第１回

いばらき観光マイスター認定試験問題
試験日：平成 27 年 11 月 29 日（日）

（注

意

事

項）

○ 次の注意事項及び解答用紙の注意事項をよくお読みください。
1. 係員の指示があるまで、この問題用紙を開かないでください。
2. 解答は、別紙の解答用紙（マークシート）にマークしてください。
3. 各問ごとに、選択肢の番号を解答用紙の所定の欄に１つマークしてください。
4. この試験で解答する問題の数は50問で、4択式です。試験は午後1時から2時までの1時間で、途中
退出は、午後1時30分以降認めます。途中退出する際は、手を挙げて係員の指示に従ってください。
5. この問題用紙は、試験終了後に回収しますので、持ち帰らないようにしてください。
6. この注意事項を読み終わりましたら、はじめに解答用紙の上部に氏名を記入し、受験番号、
試験会場をマークしてください。
7. 係員より試験開始の合図がありましたら、問題用紙を開いて、開始してください。
試験が始まりましたら、問題用紙の全ページ（表紙を除き6ページ）を確認し、印刷不鮮明、
落丁・乱丁がありましたら、手を挙げて係員に知らせてください。

問１

茨城県では、県、市町村、観光事業者、観光関係団体及び県民が一体となって、
「おもてなし日本
一」を目指すために、平成26年11月に条例を定めたが、
この条例の名称は何か。
(1) いばらき観光おもてなし推進条例
(2) いばらきおもてなし立県条例
(3) いばらき観光振興条例
(4) いばらきおもてなし条例

問２

観光客動態調査における平成26年の本県の観光入込客数（実人数）は何千人か。
(1) 18,162千人

問３

(2) 県央

(2) 250m

(3) 鹿行

(4) 県南

(3) 375m

(4) 425m

紅葉の時期に多くの観光客でにぎわう高萩市の花貫渓谷。渓谷に架かる吊り橋がメインの紅葉
スポットとなっているが、その吊り橋の名称は何か。
(2) 鷹巣吊り橋

(3) 竜神大吊り橋

(4) 汐見滝吊り橋

国営ひたち海浜公園のネモフィラは「死ぬまでに行きたい！世界の絶景」に選ばれているが、こ
のネモフィラが見事な青い花を咲かせるのはいつ頃か。
(1) 4月下旬〜5月中旬
(3) 8月下旬〜9月中旬

問９

(4) 10,356円

滝周辺では、約500種類100万株のあやめを見ることができる。
平成27年3月に国の名勝に指定された。
高さ120m、幅73mの大きさを誇る。
別名「四度の滝」とも呼ばれている。

(1) もみじ谷大吊り橋

問８

(3) 8,234円

袋田の滝に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
(1)
(2)
(3)
(4)

問７

(2) 6,759円

常設では日本一の高さ（約100m）からのバンジージャンプが体験できる竜神大吊橋だが、橋の
全長も歩行者専用橋として日本最大級。その全長は何メートルか。
(1) 125m

問６

(4) 41,866千人

平成26年の観光客動態調査において、最も観光地点等入込客数の割合が高かった地域はどれか。
(1) 県北臨海

問５

(3) 33,445千人

観光客動態調査における平成26年の本県を訪れた観光客全体の1人当の消費額はいくらか。
(1) 4,280円

問４

(2) 22,162千人

(2) 6月下旬〜7月中旬
(4) 10月下旬〜11月中旬

全国的に珍しい汽水湖で、平成27年5月にラムサール条約湿地に登録された湖沼はどこか。

※汽水湖・・・ 湖水に海水が混入している湖

(1) 砂沼

(2) 霞ヶ浦

(3) 北浦

(4) 涸沼
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問10

茨城県を代表する観光施設である偕楽園に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
(1)
(2)
(3)
(4)

問11

金沢の兼六園、岡山の後楽園とともに「日本三名園」の一つに数えられている。
秋には紅葉したコキアがあたり一面を真っ赤に染め、コキアまつりも開催される。
平成27年4月に日本遺産に認定されている。
早春には約100品種3,000本の梅の花が咲き誇る。

行方市にある霞ヶ浦ふれあいランドは、あるものをテーマにしたテーマパークだが、そのあるものと
は何か。
(1) 湖

問12

(2) 川

(3) 海

鹿島神宮、香取神宮とともに東国三社と呼ばれ、東国三社巡りツアーなどが行われている神社の名称
は何か。
(1) 息栖神社

問13

(4) 水

(2) 御岩神社

(3) 花園神社

(4) 大杉神社

平成26年の茨城県主催「第１回おみやげコンクール」で最優秀賞を受賞し、モンドセレクションや全
国菓子大博覧会など世界5大大会でも受賞している鉾田市のお土産品は何か。
(1) メロンバウム

(2) ピーマンソフトサブレ

(3) 紅コガネ

(4) 白帆焼き

問14 「Yahoo!ご当地メシ決定戦2014」で優勝の実績を持つ龍ケ崎市のご当地グルメと言えば何か。
(1) 龍ケ崎焼きそば

問15

(3) 龍ケ崎カレー

(4) 龍ケ崎ラーメン

牛久大仏に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
(1)
(2)
(3)
(4)

問16

(2) 龍ケ崎コロッケ

青銅製の立像としては世界最大の高さを誇る。
大仏の胸の位置から外を眺めることができる。
ギネスブックにも登録されている。
高さは150ｍを超えている。

筑波山に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
(1)「西の富士、東の筑波」と称されている。
(2) 朝夕に山肌の色を変えるところから「紫峰」とも呼ばれている。
(3) 男体山の標高は781m、女体山の標高は778mである。
(4) 日本百名山の一つに数えられている。

問17

古河総合公園が受賞した、世界の主要な文化景観保護と保護活動促進に貢献した優れた活動に贈ら
れる賞の名称は何か。
(1) メリナ・メルクーリ国際賞
(2) ガードナー国際賞
(3) モンブラン国際文化賞
(4) サンスター国際賞
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問18

筑西市には、日本陶芸界の巨匠である人物の作品や制作の様子が伺える資料などの展示記念館があ
るが、その人物とは誰か。
(1) 柳田國男

問19

茨城県の県の花・木・鳥・魚に関する組み合わせのうち、正しいものはどれか。

(2) イチゴ

(3) レンコン

(4) ピーマン

道の駅に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
日立おさかなセンターは平成26年に道の駅として登録された。
行方市にある道の駅「たまつくり」は、行方市観光物産館「こいこい」が併設されている。
県内には全部で15の道の駅がある。
道の駅では、24時間無料で駐車場及びトイレが利用できる。

平成26年に築地市場まつり「鍋グランプリ」で、グランプリを獲得した北茨城市の郷土料理は何か。
(1) しし鍋

問25

(4) 県の魚 − あんこう

次の農産物のうち、茨城県が産出額全国1位ではないものはどれか。
（平成25年調査）

(1)
(2)
(3)
(4)

問24

(3) 県の鳥 − 鵜

国外の就航先として上海、深圳がある。
何日停めても駐車料金が無料の駐車場を完備している。
茨城空港は小美玉市に所在する。
東京駅から茨城空港まで無料の事前予約制バスが運行している。

(1) メロン

問23

(2) 県の木 − 桜

茨城空港に関する次の記述として誤っているものはどれか。
（平成27年9月現在）
(1)
(2)
(3)
(4)

問22

(4) 横山大観

国の重要無形文化財に指定されている。
ユネスコ無形文化遺産に登録されている。
本場結城紬も、現在は全ての行程が機械化されている。
結城紬のミュージアム「つむぎの館」が結城市内にある。

(1) 県の花 − ばら

問21

(3) 岡倉天心

結城紬に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
(1)
(2)
(3)
(4)

問20

(2) 板谷波山

(2) あんこう鍋

(3) シーフード鍋

(4) カニ鍋

常陸大宮市で、3年に1度開催される日本最古の組立式農村歌舞伎舞台は、何というか。
(1) 東大宮の回り舞台

(2) 東塩子の回り舞台
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(3) 西大宮の回り舞台

(4) 西塩子の回り舞台

問26

村松山虚空蔵堂に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
(1)
(2)
(3)
(4)

問27

伊勢の朝熊虚空蔵尊、会津の柳津虚空蔵尊とともに日本三体虚空蔵堂に数えられている。
人生で初めての厄年にあたる十三歳にここで参拝すると、知恵と福徳がさずけられると伝えられている。
平安時代の初期に弘法大師によって創建された。
ひたちなか市に所在している。

大子町にあるＮＨＫ朝の連続テレビ小説「おひさま」や「花子とアン」のロケ地にもなった木造校舎の
名称は何か。
(1) 大子おやき学校

問28

(2) 旧上岡小学校

(3) 春風萬里荘

(3) 竪破山

(2) 完走いも

(4) 笠間日動美術館

(4) 御前山

(3) 完走こんにゃく

(4) 完走トマト

大洗サンビーチ海水浴場に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
快水浴場百選に選定されている。
障害を持った人でも安全に海水浴が楽しめるように水陸両用の車いすの無料貸し出しを行っている。
県内の海水浴場において、入込客数県下一を誇る。
オレンジ色のくじら型の滑り台「くじらの大ちゃん」がシンボルになっている。

茨城空港から500mの場所に位置し、直売所、レストラン、ヨーグルトハウスなどを楽しめる施設の名
称は「空のえき○○○」であるが、○○○に入る名称は何か。
(1) う・ら・ら

問34

(4) 七ツ洞公園

毎年1月に開催されている勝田全国マラソン大会の参加賞として配られているものは何か。

(1)
(2)
(3)
(4)

問33

(2) 石の百年館

(2) 八溝山

(1) 完走梅

問32

(3) 静峰ふるさと公園

那珂川と織りなす景観から「関東の嵐山」と呼ばれている城里町にある山の名称は何か。
(1) 鶏足山

問31

(2) 磯部桜川公園

笠間芸術の森公園内にあり、ろくろ、手びねりを体験できる体験工房のほか、ペーパークラフトなど
様々なクラフトワーク体験ができる施設の名称は何か。
(1) 笠間工芸の丘

問30

(4) 旧八溝小学校

那珂市にある桜の名所で、約2,000本の八重桜が咲き誇る公園の名称は何か。
(1) 花貫ふるさと自然公園

問29

(3) 旧奥久慈小学校

(2) き・ら・ら

(3) そ・ら・ら

(4) ら・ら・ら

行方市の「紅コガネ」は、行方産の甘いお芋と中央アルプスの伏流水を使い、時間をかけスイーツのよ
うにまろやかな芋焼酎に仕上げている。次のうち、その原料となる芋はどれか。
(1) サツマイモ

(2) サトイモ

(3) ヤマイモ
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(4) ジャガイモ

問35

水運の要所として発展してきた潮来市では、川を舟で巡りながら楽しむ「○○橋めぐり」が名物と
なっているが、○○に入る数字は何か。
(1) 十二

問36

(2) 十四

(2) 港公園

(3) 大野潮騒はまなす公園

(4) 清水洞の上公園

鉾田市は○○○の算出額全国第１位の○○○王国であるが、○○○に入る特産品は何か。
(1) メロン

問38

(4) 十八

神栖市内にある高さ52mの展望塔がシンボルの公園で、展望台からは鹿島港や鹿島臨海工業地帯の
大パノラマが一望でき、工場夜景を楽しめるスポットとしても知られている公園の名称は何か。
(1) 鹿島灘海浜公園

問37

(3) 十六

(2) ミカン

(3) 干し芋

(4) 落花生

鹿島アントラーズやカシマサッカースタジアムに関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
(1) サッカーチーム「鹿島アントラーズ」の「アントラー（antler）」は英語で鹿の枝角を意味する。
(2) 鹿島アントラーズのマスコットは、鹿をモチーフにした「しかお」
「しかこ」
「アントン」である。
(3) カシマサッカースタジアムに併設されているミュージアムでは、選手ユニホームなどが展示され、
チームの歴史が分かるようになっている。
(4) 住友金属サッカー団を母体とし、鹿嶋市、潮来市、神栖市、行方市、茨城町を中心とする近隣地域を
ホームタウンとするサッカーチームである。

問39

土浦城の本丸と二の丸の一部を整備した土浦市にある公園の名称は何か。
(1) 鶴城公園

問40

(4) 龍城公園

木造１階建ての店舗で、洋風のデザイン装飾を施した建物のことを言う。
木造１階建ての店舗兼住宅で、和風のデザイン装飾を施した建物のことを言う。
木造２階建ての店舗兼住宅で、洋風のデザイン装飾を施した建物のことを言う。
木造２階建ての店舗兼住宅で、和風のデザイン装飾を施した建物のことを言う。

稲敷市自慢の野菜で、6月中旬から下旬頃、その野菜を使ったフェアが行われているが、その野菜とは
何か。
(1) 江戸崎れんこん

問42

(3) 兎城公園

石岡市の街中で見ることができる看板建築とは、主に東京や関東周辺で関東大震災後に商店などに
用いられた建築様式である。次の記述のうち、看板建築の説明として、最も適切なものはどれか。
(1)
(2)
(3)
(4)

問41

(2) 亀城公園

(2) 江戸崎かぼちゃ

(3) 江戸崎トマト

(4) 江戸崎レタス

つくばみらい市にあり、ロケ施設として活用され、ＮＨＫの大河ドラマや著名な映画にも度々登場し
ている施設の名称は何か。
(1) みらいランド平安
(2) みらいランド江戸
(3) ワープステーション平安
(4) ワープステーション江戸
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問43

かすみがうら市で平成元年にオープンし、トンガリ屋根がトレードマークの観光施設と言えば何か。
(1) かすみがうら市動物園
(3) かすみがうら市水族館

問44

古河市にある自然と親しむふれあい型のテーマパークで、公園が関東平野のほぼ中央に位置するこ
とから、
「へそ」や「中心」という意味を用いて名付けられた公園の名称は何か。
(1) ケーブルパーク

問45

(2) テーブルパーク

主屋と表門（薬医門）が国の重要文化財に指定され、平成13年から水海道風土博物館として一般公開
している常総市にある古民家の名称は何か。
(2) 平井家住宅

(2) 奥久慈茶

(4) 椎名家住宅

(3) さしま茶

(4) さかい茶

坂東市で毎年11月第2日曜日に行われる、郷土の英雄の勇姿を現代によみがえらせようと、昭和47年
に始まり、國王神社の杉並木を総勢100名の武者が歩くお祭りの名称は何か。
(1) 小栗判官まつり

問49

(3) 穂積家住宅

境町を中心とした茨城県西地域で生産されているお茶で、安政6年(1859）にアメリカのポール商会に
売り込み、海外への輸出に成功し、日本茶の先駆け第1号になったお茶の名称は何か。
(1) 古内茶

問48

(4) マーブルパーク

通常115日前後で収穫するところを125日前後まで樹熟させてから収穫する。
オリジナルブランド梨の名称は「甘熟梨」。
関連商品として「下妻のおもて梨」というお菓子も販売。
栽培方法にこだわり、水耕栽培を行っている。

(1) 坂野家住宅
問47

(3) ネーブルパーク

県内有数の梨の産地である下妻市のオリジナルブランド梨に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
(1)
(2)
(3)
(4)

問46

(2) かすみがうら市植物園
(4) かすみがうら市美術館

(2) 水海道千姫まつり

(3) 岩井将門まつり

(4) 水戸黄門まつり

観光施設に求められる「おもてなし」に関する次の記述のうち、不適切なものはどれか。
(1) 電話が鳴ったら、なるべくベルが２・３回鳴り終わるまでに出るようにすべきである。
(2) 自施設や周辺施設のおすすめを聞かれた時に、
「特にない」という発言は避けるべきである。
(3) 自施設の情報さえ把握しておけば、周辺の観光施設の情報は覚える必要はない。
(4) 見学予約や施設内の状況（破損箇所等）報告など、共有の必要な情報は日誌等に記載し、確実に次の
日の管理者に伝達すべきである。

問50

観光ボランティアガイドに求められる「おもてなし」に関する次の記述のうち、不適切なものはどれか。
(1) 茨城弁は乱暴に聞こえることがあるので、丁寧かつゆっくり話すべきである。
(2) ボランティアなので、
「お客様に喜んでもらいたい」という思いは特に必要ない。
(3) 気候や時間帯に合わせて、日向や日陰での場所を選び、説明した方が親切である。
(4) 案内人の服装は、お客様が見つけやすいように配慮し、ガイド団体名やシンボルマークが入ってい
るものを着用するべきである。
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