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受験番号

氏　　名

江別まち検定試験　　第江別まち検定試験　　第 1010 回　　初級編回　　初級編

注意事項

1.　答案用紙の記入にあたっては、HB 又は Bの黒鉛筆を使用すること。

2.　解答はすべて解答用紙に記入すること。

3.　解答用紙の記入方法は、正しいと思われる○数字を塗りつぶすこと。

　　正解　　①　→　●

4.　間違った場合は、消しゴムできれいに消すか、消えない場合×印を入れること。

       正解が判別できない場合は不正解とします。

　　 　訂正　→　 　or　

5.　受験番号と氏名の記入をお願いします。

×

（制限時間　60 分）（制限時間　60 分）

令和元令和元年 11 月年 11 月 1717 日

問　題　用　紙問　題　用　紙
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問 1. 江別で最初に和人が定着したのはいつの時期でしょう。

明治６年、榎本武揚が江別を訪れたのはどのような立場だったでしょう。

明治９年、多くのアイヌ民族が江別に移住させられましたが、どこから

移住したのでしょう。

天徳寺にある屯田兵の木像の中で１体だけ他の軍服姿と違うものがあります。

その木像の服装は何でしょう。

江別で最古の学校といわれる対雁学校は何のための教育所だったでしょう。

①慶応 ②明治 ③大正 ④昭和

問 2.

問 3.

問 4.

問 5.

①農民 ②受刑者 ③開拓使役人 ④僧侶

①択捉 ②国後 ③歯舞 ④樺太

①農制服 ②水兵服 ③袴 ④背広

①屯田兵教育 ②農民教育 ③士官教育 ④アイヌ教育

えべつ

えのもとねん たけあき おとず たち ば
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問 6.

問 7.

問 8.

問 9.

問 10.

①関矢孫左衛門 ②大橋一蔵 ③名越源五郎 ④小森忍

①小森忍 ②黒田清隆 ③坂本龍馬 ④松浦武四郎

①酪農学園大学 ②札幌学院大学 ③北翔大学 ④北海道情報大学

①岡田家 ②湯川家 ③岩田家 ④坪松家

①石炭 ②重油 ③木材 ④紙

野幌の原生林が開墾されるのを防ぐ運動を起こし、林業試験場として残した

功績をあげた人物は誰でしょう。

江別にも立ち寄ったとされる北海道命名の探検家は誰でしょう。

黒澤酉蔵が設立した江別の大学はどこでしょう。

蔵の妻面に「の」の屋号を記した旧家の石蔵は何家の石蔵でしょう。

江別駅から北海道電力火力発電所まで通っていた機関車は何を運んで

いたでしょう。

のっぽろ
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くろだ きよたか さかもと りょうま まつうら たけしろう

くろさわ とりぞう せつりつ がくだい
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問 11.

問 12.

問 13.

問 14.

問 15.

①札幌平野 ②空知平野 ③野幌平野 ④石狩平野

①ひかり ②美咲 ③晴美 ④さくら

①国 ②北海道 ③江別市 ④民間

①体が黒い ②くちばしが黄白色

③後頸が赤色 ④体長が２メートル

①木：ナナカマド　花：キク

③木：ハルニレ　　花：キク

②木：ナナカマド　花：ハナショウブ

④木：ハルニレ　　花：ハナショウブ

江別市はどの平野の中央に位置しているでしょう。

江別の木・花の組み合わせで正しいものはどれでしょう。

江別の地名に含まれた語句ではないのはどれでしょう。

野幌森林公園はどこの所有による公園でしょう。

天然記念物のクマゲラ、特徴として間違っているのはどれでしょう。

あかいろ

えべつ し へい や ちゅうおう い ち

さっぽろ のっぽろ いしかり

き はな く あ ただ

めい ふく ご くち

しんりんこうえん しょゆう えんこう

くに どう みんかん

ねん き ぶつ とくちょう ま ちがねんてん

からだ くろ おうはく

こうけい たいちょう

そらち

みさき はるみ

ほっかい

しょく

やへい やへい やへい やへい
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えべつ
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オオウバユリの特徴として間違っているものはどれでしょう。

石狩川を流れる地域として間違っているのはどこでしょう。

石狩川の川の長さは全国で何位でしょう。

ノハナショウブが見ごろになる時期はいつでしょう。

岡崎文吉が唱えた治水方式は何に基づくものでしょう。
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問 16.

問 17.

問 18.

問 19.

問 20.

①バナナ型の実がなる

②アイヌ民族の食べ物だった

③僧侶が座禅を組む姿に似ているのが名前の由来

④開花時に発熱する

①上川地域 ②渡島地域 ③空知地域 ④石狩地域

①１位 ②２位 ③３位 ④４位

①４月 ②５月 ③７月 ④９月

①捷水主義 ②自然主義 ③公水主義 ④遊水主義
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問 21. 友好都市土佐市の特産品「文旦」、文旦の説明で間違っているのはどれ

でしょう。

江別市の友好都市土佐市は何県にあるでしょう。

①法元文旦ともいう ②皮が厚い ③果汁が少ない ④白色である

①愛媛 ②香川 ③高知 ④徳島

元町アンビシャスプラザは何を支援する施設でしょうか。

元町アンビシャスプラザで製造されているお酒は次のうちどれでしょう。

江別の地酒「瑞穂のしずく」は江別産米を何パーセント使用している

でしょう。

①起業家 ②陶芸家 ③スポーツ選手 ④大学生

①日本酒 ②ビール ③焼酎 ④ワイン

① 10% ② 50% ③ 80% ④ 100%

問 22.

問 23.

問 24.

問 25.

せいぞう さけ つぎ

し えん し せつ

きぎょうか とうげい せんしゅ だいがくせい
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問 26. えぞ但馬牛の購入はイベントの他、年に数回どこで直売会を開催して

いるでしょう。

都市と農村の交流センター（えみくる）内にある施設として間違って

いるものはどれでしょう。

江別市のランドマークの一つ、「ふれあいの滝」があるのはどこの駅前

でしょう。

ふれあいの滝の出水口は何を模しているでしょう。

江別市内 13 ヶ所のランドマークは何を用いて作っているでしょう。

問 27.

問 28.

問 29.

問 30.

①市民会館 ②えみくる ③郷土資料館 ④イオン江別店

①調理実習室 ②研修室 ③子育て支援センター ④体育館

①豊幌 ②江別 ③高砂 ④野幌

①縄文土器 ②弥生土器 ③土師器 ④須恵器

①レンガ ②札幌軟石 ③コンクリート ④小麦

か しょ もち つく
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問 31. レンガの生産方法として古い順に並べたものとして正しいものはどれ

でしょう。

昭和 40 年ごろまで使われたレンガの生産方法で、最後尾の房を最初の房と

連結させる方法は何というでしょう。

江別青年会議所は何歳まで会員としているでしょう。

地域経済活性化のために組織された産学官ネットワークは江別〇〇

ネットワーク、○○に当てはまる言葉は何でしょう。

江別商工会議所はどこの駅前にあるでしょう。

①輪環窯→電気窯→登り窯

①ダスティン窯 ②ホフマン窯 ③トルネード窯 ④ルーレット窯

① 20 歳 ② 30 歳 ③ 40 歳 ④ 50 歳

①交流 ②経営 ③経済 ④市民

①江別 ②高砂 ③野幌 ④大麻

②ガス窯→登り窯→ホフマン窯

③登り窯→電気窯→ホフマン窯 ④登り窯→輪環窯→電気窯

問 32.

問 33.

問 34.

問 35. 

せいさんほうほう じゅんふる なら ただ

がまりんかん きでん

つかねんしょうわ こうさい ぼうび しょさい

けつれん
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いきち かっざいけい かせい しきそ かんさんがく

あ こと ば
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き がまがま でんのぼ がまがまがまのぼ がま

がま のぼ

がま がま がま がま

でん き りんかん

さんせい ほうほう ぼう

ほうほう

さい さい さい さい

えべつ

けいざい

なん
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えべつ
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問 38.
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問 36. 市民救護士の講習を受けられる施設はどこでしょう。

江別観光ボランティアが行っているもののうち間違っているのはどれでしょう。

次のうち江別市郷土資料館の外観はどれでしょう。

江別市河川防災ステーション内にあるもので間違っているものはどれでしょう。

問 37.

問 39.

問 40. 次の 4つの施設のうち、地名が間違っているのはどれでしょう。

①警察署 ②消防署 ③市民活動センター ④情報図書館

①旧町村農場の団体見学 ②旧跡の散策 ③出前講座 ④江別まち検定

①特産品の販売店 ②ゲーム ③水防資器材 ④図書館分館

①江別市郷土資料館：緑町

②江別市情報図書館：野幌末広町

③江別市セラミックアートセンター：東野幌

④江別市民活動センター：野幌町

①

③ ④

②

（2019 年 11 月現在）

し みんきゅう し しゅう う し せつこうご

けいさつしょ しょうぼうしょ じょうほう しょかんとどうかつ

えべつ かんこう おこな ちがま

きゅうまちむらのうじょう だんたいけんがく きゅうせき さんさく で まえ ざ けんていこう

つぎ きょうど しりょうかん がいかん

か せんぼうさい ない

とくさんひん はんばいてん すいぼう き ざい

つぎ し せつ ち めい

し

みどりまち

のっぽろすえひろちょう

ひがしのっぽろ

のっぽろちょう

し みん

えべつ

しえべつ

しえべつ ま ちが

ま ちが

えべつ し

えべつ し

えべつ し

えべつ し

きょうど りょうし かん

じょうほう しょと かん 4

みんかつどう

と しょかんぶんかん
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問 41.

①江別 ②中津湖 ③野幌 ④文京台

②インターハイ ③オリンピック ④世界陸上

問 42.

問 43.

①国体

②フェニックス像 ③風の門 ④FOR MEN①タイムベル

②江別市セラミックアートセンター

③江別市消防署 ④江別市立病院

①江別市役所

問 44.

問 45.

江別市にある名所の遊歩道、一つは四季の道、もう一つは○○グリーン

モール、○○に当てはまる言葉は何でしょう。

次のうち、問 41 に関する画像はどれでしょう。

野幌総合運動公園は平成元年に行われた、何をきっかけに整備された

でしょう。

江別市役所前にあるモニュメントとして正しいのはどれでしょう。

江別市の彫刻家、原田ミドー氏が制作した「生命樹」はどこにあるでしょう。

①

③ ④

②

えべつ し しょ ゆう ほ どう ひと し き みちめい

あ こと ば なん

なかつ こ のっぽろ ぶんきょうだい

かん が ぞう

そうごううんどう こうえん へいせいがんねん おこな なに せい び

こくたい せ かいりくじょう

しょまえ ただ

ぞう かぜ もん

ちょう

しょうぼうしょ

こく か はら だ し せいさく じゅめいせい

し りつびょういん

メンフォー

えべつ

つぎ

のっぽろ

えべつ し やく

えべつ し

し やくしょ し

えべつえべつ

えべつ えべつ

し
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問 46.

問 47.

問 48.

問 49.

問 50.

江別市でスポーツに関する学科をもつ大学はどこでしょう。

旧江別小学校と江別第三小学校が統合して出来た学校の名称は何でしょう。

「野幌だいだい神楽」、「だいだい」に当てはまる漢字はどれでしょう。

子育てひろば「ぽこ　あ　ぽこ」が入る大型商業施設はどこでしょう。

市民自治によるまちづくりを進めるための目標や基本ルールなどを定めた

条例は何というでしょう。

①北翔大学 ②札幌学院大学

③酪農学園大学 ④北海道情報大学

①江別小学校 ②江別第一小学校 ③江別第四小学校 ④野幌小学校

①代々 ②橙 ③太々 ④内々

①イオン江別 ②イオンタウン江別

③ビッグハウス ④コープさっぽろ

①江別市自治基本条例 ②江別市政策推進条例

③江別まちづくり条例 ④江別市民自治条例

えべつ し かん がっ だいがくか

ほくしょう さっぽろ がく

らくのうがくえん どうじょうほう

いん

きゅう しょう だいさん とうごう で き めいしょう なんがっこう

だいいち だいよん のっぽろ

かぐら かん じ

こ そだ はい おおがたしょうぎょうし せつ

し みん じ ち すす もくひょう き ほん さだ

じょうれい

せいさくすいしん

ほっかい

えべつ えべつ しょうがっこう

だいがく だいがく

だいがく だいがく

がっこう

しょうがっこう えべつ しょうがっこう えべつ しょうがっこう しょうがっこうえべつ

あのっぽろ

えべつ えべつ

なん

し じ ち き ほんじょうれい し じょうれい

じょうれい し みん じ ちじょうれい

えべつ えべつ

えべつえべつ
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