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ＳｔａｒｔＳｔａｒｔＳｔａｒｔＳｔａｒｔ ＯＤＯＤＯＤＯＤ １ＣＰ１ＣＰ１ＣＰ１ＣＰ

２ＣＰ２ＣＰ２ＣＰ２ＣＰ ３ＣＰ３ＣＰ３ＣＰ３ＣＰ ４ＣＰ４ＣＰ４ＣＰ４ＣＰ

５ＣＰ５ＣＰ５ＣＰ５ＣＰ ６ＣＰ６ＣＰ６ＣＰ６ＣＰ ７ＣＰ７ＣＰ７ＣＰ７ＣＰ

６図先　『坂折棚田』　右手の電６図先　『坂折棚田』　右手の電６図先　『坂折棚田』　右手の電６図先　『坂折棚田』　右手の電
柱柱柱柱
手前右手に「さかおりお茶番処」手前右手に「さかおりお茶番処」手前右手に「さかおりお茶番処」手前右手に「さかおりお茶番処」
があるがあるがあるがある

７図先　左手の路側帯にある７図先　左手の路側帯にある７図先　左手の路側帯にある７図先　左手の路側帯にある
「不法投棄は犯罪です」看板「不法投棄は犯罪です」看板「不法投棄は犯罪です」看板「不法投棄は犯罪です」看板

１３図　『恵那峡』　右手の「無料１３図　『恵那峡』　右手の「無料１３図　『恵那峡』　右手の「無料１３図　『恵那峡』　右手の「無料
駐車場」看板駐車場」看板駐車場」看板駐車場」看板

速やかに前方の駐車場に移動速やかに前方の駐車場に移動速やかに前方の駐車場に移動速やかに前方の駐車場に移動
のことのことのことのこと

１６図　『明智鉄道　飯沼駅』１６図　『明智鉄道　飯沼駅』１６図　『明智鉄道　飯沼駅』１６図　『明智鉄道　飯沼駅』
左手の「幅員減少」標識左手の「幅員減少」標識左手の「幅員減少」標識左手の「幅員減少」標識

再スタートは１６図「一旦停止」再スタートは１６図「一旦停止」再スタートは１６図「一旦停止」再スタートは１６図「一旦停止」
標識から標識から標識から標識から

１９図　『東濃牧場』１９図　『東濃牧場』１９図　『東濃牧場』１９図　『東濃牧場』
駐車場入口のグレーチング駐車場入口のグレーチング駐車場入口のグレーチング駐車場入口のグレーチング

２５図　『岩村歴史資料館』２５図　『岩村歴史資料館』２５図　『岩村歴史資料館』２５図　『岩村歴史資料館』
左手の電柱左手の電柱左手の電柱左手の電柱

１図　『ＪＲ恵那駅』　駅前ロータ１図　『ＪＲ恵那駅』　駅前ロータ１図　『ＪＲ恵那駅』　駅前ロータ１図　『ＪＲ恵那駅』　駅前ロータ
リー出口　左手の外灯リー出口　左手の外灯リー出口　左手の外灯リー出口　左手の外灯

速やかにスタートのこと速やかにスタートのこと速やかにスタートのこと速やかにスタートのこと

３図先　『寺田ポンプ場』　フェン３図先　『寺田ポンプ場』　フェン３図先　『寺田ポンプ場』　フェン３図先　『寺田ポンプ場』　フェン
スの先端スの先端スの先端スの先端
ここまで、６．３０２　ｋｍここまで、６．３０２　ｋｍここまで、６．３０２　ｋｍここまで、６．３０２　ｋｍ

５図先　『不動の滝　駅』５図先　『不動の滝　駅』５図先　『不動の滝　駅』５図先　『不動の滝　駅』
左手の「お食事処」看板左手の「お食事処」看板左手の「お食事処」看板左手の「お食事処」看板
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８ＣＰ８ＣＰ８ＣＰ８ＣＰ ９ＣＰ９ＣＰ９ＣＰ９ＣＰ ＦＣＰＦＣＰＦＣＰＦＣＰ

３３図先　『名連・恵那工場』前３３図先　『名連・恵那工場』前３３図先　『名連・恵那工場』前３３図先　『名連・恵那工場』前
左手の擁壁手前端左手の擁壁手前端左手の擁壁手前端左手の擁壁手前端

３０図　『岩村城址　出丸』　駐車３０図　『岩村城址　出丸』　駐車３０図　『岩村城址　出丸』　駐車３０図　『岩村城址　出丸』　駐車
場入口　左手の電柱場入口　左手の電柱場入口　左手の電柱場入口　左手の電柱

３５図　『明智鉄道　明智駅』３５図　『明智鉄道　明智駅』３５図　『明智鉄道　明智駅』３５図　『明智鉄道　明智駅』
左手の外灯左手の外灯左手の外灯左手の外灯

無料駐車場は、明智駅から信無料駐車場は、明智駅から信無料駐車場は、明智駅から信無料駐車場は、明智駅から信
号を右に行った先にあります。号を右に行った先にあります。号を右に行った先にあります。号を右に行った先にあります。

お疲れ様でした！お疲れ様でした！お疲れ様でした！お疲れ様でした！
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Ｑ-ＢＱ-ＢＱ-ＢＱ-Ｂ Ｑ-ＣＱ-ＣＱ-ＣＱ-Ｃ

Ｑ-ＤＱ-ＤＱ-ＤＱ-Ｄ Ｑ-ＥＱ-ＥＱ-ＥＱ-Ｅ Ｑ-ＦＱ-ＦＱ-ＦＱ-Ｆ

Ｑ-ＧＱ-ＧＱ-ＧＱ-Ｇ Ｑ-ＨＱ-ＨＱ-ＨＱ-Ｈ Ｑ-ＩＱ-ＩＱ-ＩＱ-Ｉ

クイズ１（距離計測）クイズ１（距離計測）クイズ１（距離計測）クイズ１（距離計測） スタートからゴールまでの各ＣＰ間の距離を計測して下さい。スタートからゴールまでの各ＣＰ間の距離を計測して下さい。スタートからゴールまでの各ＣＰ間の距離を計測して下さい。スタートからゴールまでの各ＣＰ間の距離を計測して下さい。

（１ＣＰ）『不動の滝　駅』は元道の（１ＣＰ）『不動の滝　駅』は元道の（１ＣＰ）『不動の滝　駅』は元道の（１ＣＰ）『不動の滝　駅』は元道の
駅だった様だが、写真に写っている駅だった様だが、写真に写っている駅だった様だが、写真に写っている駅だった様だが、写真に写っている
『不動の滝駅』の２つの施設に使わ『不動の滝駅』の２つの施設に使わ『不動の滝駅』の２つの施設に使わ『不動の滝駅』の２つの施設に使わ
れている木材の量の内、間伐材のれている木材の量の内、間伐材のれている木材の量の内、間伐材のれている木材の量の内、間伐材の
量は何％か？　四捨五入して整数量は何％か？　四捨五入して整数量は何％か？　四捨五入して整数量は何％か？　四捨五入して整数
で答えよ。で答えよ。で答えよ。で答えよ。
（減点１点）（減点１点）（減点１点）（減点１点）

クイズ２　　　　　Ｑ-Ａクイズ２　　　　　Ｑ-Ａクイズ２　　　　　Ｑ-Ａクイズ２　　　　　Ｑ-Ａ

(スタート）駅前にあるこの案内板に(スタート）駅前にあるこの案内板に(スタート）駅前にあるこの案内板に(スタート）駅前にあるこの案内板に
「恵那」の文字（漢字）はいくつある「恵那」の文字（漢字）はいくつある「恵那」の文字（漢字）はいくつある「恵那」の文字（漢字）はいくつある
か？か？か？か？
（減点1点）（減点1点）（減点1点）（減点1点）

        ◇◇◇◇エンジョイクラ スエンジョイクラ スエンジョイクラ スエンジョイクラ ス：１０ｍの位は四捨五入して、：１０ｍの位は四捨五入して、：１０ｍの位は四捨五入して、：１０ｍの位は四捨五入して、１００ｍ単位１００ｍ単位１００ｍ単位１００ｍ単位で答えて下さい。で答えて下さい。で答えて下さい。で答えて下さい。
　　　　　　　　　　　　　　（０．１ｋｍの誤差で減点1点）　　　　　　　　　　　　　　（０．１ｋｍの誤差で減点1点）　　　　　　　　　　　　　　（０．１ｋｍの誤差で減点1点）　　　　　　　　　　　　　　（０．１ｋｍの誤差で減点1点）
　　　　◇ダンガンクラス◇ダンガンクラス◇ダンガンクラス◇ダンガンクラス　：　１ｍの位は四捨五入して、　：　１ｍの位は四捨五入して、　：　１ｍの位は四捨五入して、　：　１ｍの位は四捨五入して、１０ｍ単位１０ｍ単位１０ｍ単位１０ｍ単位で答えて下さい。で答えて下さい。で答えて下さい。で答えて下さい。
　　　　　　　　　　　　　　（０．０１ｋｍの誤差で減点１）　　　　　　　　　　　　　　（０．０１ｋｍの誤差で減点１）　　　　　　　　　　　　　　（０．０１ｋｍの誤差で減点１）　　　　　　　　　　　　　　（０．０１ｋｍの誤差で減点１）

(３図先）このクマくんにしてはいけ(３図先）このクマくんにしてはいけ(３図先）このクマくんにしてはいけ(３図先）このクマくんにしてはいけ
ない事は？ない事は？ない事は？ない事は？
（減点1点）（減点1点）（減点1点）（減点1点）

（１ＣＰ）不動の滝神社の『手水舎施（１ＣＰ）不動の滝神社の『手水舎施（１ＣＰ）不動の滝神社の『手水舎施（１ＣＰ）不動の滝神社の『手水舎施
設資金奉納者芳名』にある、恵那市設資金奉納者芳名』にある、恵那市設資金奉納者芳名』にある、恵那市設資金奉納者芳名』にある、恵那市
中野方町の○○徳一さんと笠置町中野方町の○○徳一さんと笠置町中野方町の○○徳一さんと笠置町中野方町の○○徳一さんと笠置町
の○○康臣さんの苗字は、何と読の○○康臣さんの苗字は、何と読の○○康臣さんの苗字は、何と読の○○康臣さんの苗字は、何と読
むと考えられるか？むと考えられるか？むと考えられるか？むと考えられるか？
（減点１点）（減点１点）（減点１点）（減点１点）

（４ＣＰ）「渓谷と緑と浪漫の郷　恵那（４ＣＰ）「渓谷と緑と浪漫の郷　恵那（４ＣＰ）「渓谷と緑と浪漫の郷　恵那（４ＣＰ）「渓谷と緑と浪漫の郷　恵那
峡」の看板にあるこのマークは、何峡」の看板にあるこのマークは、何峡」の看板にあるこのマークは、何峡」の看板にあるこのマークは、何
を表すマークで、どういう意味からを表すマークで、どういう意味からを表すマークで、どういう意味からを表すマークで、どういう意味から
このマークが使われていると考えらこのマークが使われていると考えらこのマークが使われていると考えらこのマークが使われていると考えら
れるか？れるか？れるか？れるか？
（減点1点）（減点1点）（減点1点）（減点1点）

（２ＣＰ）「坂折棚田モデル石垣」で、（２ＣＰ）「坂折棚田モデル石垣」で、（２ＣＰ）「坂折棚田モデル石垣」で、（２ＣＰ）「坂折棚田モデル石垣」で、
この積み方は何と言う積み方か？この積み方は何と言う積み方か？この積み方は何と言う積み方か？この積み方は何と言う積み方か？
（減点１点）（減点１点）（減点１点）（減点１点）

（７図）「八百津町潮南地区案内図」（７図）「八百津町潮南地区案内図」（７図）「八百津町潮南地区案内図」（７図）「八百津町潮南地区案内図」
で、「〇に文」は学校、「〇に公」はで、「〇に文」は学校、「〇に公」はで、「〇に文」は学校、「〇に公」はで、「〇に文」は学校、「〇に公」は
公民館、「〇に〒」は郵便局を表し公民館、「〇に〒」は郵便局を表し公民館、「〇に〒」は郵便局を表し公民館、「〇に〒」は郵便局を表し
ているが、「○にマ」は何を表していているが、「○にマ」は何を表していているが、「○にマ」は何を表していているが、「○にマ」は何を表してい
るか？　問題文をよく読んで、答えるか？　問題文をよく読んで、答えるか？　問題文をよく読んで、答えるか？　問題文をよく読んで、答え
方に注意してね！（笑）方に注意してね！（笑）方に注意してね！（笑）方に注意してね！（笑）
（減点１点）（減点１点）（減点１点）（減点１点）

（４ＣＰ）さざなみ公園にあるこの作（４ＣＰ）さざなみ公園にあるこの作（４ＣＰ）さざなみ公園にあるこの作（４ＣＰ）さざなみ公園にあるこの作
品のタイトル、作成者はチョット自品のタイトル、作成者はチョット自品のタイトル、作成者はチョット自品のタイトル、作成者はチョット自
信がないので、教えて！（笑）信がないので、教えて！（笑）信がないので、教えて！（笑）信がないので、教えて！（笑）
（減点1点）（減点1点）（減点1点）（減点1点）

（５ＣＰ）駅ホームの待合所にある（５ＣＰ）駅ホームの待合所にある（５ＣＰ）駅ホームの待合所にある（５ＣＰ）駅ホームの待合所にある
数字の内、「Ａ」の数字を正確に表数字の内、「Ａ」の数字を正確に表数字の内、「Ａ」の数字を正確に表数字の内、「Ａ」の数字を正確に表
すといくつになるか？　小数点以下すといくつになるか？　小数点以下すといくつになるか？　小数点以下すといくつになるか？　小数点以下
２桁まで答えよ。　画像は一部加工２桁まで答えよ。　画像は一部加工２桁まで答えよ。　画像は一部加工２桁まで答えよ。　画像は一部加工
してあります。してあります。してあります。してあります。
（減点1点）（減点1点）（減点1点）（減点1点）

「Ａ」「Ａ」「Ａ」「Ａ」
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Ｑ-ＪＱ-ＪＱ-ＪＱ-Ｊ Ｑ-ＫＱ-ＫＱ-ＫＱ-Ｋ Ｑ-ＬＱ-ＬＱ-ＬＱ-Ｌ

Ｑ-ＭＱ-ＭＱ-ＭＱ-Ｍ Ｑ-ＮＱ-ＮＱ-ＮＱ-Ｎ Ｑ-ＯＱ-ＯＱ-ＯＱ-Ｏ

Ｑ-ＰＱ-ＰＱ-ＰＱ-Ｐ Ｑ-ＱＱ-ＱＱ-ＱＱ-Ｑ Ｑ-ＲＱ-ＲＱ-ＲＱ-Ｒ

（７ＣＰ）岩村城址へ向かう途中に（７ＣＰ）岩村城址へ向かう途中に（７ＣＰ）岩村城址へ向かう途中に（７ＣＰ）岩村城址へ向かう途中に
ある「ようこそ岩村国有林へ」の看ある「ようこそ岩村国有林へ」の看ある「ようこそ岩村国有林へ」の看ある「ようこそ岩村国有林へ」の看
板によると、国有林は何により４つ板によると、国有林は何により４つ板によると、国有林は何により４つ板によると、国有林は何により４つ
に区分されて整備されているか？に区分されて整備されているか？に区分されて整備されているか？に区分されて整備されているか？
（減点１点）（減点１点）（減点１点）（減点１点）

（ＦＣＰ）日本大正村無料駐車場の（ＦＣＰ）日本大正村無料駐車場の（ＦＣＰ）日本大正村無料駐車場の（ＦＣＰ）日本大正村無料駐車場の
近くにあるこの銀行は、昭和６３年近くにあるこの銀行は、昭和６３年近くにあるこの銀行は、昭和６３年近くにあるこの銀行は、昭和６３年
に東京駅をモデルに建替えられたに東京駅をモデルに建替えられたに東京駅をモデルに建替えられたに東京駅をモデルに建替えられた
が、前の建物は何年地元の人にが、前の建物は何年地元の人にが、前の建物は何年地元の人にが、前の建物は何年地元の人に親親親親
しまれたか？　しまれたか？　しまれたか？　しまれたか？　月月月月は無は無は無は無視視視視し、し、し、し、最初最初最初最初のののの
年を１年として考えてください。年を１年として考えてください。年を１年として考えてください。年を１年として考えてください。
（減点１点）（減点１点）（減点１点）（減点１点）

（２（２（２（２９９９９図図図図出口出口出口出口）にある「棚田）にある「棚田）にある「棚田）にある「棚田周辺周辺周辺周辺案内案内案内案内
図」に図」に図」に図」に書書書書かれたここの棚田の棚田１かれたここの棚田の棚田１かれたここの棚田の棚田１かれたここの棚田の棚田１
枚当枚当枚当枚当たりのたりのたりのたりの面面面面積は、２ＣＰの坂折の積は、２ＣＰの坂折の積は、２ＣＰの坂折の積は、２ＣＰの坂折の
棚田のそれの何棚田のそれの何棚田のそれの何棚田のそれの何倍倍倍倍か？　四捨五入か？　四捨五入か？　四捨五入か？　四捨五入
して、小数点以下一桁まで答えよ。して、小数点以下一桁まで答えよ。して、小数点以下一桁まで答えよ。して、小数点以下一桁まで答えよ。
単単単単純純純純にににに面面面面積を棚板の積を棚板の積を棚板の積を棚板の枚枚枚枚数で数で数で数で割割割割ってってってって
ください。ください。ください。ください。
（減点１点）（減点１点）（減点１点）（減点１点）

（（（（８８８８ＣＰ）岩村城址ＣＰ）岩村城址ＣＰ）岩村城址ＣＰ）岩村城址出丸出丸出丸出丸にある「にある「にある「にある「氷餅氷餅氷餅氷餅
蔵蔵蔵蔵」の中にある『岩村城」の中にある『岩村城」の中にある『岩村城」の中にある『岩村城歴代歴代歴代歴代城城城城主主主主』』』』
のののの説明説明説明説明板で、板で、板で、板で、遠山氏時代遠山氏時代遠山氏時代遠山氏時代のののの最後最後最後最後にににに
名前があるのは、名前があるのは、名前があるのは、名前があるのは、誰誰誰誰の何の何の何の何男男男男か？か？か？か？
（減点１点）（減点１点）（減点１点）（減点１点）

（７ＣＰ、（７ＣＰ、（７ＣＰ、（７ＣＰ、８８８８ＣＰ）岩村城址本ＣＰ）岩村城址本ＣＰ）岩村城址本ＣＰ）岩村城址本丸丸丸丸にあるにあるにあるにある
「「「「歴史歴史歴史歴史方位方位方位方位盤盤盤盤」の南南」の南南」の南南」の南南西西西西の方位の方位の方位の方位面面面面
にににに書書書書かれた人物名は？かれた人物名は？かれた人物名は？かれた人物名は？
（減点１点）（減点１点）（減点１点）（減点１点）

※８※８※８※８ＣＰからＣＰからＣＰからＣＰからもアプロもアプロもアプロもアプローチでーチでーチでーチでききききます。ます。ます。ます。

(２７図）「(２７図）「(２７図）「(２７図）「農農農農村村村村景観景観景観景観日本一日本一日本一日本一富富富富田案内田案内田案内田案内
マッマッマッマッププププ」で」で」で」で紹介紹介紹介紹介されている『されている『されている『されている『寺寺寺寺社社社社・・・・
祠・祠・祠・祠・石石石石仏仏仏仏神』の内、文字が神』の内、文字が神』の内、文字が神』の内、文字が反転反転反転反転してしてしてして
いる場所が１か所あるが、何といういる場所が１か所あるが、何といういる場所が１か所あるが、何といういる場所が１か所あるが、何という
場所か？場所か？場所か？場所か？
（減点１点）（減点１点）（減点１点）（減点１点）

(２７図）「(２７図）「(２７図）「(２７図）「農農農農村村村村景観景観景観景観日本一日本一日本一日本一展望展望展望展望所」所」所」所」
からからからから見見見見たたたた風景風景風景風景で、ここにある施設はで、ここにある施設はで、ここにある施設はで、ここにある施設は
何か？何か？何か？何か？
（減点１点）（減点１点）（減点１点）（減点１点）

（７ＣＰ）岩村郷（７ＣＰ）岩村郷（７ＣＰ）岩村郷（７ＣＰ）岩村郷土土土土資料館の駐車場資料館の駐車場資料館の駐車場資料館の駐車場
入入入入口口口口にある「城下町をにある「城下町をにある「城下町をにある「城下町を歩歩歩歩こう」の看こう」の看こう」の看こう」の看
板には、神社などを表すマークが板には、神社などを表すマークが板には、神社などを表すマークが板には、神社などを表すマークが
記載記載記載記載されているが、１つしかされているが、１つしかされているが、１つしかされているが、１つしか記載記載記載記載ささささ
れていないマークはいくつあるか？れていないマークはいくつあるか？れていないマークはいくつあるか？れていないマークはいくつあるか？
（減点１点）（減点１点）（減点１点）（減点１点）

（６ＣＰ）東（６ＣＰ）東（６ＣＰ）東（６ＣＰ）東濃牧濃牧濃牧濃牧場には場には場には場には乳牛乳牛乳牛乳牛がいるがいるがいるがいる
が、が、が、が、残念残念残念残念ながらしながらしながらしながらしぼぼぼぼりたてのりたてのりたてのりたての牛乳牛乳牛乳牛乳をををを
飲飲飲飲むことはむことはむことはむことは出来出来出来出来ない。何ない。何ない。何ない。何故故故故か？　東か？　東か？　東か？　東
濃濃濃濃ままままきばきばきばきば館に館に館に館にヒヒヒヒントがあります。ントがあります。ントがあります。ントがあります。
（減点１点）（減点１点）（減点１点）（減点１点）
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ＢＱ-ａＢＱ-ａＢＱ-ａＢＱ-ａ ＢＱ-ｂＢＱ-ｂＢＱ-ｂＢＱ-ｂ ＢＱ-ｃＢＱ-ｃＢＱ-ｃＢＱ-ｃ

ＢＱ-ｄＢＱ-ｄＢＱ-ｄＢＱ-ｄ ＢＱ-ｅＢＱ-ｅＢＱ-ｅＢＱ-ｅ ＢＱ-ｆＢＱ-ｆＢＱ-ｆＢＱ-ｆ

ＢＱ-ｇＢＱ-ｇＢＱ-ｇＢＱ-ｇ

これは、どこにあるか？　これは、どこにあるか？　これは、どこにあるか？　これは、どこにあるか？　具体具体具体具体名で名で名で名で
答えよ。答えよ。答えよ。答えよ。

このこのこのこの鐘鐘鐘鐘は何と言う名前のは何と言う名前のは何と言う名前のは何と言う名前の鐘鐘鐘鐘か？か？か？か？

ＢＱ－ａＢＱ－ａＢＱ－ａＢＱ－ａからからからからＢＱ－ｇＢＱ－ｇＢＱ－ｇＢＱ－ｇは、は、は、は、全全全全問正問正問正問正解解解解ならならならならボボボボーーーーナナナナス点２点。　１問でス点２点。　１問でス点２点。　１問でス点２点。　１問でもももも誤答がある場合は減点２点です。誤答がある場合は減点２点です。誤答がある場合は減点２点です。誤答がある場合は減点２点です。
解解解解かなかった場合は、かなかった場合は、かなかった場合は、かなかった場合は、ボボボボーーーーナナナナス、減点とス、減点とス、減点とス、減点ともももも無しです。無しです。無しです。無しです。
解解解解く場合は、く場合は、く場合は、く場合は、全全全全てにてにてにてに解解解解答して下さい。無答して下さい。無答して下さい。無答して下さい。無回回回回答がある場合は、誤答と答がある場合は、誤答と答がある場合は、誤答と答がある場合は、誤答と判断判断判断判断します。します。します。します。

※ＢＱ－ａ※ＢＱ－ａ※ＢＱ－ａ※ＢＱ－ａからからからからＢＱ－ｇＢＱ－ｇＢＱ－ｇＢＱ－ｇは、あるは、あるは、あるは、あるキキキキーーーーワワワワーーーードドドドのののの順番順番順番順番にににに出出出出ててててききききます。ます。ます。ます。

この車は、恵那この車は、恵那この車は、恵那この車は、恵那ＩＩＩＩＣまで何ｋｍの所Ｃまで何ｋｍの所Ｃまで何ｋｍの所Ｃまで何ｋｍの所
にあるか？にあるか？にあるか？にあるか？

このこのこのこの派派派派手な（？）看板の下には何が手な（？）看板の下には何が手な（？）看板の下には何が手な（？）看板の下には何が
流流流流れているか？れているか？れているか？れているか？

このこのこのこのミミズミミズミミズミミズクはどこにいるか？　作クはどこにいるか？　作クはどこにいるか？　作クはどこにいるか？　作
成者が成者が成者が成者が判判判判るように答えてください。るように答えてください。るように答えてください。るように答えてください。

クイズ３　ボーナスクイズクイズ３　ボーナスクイズクイズ３　ボーナスクイズクイズ３　ボーナスクイズ

これは、どこにあるか？これは、どこにあるか？これは、どこにあるか？これは、どこにあるか？

この写真をこの写真をこの写真をこの写真を撮撮撮撮った場所のった場所のった場所のった場所の右右右右手に手に手に手に
あったあったあったあったもももものは、いつのは、いつのは、いつのは、いつ完完完完成した成した成した成したもももものののの
か？か？か？か？

（Ｉ）（Ｉ）（Ｉ）（Ｉ）

（Ｗ）（Ｗ）（Ｗ）（Ｗ）
（Ａ）（Ａ）（Ａ）（Ａ） （Ｍ）（Ｍ）（Ｍ）（Ｍ）

（Ｕ）（Ｕ）（Ｕ）（Ｕ）
（Ｒ）（Ｒ）（Ｒ）（Ｒ） （Ａ）（Ａ）（Ａ）（Ａ）
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