あば

どを調べてみても、山田さんには名前の見当すらつ

しりフロックス公園」では、白やピンクのフロック

かず、6年後の1984年（昭和59年）になって、

スの花が約15万株も咲きます。フロックスは7月

その昆虫が「カラフトキリギリス」であることが判

から徐々に開花し、8月中旬が一番の見ごろ。フロッ

明。これが日本では最初の発見となりました。

クスの花は9月初旬まで楽しめます。この公園は

「カラフトキリギリス」はヨーロッパから中央アジア、

「NPO 法人 願岳

モンゴル、中国、北朝鮮、サハリンにかけての広い

僥倖こぼれ幸（が

範囲で分布している昆虫ですが、日本で発見されて

んがくぎょうこう

いるのは小清水原生花園から網走周辺にかけての海

こぼれさち）
」の

岸線のみ。その生態にも不明な点の多い昆虫です。

方々が運営してい
ます。
フロックス公園



136
解答

 湧網線
（ゆうもうせん）

解説）
「オホーツクサイク
リングロード」は旧国鉄の
湧網線廃線跡を利用して、
網走市大曲からサロマ湖栄
浦 ま で の 40.2km を つ な
いでいます。サイクリング
ロードは網走湖、能取湖、

52

湧網線碑

生 活

問題138

ズバリ、網走市の木とは何でしょう。

問題139

ズバリ、網走市の花とは何でしょう。

問題140

エミューはオーストラリアの国鳥ですが、網走では新たなビジネスと
してエミューが飼育されています。このエミューの卵の重さは鶏卵の
約何倍でしょう。

問題141

「あばしり健康カニチョッ筋体操」の体操中の手は、基本的にどのよう


問題142

「流氷の天使」とも呼ばれるクリオネ。流氷の接岸期、クリオネは日本


な形になっているでしょう。

の沿岸に来遊しますが、春にはその姿を消します。現在、仮定されて
いるクリオネが姿を消す原因とは ?

生
活 編

問題143

台 町の「しおさい公園」には風見鶏がありますが、鶏ではなくあるも

問題144

網走が「市」になったのはいつでしょう。

問題145

おいしい水として知られている網走の水道水ですが、その水源はどこ

問題146

網走市の姉妹都市であるポートアルバーニ市は、どこの国にあるでしょ

54

のがモチーフになっています。それは何でしょう。

にあるでしょう。

う。

001

問題147

170

榎 本武揚が創設した東京農業大学では、榎本が築き上げ、初代学長の
横井時敬が唱えた教育理念に基づいて、研究や教育が行われています。
その教育理念とは ?

問題148

網走市の友好都市である糸満市（いとまんし）は何県にあるでしょう。

問題149

網走市のカントリーサインに使われているニポポ。その背景には2つの

問題150

2010年（平成22年）カナダ・バンクーバー市で開催された冬季パラ

自然景観が描かれています。その2つの自然景観とは何と何ですか ?

リンピック第10回大会のアルペンスキ一男子スーパー大回転座位で、
金メダルを獲得した網走市出身のプロスキーヤーは誰でしょう。

問題151

昭和40年代に大ヒットした映画シリーズ「網走番外地」の第1作を含み、
シリーズ中の10作を監督し「番外地の生みの親」といわれる人物で、
死後は何度かロケで訪れた網走への埋葬を希望して、網走市内の潮見
墓園に墓碑が建立された映画監督の名前をあげてください。

歴代の網走市長を初代から第6代まで就任順にあげてください。

問題153

網走市の名誉市民を第1号から第6号まで順にあげてください。

問題154

東京農業大学生物産業学部のキャンパスを八坂地区に設置するにあた

生

問題152

活 編

り、網走市では市民や企業、団体等から寄付金を募りました。その際
に市民や企業、団体から集められた寄付金の総額は約何億円だったで
しょう。

55

生 活

問題155

網走音頭を歌っていた男性歌手は誰ですか。

問題156

網走にある航空自衛隊の北部航空警戒管制団第28警戒隊のエンブレム

問題157

2009年（平成21年）6月、赤塚不二夫の直筆のイラストが見つかった

問題158

網走消防署では、毎月何日を防火の日と定めていますか。

問題159

濤沸湖での白鳥への餌付けは、地元の小学生が教育の一環として始め

に、流氷とハマナスといっしょに描かれている動物は何でしょう。

小学校はどこですか。

たことがきっかけとなりました。当時、餌付けに用いられていたもの
は何だったでしょう。

問題160

網走ではスポーツ合宿が盛んですが、最初にラグビー合宿を行った大

問題161

2010年（平成22年）3月29日、道の駅「流氷街道網走」は「みなとオ

学のチームはどこでしょう。

生

アシス」に登録されました。これは道内で何番目の登録になったでしょ
う。

活 編

問題162

網走の人なら一度は踊ったことがあると思われる「流氷音頭」。これを

問題163

1975年（昭和50年）、ミスユニバース日本代表になった網走出身の女

56

歌っている歌手は誰でしょう。

性の名前は ?

001

問題164

170

網走では映画の撮影が多く行われたこともあって、たくさんのご当地
ソングがあります。では「ニポポ」という歌を歌っていたのは誰でしょ
う。

問題165

網走には多くの小中学校併置校がありましたが、現在では統合によっ

問題166

2009年（平成21年）の中国のお正月映画で、中国の国民的俳優「葛

て1校しか残っていません。その学校の名前は ?

優（クォヨウ）」さんと人気女優「舒淇（スーチ―）」さんが主演を務
めて大ヒットし、網走市の能取岬や北浜駅でロケを行った中国映画の
タイトルとは ?（中国での上映タイトルと日本での上映タイトルの両
方を記載してください）

問題167

2006年（平成18年）3月に公開された映画「子ぎつねヘレン」は、網
走の各地でロケが行われましたが、主演の大沢たかおが演じた矢島幸
次の動物診療所の建物が実際にセットされたのはどこの地区でしょう。

問題168

網走市の市民憲章の第2項である「うけついだ文化にまなび、世界の人々
と手をつなぎ、新しい○○○○○文化のまちをつくりましょう」の○
○○○○に当てはまる語句は何ですか。

ポートアルバーニ市出身で市民留学生として網走市に滞在し、今では
ポートアルバーニ市で網走との交流を深めるため「ポートアルバーニ

活 編

国際姉妹都市交流協会」の会長となっている人の名前は ?

問題170

生

問題169

1980年（昭和55年）に、フィンランドで冬季に国民に親しまれてい
たあるスポーツの大会が初めて網走市で開催されました。そのスポー
ツとは何でしょう。

57

生 活

解答
138
解答

と

解説
その特色を生かして、どら焼きやプリンなどの加工

 桂
（かつら）

品が商品開発され、網走発の特産品として期間限定

解説）1972年（昭和47年）8月12日に制定。市

で販売されています。

制施行25周年、開基100年を記念して、自然環境



の保護、育成をはかるため、公募をもとに桂が選定

141

されました。桂材の木肌はオホーツクの鮭の色のよ
うな美しさを感じさせてくれます。

解答

 チョキ

解説）
「あばしり健康カニチョッ筋体操」は2007
年（平成19年）に市制施行60年を記念し、網走
市のオリジナル体操として作られました。網走特産
のアブラガニをモチーフとしたオリジナルのご当地
体操で、筋カアップを図ることができる全身運動で
す。基本バージョンと、小さい子どもから若者向け
のポップバージョンがあり、楽しく健康づくりがで

桂の葉

きる市民の体操と
し て、 様 々 な イ ベ

桂の木

ントなどでも体操



が行われています。

139
解答

カニチョッ筋体操をする人々

 エゾムラサキツツジ

解説）市制施行30周年を記念して、心豊かな街を



作るため、公募をもとにエ

142

ゾムラサキツツジが選ばれ

解答

 塩分の低下により死滅
（しめつ）する

ました。エゾムラサキツツ

解説）クリオネの正式

ジは日本では北海道のみに

和名は「ハダカカメガ

植生し、桜に先がけて色あ

イ」で、流氷接岸期に

生

ざやかな花を咲かせます。

エゾムラサキツツジ

日本の沿岸に来遊しま

活 編

す。来遊の理由には海



140
解答

流が影響するとされ、

 約10倍

そのため沿岸部で見ら

泳ぐクリオネ

解説）網走でエミューは12月末から4月初旬にか

れるクリオネのほとんどが、遊泳能力に乏しい小型

けて産卵。1頭あたり年間約20個程度の卵を産み

の個体です。

エミュー

58

ます。卵の殻は特徴

流氷離岸期にクリオネは流氷と共に姿を消します

的な色合いで、保護

が、これまでその理由は海水水温の上昇による死滅

色として深い緑色を

などが考えられていました。しかし、東京農業大学

し て い ま す。 卵 の

生物産業学部アクアバイオ学科の研究により「クリ

卵白には独特の弾

オネは高温に弱いとされていたが、網走の夏場の最

力性がありますが、

高海水温20度の中でも2ヶ月近く生存すること」
「低

001

塩分では死滅すること」が明らかになりました。
クリオネが姿を消す春先は、融雪や解氷によって大

170

146
解答

 カナダ

量の河川水が海に流入し、沿岸の塩分濃度が低下し

解説）網走市の姉妹都市であるポートアルバーニ市

ます。そのため、研究者の間では「クリオネは塩分

は、カナダのブリティッシュコロンビア州にある人

の低下に耐えることができずに死滅している」と考

口約2万人の街。1986年（昭和61年）2月に姉

えられています。

妹都市の提携をしましたが、そのきっかけとなった



のは小学生同士の相互交流で、今でも1年おきに小

143

中学生を対象とした教育交流訪問団の派遣と受け入

解答

 クジラ

れを行っています。

解説）
「しおさい公園」には風見鶏ならぬ風見鯨が



います。この風見鯨は「捕鯨の街・網走らしいモチー

147

フの風見鶏を」と考え

解答

 実学主義
（じつがくしゅぎ）

た網走歴史の会代表で

解説）榎本武揚（えのもと・たけあき）はオランダ

もある菊地慶一さんの

留学で学んだ経験を生かして、北海道開拓や「樺太・

依頼を受けて、網走在

千島交換条約」の締結に尽力したほか、逓信大臣や

住の銅版画家の清水敦

文部大臣などの政府要職を務めるなど、幅広い分野
で活躍した人物です。

さんが製作しました。
風見鯨

榎本は1891年（明治24年）に、徳川育英会・育



英黌（いくえいこう）農業科（現在の東京農業大学）

144

を設立し、農場実習や農家支援などの実学を重視し

解答

 1947年（昭和22年）2月11日

た教育を展開しました。榎本が築き上げた実学の理

解説）戦後間もない、1947

念を、初代学長となった横井時敬（よこい・ときよし）

年（昭和22年）2月11日に

が「実学主義」として大きく掲げました。その教育

市制が施行されました。

理念は今の東京農業大学へと受け継がれています。


生

148
解答

 沖縄県
（おきなわけん）

解説）国内都市との交流を進めるにあたって、市民



145
解答

 藻琴山
（もことやま）

から公募した国内交流候補地を選考委員会で検討し
た結果、糸満市がふさわしいとの推薦を受け、交流

解説）網走の水道水の水源は隣町の大空町東藻琴に

のための協議が進められました。そして、糸満市市

ある藻琴山の湧水。ミネラルを含んだ軟水で、喉ご

政施行30周年記念式典にあわせて、大場脩市長を

しが柔らかくて飲みやすいおいしい水です。水道法

はじめとする訪問団が糸満市を訪れ、2001年（平

によって、水道水には塩素による消毒が義務付けら

成13年）12月1日に友好都市提携の盟約に調印し

れていますが、網走市では残留塩素が一定の量を超

ました。

えないよう（1リットル中に0.3ミリグラム以下）

糸満市は沖縄本島の最南端に位置しており、面積は

に調整し、安全でおいしい水を供給しています。

46平方キロメートル、人口は約5万8千人です。

59

活 編

網走市のマーク

生 活

伝統的に漁業が盛んでマグロ・カジキなどが獲れ、
温暖な気候を利用したサトウキビやニガウリなどの

151
解答

 石井輝男
（いしい・てるお）

野菜栽培、畜産も盛んです。

解説）2005年（平成17年）8月12日、石井輝男



監督は享年81歳で死去しましたが、本人がロケで

149

何度か訪れた網走への埋葬を希望していたことか

解答

 流氷とオホーツク海

ら、石井監督の周辺関係者が中心となり、網走市の

解説）網走市のカントリー

潮見墓園に墓碑が建立されました。

サインの中で、ニポポの背

網走市と財団法人網走監獄保存財団も「石井監督は

景には冬の網走をイメージ

網走の知名度をアップさせてくれた恩人」と感謝の

させる流氷とオホーツク海

意味を込め、網走側の受入窓口として墓碑の建立に

が描かれています。

協力しました。


152



150
解答

解答

 狩野亮
（かのう・あきら）

 ①

吉田栄吉
（よしだ・えいきち）

② 有末三郎
（ありすえ・さぶろう）

解説）1986年（昭和61年）3月14日生れ、網走

③ 遠藤熊吉
（えんどう・くまきち）

市出身の狩野亮さんは1993年（平成5年）小学校

④ 佐藤忠吉
（さとう・ちゅうきち）

3年生の時、登校途中に自動車にひかれて脊髄損傷

⑤ 安藤哲郎
（あんどう・てつお）
⑥ 大場 脩
（おおば・おさむ）

のケガを負い、下半身不随となりました。しかし、
父が体育教師で、以前からスポーツ好きであった狩

解説）各市長の任期は下記のとおりです。

野さんは、様々なスポーツを体験。中学校1年生の

吉田栄吉（よしだ えいきち）
昭和22年 4 月〜昭和30年 4 月

時よりスキーを始め、網走南ヶ丘高等学校、岩手大
学を卒業し、その後はプロスキーヤーとして活躍し

有末三郎（ありすえ さぶろう）
昭和30年 5 月〜昭和34年 4 月

ています。
そして、2010年（平成22年）3月12日から3月

遠藤熊吉（えんどう くまきち）

生

昭和34年 5 月〜昭和38年12月

21日まで、カナダ・

活 編

バンクーバー市で開催

佐藤忠吉（さとう ちゅうきち）
昭和39年 2 月〜昭和49年10月

された冬季パラリン
ピック第10回大会ア

安藤哲郎（あんどう てつお）
昭和49年12月〜平成10年11月

ルペンスキ一男子スー
パー大回転座位に出

大場 脩（おおば おさむ）
平成10年12月〜

場。日本人で初の金メ
ダルを獲得しました。
狩野さん



60



001

153
解答

170

の40億7,700万円を網走市と網走市民、地元企

林 好次
（はやし・よしじ）

業、団体などが寄付し、大学が建設されています。

② 田辺村次
（たなベ・むらじ）

40億7,700万円のうち、市民や企業、団体などか

③ 白井仁太郎
（しらい・にたろう）

らの寄付金の総額は約10億円に上りました。

④ 米村喜男衛
（よねむら・きおえ）



 ①

⑤ 中川いせよ
（なかがわ・いせよ）
⑥ 安藤哲郎
（あんどう・てつお）

155
解答

 若原一郎
（わかはら・いちろう）

解説）

解説）1950年（昭和25年）市制3周年記念の「網

林 好次（はやし よしじ）

走音頭」
（唄・若原一郎・照菊）がキングレコード

第1号 昭和34年12月16日
田辺村次（たなべ むらじ）
第2号 昭和35年 3 月16日
白井仁太郎（しらい にたろう）

から市役所に届きました。


156
解答

 オジロワシ

第3号 昭和35年 6 月14日

解説）エンブレムに描かれた

米村喜男衛（よねむら きおえ）

オジロワシは、オホーツクの

第4号 昭和35年 6 月14日

海の守り、警戒する任務を。

中川いせよ（なかがわ いせよ）

流氷はオホーツク海の厳寒の

第5号 平成 4 年 3 月25日

厳しさを。そして、ハマナス

安藤哲郎（あんどう てつお）

は隊員の融和と団結、士気の

第6号 平成12年 5 月25日

高揚を表しています。




154
解答

157

 約10億円

解答

 潮見
（しおみ）小学校

校の教諭と親交があり、潮見小子どもまつりの取組

クアカデミア構想」
。その構想の一環として、東京

みに感銘を受けた赤塚不二夫（あかつか・ふじお）

農業大学生物産業学部を網走市へ誘致するにあた

さんは潮見小学校を訪れ、児童たちに漫画を教えま

り、大学キャンパスの建設費を大学と網走市、市民

した。その際、赤塚さんは「バカボンのパパ」
「目

や地元企業などが負担するという、いわゆる公私協

玉つながりのおまわりさん」
「レレレのおじさん」

力方式によって大学の誘致が実現しました。1989

「ニャロメ」の4枚のイラストを縦90cm 横65cm

年（ 平 成 元 年 ） に

の模造紙に描きました。

東京農業大学生物



産業学部は開学さ
れ ま し た が、 建 設
費総額44億7,700
万円のうち4億円を
大 学 が 負 担。 残 り

東京農大のキャンパス全景

61

活 編

解説）1983年（昭和58年）10月1日、潮見小学

市になろうと安藤市長時代に掲げられた「オホーツ

生

解説）網走市がオホーツク圏の文化・学術の中心都

生 活

158
解答

161

 10日

解答

 2番目

解説）網走消防署

解説）
「みなとオアシス」とは旅客ターミナルや交

では毎月10日を

流施設、海浜などの港湾関連施設を活用した地域活

防火の日と定め、

性化を目指す地域を支援する制度。網走は稚内に次

サイレンを吹鳴し

いで2番目の登録

ています。

となり、流氷観光
による地域振興を

網走消防署

掲げる全国唯一の



登録地として注目

159
解答

されています。
道の駅

 お茶の葉
（おちゃのは）

解説）当時の小学生たちが、家から出がらしのお茶



の葉を持ち寄り、それを乾燥させたものを白鳥に与

162

えて餌付けをしたのが始まりです。

解答

 島倉千代子
（しまくら・ちよこ）

解説）網走のご当地ソングの代表格といえば、



160
解答

1965年（昭和40年）に発売された「流氷音頭」

 法政大学
（ほうせいだいがく）

でしょう。歌う

解説）1988年（昭和63年）
、現網走市長の大場

は歌手の島倉千

脩市長（当時総務部長）が親交のあった網走出身の

代子さん、作曲

法政大学ラグビ一部 OB に「合宿を網走に誘致した

は元網走南ヶ丘

い」と伝えると、その OB が法政大学のラグビ一部

高校教諭の山口

長に連絡をとってくれ、ラグビ一部の合宿が行われ

裕功さんです。
流氷音頭

ることになりま

生

し た。 こ の 合 宿



がきっかけとなっ

163

活 編

て、 網 走 へ の ス

スポーツトレーニングフィールド
での合宿風景



解答

 中山幸子
（なかやま・さちこ）

ポーツ合宿の誘

解説）大阪中の島の ABC ホールで、ミスユニバー

致が始まったの

ス日本代表選出大会が開催され、網走南ヶ丘高校

です。

出身の19オ、中山幸子さんが全国から選抜された
21名の美女とともに出場。先ずベストセブンに選
ばれた後、厳正な審査の結果、ミスユニバースの栄
冠を手にしました。中山幸子さんは身長168cm、
体重57.5kg、バスト82cm、ウエスト63cm、ヒッ
プ94cm。世界大会は中米のエルサルバドルで開
催され、ベスト8に選出されました。


62

001

164
解答

 菅原文太
（すがわら・ぶんた）

走で2ヶ月間かけて行われ、能取岬や中園地区など
たくさんの地域がロケ地となりました。

解説）
「ニポポ」は1975年（昭和50年）に菅原



文太さんの歌で発売されています。その他のご当地

168

ソングでは、
「網走番外地」は高倉健（たかくら・

170

解答

 オホーツク

けん）さんの歌で1965年（昭和40年）に発売。

解説）
「美しい心と体を育て、先人の労苦に感謝し、

「流氷の駅」は網走の観光大使である走裕介（はし

明るく豊かな住みよいまちを未来にわたってつくろ

り・ゆうすけ）さんのデビュー曲です。

う」と1972年（昭和47年）7月17日に網走市民



憲章が制定されました。5つのスローガンからなる

165

市民憲章は市役所の封筒などに掲載されています。

解答

 呼人小中学校
（よびとしょうちゅうがっこう）

1、うみやまの深いみどりをいつまでも美しく、心

解説）現在の網走には小中学校併置校は、呼人小中
学校しか残っていません。その他の地区の学校は小

豊かなまちをつくりましょう。
1、うけついだ文化にまなび、世界の人々と手をつ

学校、中学校ともに統合されています。

なぎ、新しいオホーツク文化のまちをつくりま



しょう。

166
解答

1、たがいにまごころをもってつきあい、老人を大

 非誠勿擾
（フェイチェンウーラオ）

切にし、子どもの夢をそだてるしあわせなまち

狙った恋の落とし方
解説）2009年（平成21年）の中国でのお正月映

をつくりましょう。
1、元気で仕事にはげみ、いきがいのあるまちをつ

画として、中国の人気映画監督「馮小剛（フォン・

くりましょう。

シャオガン）
」監督のもと、網走では2008年（平

1、みんなが力をあわせ、人のいのちをだいじにす

成20年）8月に能取岬や北浜駅、中園地区などで

る、明るく住みよいまちをつくりましょう。

ロケが行われました。映画のタイトル「非誠勿擾
（フェイチェンウーラオ）
」とは「非誠実な方お断り」
という意味で、恋人を求め新聞に広告を載せるため



169
解答

解説）1993年（平成5年）9月から1994年（平

日本では株式会社ニトリが放映権を取得。2010

成6年）6月まで、網走市と姉妹都市であるカナダ・

年（平成22年）2月より全国ロードショーが行わ

ポートアルバーニ市からの市民留学生として網走市

れました。この映画をきっかけにして、中国人観光

に滞在したシェリー・マッキネンさんは、その後

客がロケ地である能取岬や北浜駅を訪れる機会が増

の1997年（平成9年）7

えています。

月から2000年（平成12



年）7月まで網走市教育委

167
解答

 明治地区
（めいじちく）

員会の初代語学指導助手
（ALT）として網走市で生

解説）動物診療所の建物は明治にありましたが、診

活。現在はバンクーバー・

療所内の撮影は呼人地区の倉庫の中に作られたセッ

アイランド大学で講師を

トで行われました。
「子ぎつねヘレン」の撮影は網

務めるかたわら「ポート

シェリー・マッキネンさん

63

活 編

のタイトルから付けられたものだそうです。

生

 シェリー・マッキネン

生 活

アルバーニ国際姉妹都市交流協会」の会長としても
活躍されています。


170
解答

 クロスカントリー（歩くスキー）

解説）1978年（昭和53年）に光輪寺住職であっ
た故大林宏文（おおばやし・ひろふみ）氏と以前か
ら交流があり、北欧文化研究を行っていた北海道教
育大学の伊藤隆一（いとう・りゅういち）教授の誘
いで、大林氏をはじめ数人の網走市民が北欧5カ国
を視察旅行したのをきっかけに、翌1979年（昭
和54年）に北海道で初めてとなる「北方圏交流協
会」が網走にて設立されました。
同年、藤田敬治（ふじた・けいじ）氏が会長となっ
てフィンランドの国民的スポーツのクロスカントリー
スキーを楽しむ「網走歩くスキークラブ」が発足。
1980年（昭和55年）3月2日には三笠宮寛仁親
王を招き「オホーツク冬を楽しくするスキーの集い」
（通称：宮様スキー）が101名の参加者を集めて開
催されました。
現在、この大会は「オホーツク歩くスキーの集い」
として、てんとらんどで毎年開催されています。こ
うした文化交流が、網走から夏見円（なつみ・まど
か）選手のようなクロスカントリー選手を生み出す
背景となっているのです。

生
活 編

64

協力

参考書籍

社団法人 網走青年会議所

網走市史

網走市史編纂委員会

網走百話

網走叢書編纂委員会

作問協力団体（順不同）

続網走百話

網走叢書編纂委員会

北海道立北方民族博物館

網走私史

山谷一郎

㈶網走監獄保存財団

史跡標柱ガイド「網走歴史散歩」 網走歴史の会

㈱網走観光振興公社

新北海道の花 梅沢 俊

網走漁業協同組合
西網走漁業協同組合
オホーツク網走農業協同組合
網走地方気象台
北海道旅客鉄道株式会社
網走地区消防組合
航空自衛隊第28警戒隊
網走市内各小中学校
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