
Ｎｏ 問題 選択肢 回答

1

 次の文章の空欄部分に入るのはどれでしょう？
根津神社にて春に開催されますつつじまつりでは、

境内に約〔 〕種類〔 〕株のつつじが植えられた「つ
つじ苑」が公開されます。

Ａ） 約100種類3000株
Ｂ） 約150種類4000株
Ｃ） 約　50種類2000株

2
推理小説家として有名な江戸川乱歩が文京区内で

ひらいていたお店は次のうち誰でしょう？

Ａ） 古本屋
Ｂ） 洋服店
Ｃ） 理髪店

3
石川啄木終焉の地にある歌碑に書かれている歌

はどれでしょう？

Ａ） たはむれに母を背負いて そのあまり軽きに泣きて 三
歩あゆまず
Ｂ） 呼吸すれば、胸の中にて鳴る音あり 凩よりもさびしき
その音！
Ｃ） 二晩おきに 夜の一時頃に切通の坂を上がりしも 勤
めなればかな

4
江戸時代、駒込で生産されていた名物の農作物は

何でしょう？

Ａ） カブ
Ｂ） ネギ
Ｃ） ナス

5
北野神社には、なでるとねがいが叶うと言われてい

る願い石があります。その石はある動物だと言われ
ていますが、何の動物でしょう？

Ａ） 馬
Ｂ） 寅
Ｃ） 牛

6
礫川公園にあった春日局像が、昨年移設されまし

た。移設先は次のうちどこでしょう？

Ａ） 傳通院前
Ｂ） 麟祥院前
Ｃ） 法真寺前

7

 次の文章の空欄部分に入るのはどれでしょう？
文京区の音羽 には細長い様子から鼠が通るような
坂と言われた説がある急勾配でほぼ真っ直ぐな階
段がついた坂道があるが、この坂道は〔 〕の小説
「鼠坂」の舞台である。

Ａ） 泉鏡花
Ｂ） 森鷗外
Ｃ） 永井荷風

8
文京区にあるお化け階段（弥生二丁目と根津一丁

目の間）の名前の由来といわれているのは次のうち
どれでしょう？

Ａ） この階段の近くにお化けが出ると有名な屋敷が
あったから
Ｂ） 江戸時代にこの階段で事件が多発したから
Ｃ） 段差が低く、上りと下りで段数の数え間違えをし
やすかったから

9
文京区には名前のついているだけでも120か所の

坂があります。坂の名前の由来も様々ですが、次の
うち、寺の名前からついた坂はどれでしょう？

Ａ） 藤坂
Ｂ） 菊坂
Ｃ） 豊坂

10
文京区にある東京カテドラル聖マリア大聖堂を
設計した著名な建築家は次のうち誰でしょう？

Ａ） 前川國男
Ｂ） 丹下健三
Ｃ） 谷口吉郎
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11
文京シビックセンター25階の展望ラウンジから年２

回気象条件が良いときにだけみることができる富士
山を何というでしょう？

Ａ） エメラルド富士
Ｂ） オレンジ富士
Ｃ） ダイヤモンド富士

12
多くの坂があることで知られる文京区ですが、次の

うち文京区に実在しない坂はどれでしょう？

Ａ） 狸坂
Ｂ） 蛙坂
Ｃ） 犬坂

13
国の重要文化財にも指定されている東京大学の赤

門。では、文政10年（1827年）にこの赤門を建立した
のは何家の大名でしょう？

Ａ） 前田家
Ｂ） 徳川家
Ｃ） 松平家

14
東京十社にも数えられる根津神社。この根津神社

の本殿はある建築様式が用いられていることで有
名ですが、その建築様式とは何でしょう？

Ａ） 新明造り
Ｂ） 権現造り
Ｃ） 大社造り

15
白山神社は紫陽花で有名ですが、もう一つ有名な

ものとは何でしょう？

Ａ） 古墳
Ｂ） 大提灯
Ｃ） “見ざる聞かざる言わざる”の３猿の彫刻

16
 小石川植物園で青木昆陽が試作した作物はなんで
しょう？

Ａ） 甘藷（さつまいも）
Ｂ） じゃがいも
Ｃ） さといも

17
昭和10年代に向丘の真浄寺で僧侶になる修行した

喜劇俳優は誰でしょう？

Ａ） 藤田まこと
Ｂ） 植木等
Ｃ） 三木のり平

18
文京区の姉妹都市カイザースラウテルン市は、ドイ

ツの次のどの州に属しているでしょう？

Ａ） ラインラント・プファルツ州
Ｂ） バーデン・ヴュルテンベルク州
Ｃ） バイエルン州

19
文京区ゆかりの文豪森鷗外は、若いころドイツに留

学していましたが、次のドイツの都市で、鷗外が住
んだことのない都市はどれでしょう？

Ａ） ベルリン
Ｂ） ライプツィッヒ
Ｃ） ハンブルク

20
文京区の友好都市イスタンブール市ベイオウル区

の名称はベイ・オウルに由来しますが、その意味は
何でしょう？

Ａ） ふくろうがいる湾
Ｂ） バザールの商人
Ｃ） 諸侯の息子
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21

文京区の友好都市イスタンブール市ベイオウル区
には、著名な建築家ミマール・スィナンの名を冠した
芸術大学があります。次の建築物でスィナンが手掛
けたものはどれでしょう？

Ａ） クルチ・アリ・パシャ・モスク
Ｂ） ブルー・モスク
Ｃ） ガラタ塔

22
友好都市の北京市通州区でオープン予定のテーマ

パークは何でしょう？

Ａ） ディズニーランド
Ｂ） ユニバーサルスタジオ
Ｃ） ハウステンボス

23
区内にある唯一の外国大使館はどこの国でしょ

う？

Ａ） ガーナ共和国
Ｂ） ザンビア共和国
Ｃ） ベナン共和国

24
文京区は、国内のいくつかの都市と相互協力に関

する協定を結んでいますが、文人がきっかけとなっ
て協定を結んだ都市は次のうちどれでしょう？

Ａ） 上天草市
Ｂ） 甲州市
Ｃ） 福山市

25
令和元年11月に文京区と相互協力協定を締結した

熊本県玉名市のゆるキャラマスコットの名前は何で
しょう？

Ａ） タマちゃん
Ｂ） タマにゃん
Ｃ） タマモン

26

平成31年2月に文京区と岩手県盛岡市は友好都市
として提携しました。このとき、盛岡市内に、友好都
市を提携した記念碑が設置されましたが、その設置
場所はどこでしょう？

Ａ） 石川啄木記念館
 ※「啄」は、本来はキバ付きですが、新字で表記しています。

Ｂ） 盛岡市役所
Ｃ） 盛岡駅前 滝の広場

27
令和2年2月19日に、盛岡市との友好都市提携１周

年記念の節目に合わせ、盛岡市から寄贈されたも
のは何でしょう？

Ａ） 盛岡市産の木材
Ｂ） りんごの銅像
Ｃ） 盛岡市産材ベンチ

28

2018年に森鷗外が縁でドイツのベルリン市ミッテ区
から寄贈されたアンペルマン信号機。その人型マー
ク「アンペルマン」が身に着けているものは何でしょ
う？

Ａ） 帽子
Ｂ） ステッキ
Ｃ） カバン

29
姉妹都市カイザースラウテルン市の彫刻家の作品

が設置されている「カイザースラウテルン広場」の場
所はどこでしょう？

Ａ） 大塚公園
Ｂ） 窪町東公園
Ｃ） 肥後細川庭園

30
島根県津和野町、熊本県、石川県金沢市（他10自

治体）と協定等を締結していますが、締結年月日順
に並び替えてください。

Ａ） 島根県津和野町 ➡ 熊本県 ➡ 石川県金沢市
Ｂ） 石川県金沢市 ➡ 島根県津和野町 ➡ 熊本県
Ｃ） 熊本県 ➡ 石川県金沢市 ➡ 島根県津和野町

問
正答数
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