第１６回但馬検定（１級・２級）
次の問いに答えなさい。

【１】江戸時代末期になると、但馬でも海岸防備の関心が高まり、1843 年（天保 14）には豊岡藩
が、海岸線付近の山上に砲台を築き、農兵隊を組織しました。砲台を築いた場所は、次のうち
どこでしょうか。
(a) 佐津

(b) 津居山・瀬戸

(c) 御崎

(d) 竹野・猫先半島
（正解率 75.3％）

【２】室町時代に但馬守護職に就いた者で古い順に正しく並んでいるのは、次のうちどれでしょうか。
(a) 山名祐豊 → 山名致豊 → 山名持豊 → 山名師義
(b) 山名師義 → 山名持豊 → 山名祐豊 → 山名致豊
(c) 山名祐豊 → 山名持豊 → 山名師義 → 山名致豊
(d) 山名師義 → 山名持豊 → 山名致豊 → 山名祐豊
（正解率 53.4％）

【３】現在の新温泉町付近に勢力があった古代豪族の墓と考えられる古墳で、一部壊されています
が、内部に横穴式石室がある直径 10ｍ前後の円墳と推測され、現在、左右に縄掛け突起をもつ
「長持型石棺」が露出しています。この古墳は、次のうちどれでしょうか。
(a) 田公古墳

(b) 大庭古墳

(c) 二方古墳

(d) 八太古墳
（正解率 89.0％）

【４】但馬地域の古代の遺跡・古墳について記述したもので、誤っているものは、次のうちどれで
しょうか。
(a) 但馬で最も古い畑ケ平遺跡では、約 25,000 年前のナイフ形石器が出土した。
(b) 豊岡市の中谷貝塚では、稲の穂を刈り取る石包丁やモミ跡のある土器が出土した。
(c) 古墳時代になると但馬でも大型の古墳がつくられ、小見塚古墳、若水古墳は、各地の首長墓といえる。
(d) ６世紀には、大小の古墳群が多くつくられるようになり、豊岡市内だけでも 8,000 基近い古墳が
確認されている。
（正解率 43.8％）
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【５】「茶臼山古墳」は、円筒埴輪が採集されていることなどの点から、北但馬の古墳時代中期を
代表する大型古墳とされています。出土品が展示されている施設は、次のうちどれでしょうか。
(a) 但馬国府・国分寺館

(b) いずし古代学習館

(c) 村岡民俗資料館「まほろば」

(d) 出石史料館
（正解率 75.3％）

【６】古墳時代後期の円墳で、発掘時、墳丘の一部に 11 個の円筒埴輪が残っており、埴輪列が発
掘調査で確認された古墳としては、兵庫県で最北端の事例となるこの古墳は、次のうちどれで
しょうか。
(a) 観音塚古墳

(b) ケゴヤ古墳

(c) 城ノ山古墳

(d) 楯縫古墳
（正解率 32.9％）

【７】香美町にある「三の谷壁画古墳（１号墳）」の、石室入口付近の細長い石の表面には、縦横
に交差する多くの線刻があり、その中に重複するように２つの「ある生き物」が描かれていま
す。「ある生き物」とは、次のうちどれでしょうか。
(a) 犬

(b) 馬

(c) 魚

(d) 鳥
（正解率 68.5％）

【８】2021 年（令和３）６月、「トライやる・ウィーク」で地元中学生が「ある古墳」の測量を体
験した際に、市立歴史博物館職員が埴輪の一部発見しました。「ある古墳」とは、次のうちど
れでしょうか。
(a) 豊岡市中郷の「コウロギ古墳」

(b) 朝来市和田山町筒江の「茶すり山古墳」

(c) 養父市大薮の「禁裡塚古墳」

(d) 豊岡市日高町鶴岡の「楯縫古墳」
（正解率 43.8％）

【９】南北朝末期から 15 世紀まで、但馬守護・山名氏は、但馬国の守護所を豊岡市九日市に置き
ました。1454 年（享徳３）から４年間、将軍「足利義政」の怒りに触れて、当地に退居してい
た但馬守護は、次のうち誰でしょうか。
(a) 山名持豊（宗全）

(b) 山名教豊

(c) 山名政豊

(d) 山名致豊
（正解率 79.5％）
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【10】「八木城跡」（写真参照）について、豊臣秀吉によって任命された別所家２代の大名が、当
時の八木城を改修していますが、その２人の大名は、次のうち誰でしょうか。

(a) 別所重棟、別所就治
(b) 別所則治、別所就治
(c) 別所重棟、別所吉治
(d) 別所則治、別所吉治
（正解率 57.5％）

【11】豊岡市気比の石切場で発見された４個の銅鐸は、他の地域で出土した銅鐸と同じ鋳型で作ら
れていますが、組み合わせで正しいのは、次のうちどれでしょうか。
(a) ２号銅鐸 － 東奈良遺跡から出土した鋳型、３号銅鐸 － 島根県の加茂岩倉５号銅鐸、
４号銅鐸 － 島根県の加茂岩倉 21 号銅鐸
(b) ２号銅鐸 － 島根県の加茂岩倉 21 号銅鐸、３号銅鐸 － 東奈良遺跡から出土した鋳型、
４号銅鐸 － 島根県の加茂岩倉５号銅鐸
(c) ２号銅鐸 － 島根県の加茂岩倉５号銅鐸、３号銅鐸 － 島根県の加茂岩倉 21 号銅鐸、
４号銅鐸 － 東奈良遺跡から出土した鋳型
(d) ２号銅鐸 － 島根の加茂岩倉５号銅鐸、３号銅鐸 － 東奈良遺跡から出土した鋳型、
４号銅鐸 － 島根県の加茂岩倉 21 号銅鐸
（正解率 23.3％）

【12】但馬五社明神のうち、希少植物である「ホウライカズラ」が生育し、また、「ヒメハルゼミ」
の生息地としても知られる神社は、次のうちどれでしょうか。
(a) 養父神社

(b) 粟鹿神社

(c) 出石神社

(d) 絹巻神社
（正解率 87.7％）

【13】香美町にある「郡主神社」は、身舎と向拝のつなぎは中央を海老虹梁、両端を大面取りのつ
なぎ虹梁と言う珍しい形式をとっていますが、祀られている祭神は、次のうちどれでしょうか。
(a) 大物主神

(b) 門脇宰相平教盛ら平家の武将

(c) 天御中主神

(d) 大国主命
（正解率 37.0％）
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【14】朝来市にある「目の神様」として知られる「青倉神社」には、「昔、目がある状態になった
父親を、息子が心配していたところ、神様のお告げがあり、青倉神社の清水を父親の目につけ
ると、痛みが消え目が見えるようになった」と言う伝承が残っています。伝承の中で「父親の
目がある状態になった」とは、次のうちどれでしょうか。
(a) 矢が刺さった

(b) ウドのトゲが刺さった

(c) はやり目がひどくなった

(d) 栗のイガが刺さった
（正解率 53.4％）

【15】二方郡（旧郡名で、久斗川と岸田川の２つの谷筋に入る地域）五社の筆頭であった「二方神
社」は、現在は社叢のみとなっていますが、地元の人からは「ある名称」で呼ばれていました。
「ある名称」とは、次のうちどれでしょうか。
(a) 指杭さん

(b) 二方さん

(c) 土原さん

(d) 国主さん
（正解率 68.5％）

【16】牛馬の保食神として 689 年に創立され、752 年（天平勝宝４）、行基によって「蔵王権現像」
が神仏習合として祀られるようになったと伝わっており、毎年７月 18 日に例祭が行われるこ
の神社は、次のうちどれでしょうか。
(a) 牛ヶ峯神社

(b) 馬ヶ丘神社

(c) 牛ヶ平神社

(d) 牛ヶ塚神社
（正解率 84.9％）

【17】豊岡市にある「海神社」（写真参照）について記載したもので、誤っているものは、次のう
ちどれでしょうか。

(a) 祭神は大海神で、海部の祖・建田背命も祀る。
(b) 周辺には津居山漁港があり、「ウミ神さん」として
親しまれている。
(c) 海部とは、かつて大和朝廷に海産物を献上した部民
のことを言う。
(d) 1873 年（明治６）まで、絹巻神社に併祀されていた。
（正解率 71.2％）
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【18】豊岡市にある「蓮華寺」について記載したもので、誤っているものは、次のうちどれでしょうか。
(a) かつては但馬高野と呼ばれた名刹で、但馬の信仰文化の中心として隆盛を極めた。
(b) 境内には、商売繁盛・学業成就の弁財天など多くの石像を集めた「賽の河原」がある。
(c) 「絹本著色大日如来像」や、「絹本著色愛染明王像」といった仏画が所蔵されている。
(d) ２月の節分には幸福を祈願して、１周 30m もある数珠を回す「数珠くり」が行われる。
（正解率 71.2％）

【19】朝来市にある「日輪寺」は、天平年間（729〜749 年）に「ある人物」によって創建されたと
伝わっています。本尊は「如意輪観音」で、「ある人物」の作と言われる像高 80cm の立像は秘
仏となっていますが、「ある人物」とは、次のうち誰でしょうか。
(a) 弘法大師

(b) 法道仙人

(c) 行基

(d) 道照上人
（正解率 49.3％）

【20】朝来市にある「大同寺」は、月庵和尚を中興の祖とし、禅寺として栄えました。開山堂は再建
されており、正面５間、側面５間の入母屋造で、屋根は桟瓦葺き。県下でも類例の少ない「ある
時代」の中期の唐様を基調とした仏堂遺構ですが、
「ある時代」とは、次のうちどれでしょうか。
(a) 平安時代

(b) 鎌倉時代

(c) 室町時代

(d) 江戸時代
（正解率 11.0％）

【21】新温泉町の「ある寺」は、南溟禅師によって開創したと伝わります。当初、「退耕庵」と称
しましたが、江戸時代に名称を変更されました。本尊は安産の守護仏として信仰されており、
境内にある「宝篋印塔」（写真参照）は県下でも古いものです。「ある寺」とは、次のうちど
れでしょうか。

(a) 玉田寺
(b) 玉林寺
(c) 玉宗寺
(d) 玉翁院
（正解率 54.8％）

- 5 -

【22】「浅間寺」は、戦国期の「ある武将」が「薬師如来像」と「十二神将像」を修復し、「日光
菩薩立像」と「月光菩薩立像」を寄進して、特別に保護したとされていますが、「ある武将」
とは、次のうち誰でしょうか。
(a) 八木城主・八木豊信

(b) 有子山城主・山名堯熙

(c) 豊岡城主・宮部継潤

(d) 朝倉城主・朝倉信高
（正解率 49.3％）

【23】養父市にある「福王寺」本尊の「阿弥陀如来立像」は、「ある時代①」後期の丸顔を主体と
して、「ある時代②」のやや面長で厳しい表情が加わっています。「ある時代①、②」の組合
せで正しいものは、次のうちどれでしょうか。
(a) ①飛鳥時代、②奈良時代

(b) ①奈良時代、②平安時代

(c) ①平安時代、②鎌倉時代

(d) ①鎌倉時代、②室町時代
（正解率 72.6％）

【24】香美町にある「帝釈寺」の「木造聖観音立像」は、厄除け観音としても広く信仰される名仏
像で、両手を「ある状態」にしていたと考えられていますが、「ある状態」とは、次のうちど
れでしょうか。
(a) 両手を合掌している

(b) 左手で印を結び、右手に錫杖を持つ

(c) 両手とも、それぞれ印を結ぶ

(d) 左手に蓮華を持ち、右手は印を結ぶ
（正解率 43.8％）

【25】「旧出石郵便局」（写真参照）は、西洋風の外観を持つ建物として、1931 年（昭和６）に建
設されました。現在は改装されてそば屋となっていますが、開口された１階部分を除いて往時
の様子をうかがい知ることができます。この建物の構造は、次のうちどれでしょうか。

(a) 木造２階建て、瓦屋根
(b) 鉄筋コンクリート造２階建て、陸屋根
(c) 鉄骨造２階建て、瓦屋根
(d) コンクリートブロック造２階建て、スレート屋根
（正解率 27.4％）
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【26】写真の「給水塔」は、山陰線を走る機関車に水を補給するため、1911 年（明治 44）に「ある
駅」に設置されました。動力車の近代化により 1969 年（昭和 44）に廃止され、現在は赤煉瓦で
つくられた「給水塔」のみ駅舎の西側に残っていますが、この「ある駅」とは、次のうちどれで
しょうか。

(a) 佐津駅
(b) 竹野駅
(c) 浜坂駅
(d) 養父駅
（正解率 95.9％）

【27】「神子畑鉱山」について記載したもので、誤っているものは、次のうちどれでしょうか。
(a) 生野鉱山の支山として稼働していたが、1917 年（大正６）、採鉱の不況により閉山した。
(b) 1921 年（大正 10）、明延鉱山の鉱石の選鉱場として竣工。最盛期には「日本一」と謳われた。
(c) 2004 年（平成 16）に取り壊され、コンクリートの基部やシックナーの一部などが残るのみとなる。
(d) 現在は公園整備され、生野鉱山の開発に貢献したフランス人技師・ムーセの旧居も残る。
（正解率 37.0％）

【28】写真の「豊岡カトリック教会」について記載したもので、正しいものは、次のうちどれでし
ょうか。
(a) 1922 年（大正 11）、鉱山王と呼ばれた桜井勉氏の別
荘として建てられた。
(b) 1950 年（昭和 25）に建物・土地ともに豊岡市に売却
され、翌年に豊岡カトリック教会へ寄付された。
(c) 主屋は鉄骨造２階建、寄棟造瓦葺き、正面に２階ま
でのびる玄関ポーチを持つ。
(d) アーチ状の玄関、２階和室にも上げ下げ窓が施され
るなど、趣向が凝らされている。
（正解率 50.7％）
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【29】山陰本線・久谷～浜坂駅間の田君川に架かる「田君川橋梁」は、山口県の「徳佐川橋梁」、
豊岡市の「竹野川橋梁」とともに、現在日本に３つしかない「ある形式の橋梁」です。「ある形
式の橋梁」とは、次のうちどれでしょうか。
(a) ランガー橋

(b) ラチス桁橋

(c) ラーメン橋

(d) 斜張橋
（正解率 97.3％）

【30】「八鹿駅舎」は、1908 年（明治 41）建設、1934 年（昭和９）の改築で現在のようなモダン
な姿に変わりました。玄関横には、「あるもの」をイメージした形の窓が取りつけられていま
す。「あるもの」とは、次のうちどれでしょうか。
(a) 三日月

(b) 六つの星

(c) 半月

(d) 八つの星
（正解率 52.1％）

【31】「城崎温泉駅舎」は、北但大震災で旧駅舎が壊滅したため、防火を目的として鉄筋コンクリ
ートで建造されていますが、現在の屋根の形状は、次のうちどれでしょうか。
(a) 寄棟屋根

(b) 陸屋根

(c) 切妻屋根

(d) 片流れ屋根
（正解率 47.9％）

【32】田路川が円山川に合流する付近に架かっていた「この橋」（写真参照）は、神子畑鉱山から
生野製錬所へ銀鉱石の搬送のためにつくられたもので、「神子畑鋳鉄橋」とともに、日本に２
つしかない全鋳鉄橋のひとつです。現在は、国道 312 号線沿いの円山川の河川公園内で見学が
できる「この橋」の名称は、次のうちどれでしょうか。

(a) 羽渕鋳鉄橋
(b) 神子畑吊橋
(c) 小田和無名橋
(d) 金木鋳鉄橋
（正解率 91.8％）
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【33】「写真の建物」は、1896 年（明治 29）に尋常中学校として建てられ、県下で２番目に古い中
学校でした。その後、校舎全面改築の時に、同窓会が譲り受け移築されたものです。「写真の建
物」とは、次のうちどれでしょうか。

(a) 花橘会館
(b) 桑葉会館
(c) 和魂会館
(d) 達徳会館
（正解率 97.3％）

【34】諸寄港の外海西側一帯は、玄武岩質安山岩に貫入した流紋岩の岩脈が「海金剛」と呼ばれて
います。その由来とは、次のうちどれでしょうか。
(a) 朝日、夕日に照らされて黄金色に染まること
(b) 金剛力士像の形に見えること
(c) 名勝・金剛山に似ていること
(d) 金が採掘されたという伝説が残っていること
（正解率 75.3％）

【35】「流痕」とは水流によって溝状に削られた堆積物の表層が地層中に残されたものですが、香
美町にある「下浜の流痕」（写真参照）は、地質研究の結果から 2015 年（平成 27）に名称が
変更されています。変更される前の名称は、次のうちどれでしょうか。

(a) 波食甌穴群
(b) 下浜流紋岩の流理
(c) 漣痕化石
(d) 下浜の溶岩瘤
（正解率 21.9％）
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【36】御待岬の地先海面 7.8ha の海域で、柱状節理のある溶結凝灰岩によって構成された海食崖が
発達して海中まで及んでいます。平均水温は 18 度以上で、透明度は 15〜25ｍにまでも達する
この海域公園は、次のうちどれでしょうか。
(a) 豊岡海域公園

(b) 竹野海域公園

(c) 香住海域公園

(d) 浜坂海域公園
（正解率 49.3％）

【37】兵庫県と鳥取県の境に位置する「扇ノ山」は、兵庫県側に広がる山すその標高 800〜1,000ｍ
の一帯に「ある高原」があり、さらに、高原のすそを刻み込むように流れる急峻な谷には「あ
る滝」があります。「ある高原」と「ある滝」の組合せで正しいものは、次のうちどれでしょ
うか。
(a) 小代高原 － 八反滝

(b) 兎和野高原 － 赤滝

(c) 畑ヶ平高原 － 霧ヶ滝

(d) 轟高原 － シワガラの滝
（正解率 86.3％）

【38】標高 1,221ｍの「ある山」は、「瀞川山」に連なる高い山で、古くから関西屈指のスキー場
として知られています。また、山頂はやや窪みがあり、その形状からこの山の名前がついたと
言われています。「ある山」とは、次のうちどれでしょうか。
(a) 神鍋山

(b) 氷ノ山

(c) 大岡山

(d) 鉢伏山
（正解率 87.7％）

【39】コウモリの翼を張ったような形の山を源とする渓谷（写真参照）で、清流にはオオサンショ
ウウオなども生息しています。この近辺は約 400 年前には鉱山の町として栄えたが廃坑となっ
ており、鉱山の地名を「立町」といい、「立町千軒」との言い伝えが残っています。この渓谷
は、次のうちどれでしょうか。

(a) 黒川渓谷
(b) 小又川渓谷
(c) 奥山渓谷
(d) 横行渓谷
（正解率 75.3％）
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【40】「阿瀬渓谷」は、「ある峠」を源とする阿瀬川の最上流で、約３km にわたる渓谷には、「阿
瀬 48 滝」と呼ばれる大小さまざまな滝があります。「ある峠」とは、次のうちどれでしょう
か。
(a) 珍坂峠

(b) 金山峠

(c) 一二峠

(d) 野間峠
（正解率 75.3％）

【41】但馬の河川のうち、延長が長い順に並んでいるのは、次のうちどれでしょうか。
(a) 円山川 ＞ 戸牧川 ＞ 矢田川

(b) 円山川 ＞ 矢田川 ＞ 竹野川

(c) 矢田川 ＞ 円山川 ＞ 岸田川

(d) 円山川 ＞ 佐津川 ＞ 矢田川
（正解率 97.3％）

【42】旧口大屋小学校付近の山腹に自生する「この巨木」は、樹高 16ｍ、幹周り 5.6ｍで、樹齢は
約 400 年と推定される全国的にもまれな巨木です。ブナ科コナラ属の落葉高木で、「コルクク
ヌギ」との異名をもちます。「この巨木」の名称は、次のうちどれでしょうか。
(a) 口大屋の大カツラ

(b) 口大屋の大クヌギ

(c) 口大屋の大マキガヤ

(d) 口大屋の大アベマキ
（正解率 80.8％）

【43】写真の鳥は夏の渡り鳥で、「ホホヘン、ホホヘン」と言う鳴き声だが、姿をみかけることは
稀ということです。
「豊岡市立コウノトリ文化館」には、つがいのはく製が展示されています。
この鳥の名称は、次のうちどれでしょうか。

(a) ジョウビタキ
(b) ギフチョウ
(c) カワラヒワ
(d) ヤイロチョウ
（正解率 80.8％）
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【44】豊岡市の「桑原神社」にある「桑野本の大イチョウ」は、県の郷土記念物に指定されており、
地元では、イチョウの葉が全部落ちた翌日には「あること」が起こると言われていますが、
「あること」とは、次のうちどれでしょうか。
(a) 雪が降る

(b) カメムシが出はじめる

(c) 寒椿が咲く

(d) 霜柱ができる
（正解率 87.7％）

【45】推定樹齢 500 年、樹高 35ｍ、幹周り 11ｍ、根本から４ｍのところから８本に枝分かれをし
ていて、地元では「黒田の大カツラ」と呼ばれる大カツラは、次のうちどれでしょうか。
(a) 和池の大カツラ

(b) 兎和野の大カツラ

(c) 別宮の大カツラ

(d) 瀞川の大カツラ
（正解率 67.1％）

【46】
「八代の大ケヤキ」について記載したもので、誤っているものは、次のうちどれでしょうか。
(a) 馬場山の山ろく、朝来市八代の白山神社境内にそびえている。
(b) 樹高約 23ｍ、幹周り約 9.8ｍ、樹齢 1,600 年と推測される古木である。
(c) 国の天然記念物に指定された頃は、県下第一の大ケヤキであったが、1999 年（平成 11）の台風
で大枝が折れてしまった。
(d) しかし、主幹や根張りは巨木の威厳を失わず、「大金木」と呼ばれ、市のシンボルとして親し
まれている。
（正解率 75.3％）

【47】「ハッチョウトンボ」（写真参照）について記載したもので、誤っているものは、次のうち
どれでしょうか。
(a) 日本最小種のトンボでその体長は１cm あまり。後翅の長
さは約 1.5cm。
(b) 一般にミズゴケやモウセンゴケの生えた湧き水のある湿
地に生息している。
(c) 休耕田でみかけることもあり、ほとんどが草が繁茂して
も生息し続ける。
(d) 但馬では５月下旬から８月中旬頃まで見ることができる。
（正解率 64.4％）
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【48】「ミツガシワ」は、北半球の亜寒帯に分布するミツガシワ科の植物。湿原に多く自生する多
年生の水草で、３枚の葉がカシワの葉に似ていることから名づけられたと言われています。兵
庫県内で生育する地域は、次のうちどこでしょうか。
(a) 養父市と新温泉町

(b) 豊岡市と新温泉町

(c) 香美町と新温泉町

(d) 養父市と香美町
（正解率 39.7％）

【49】新温泉町丹土の「はねそ踊り」は、戦国時代に伝えられたと言われており、その後、桃山時
代に「あること」を始まりとして現在の踊りの形態となっています。「あること」とは、次の
うちどれでしょうか。
(a) 大凶作に見舞われたので、村人が雨乞いの踊りをし豊作を祈願したこと。
(b) 歌舞伎の楽曲を取り入れて、仏前で亡き父の供養のために剣術を踊ったこと。
(c) 洪水で亡くなった水死者の霊を慰めるため、鎮魂の舞を踊ったこと。
(d) 地元の伝説を歌舞伎の所作を取り入れ、槍を振り回しながら踊ったこと。
（正解率 56.2％）

【50】香美町村岡区の耀山、大糠では、宮当番を引き継ぐ行事として、複数人で杵を持って餅をつ
く「○○の餅つき」がありますが、「○○」に入る言葉は、次のうちどれでしょうか。
(a) 頭屋

(b) 宮番

(c) お当

(d) 年番
（正解率 78.1％）

【51】「法花寺万歳」（写真参照）について記載したもので、誤っているものは、次のうちどれで
しょうか。
(a) 「万歳」とは、稲の虫よけや雨乞いを祈願してこっけい
に演じられたもので、今日の漫才の起源とも言われる。
(b) 江戸時代後期、京都に出奉公していた村民が習い覚えて、
帰郷後、農閑期に門付けしたとされる。
(c) 第 2 次世界大戦中に中断したが、1949 年（昭和 24）に復
活した。兵庫県下に唯一残る万歳である。
(d) 「太夫」と「才若」の役者が巧みな掛けあいをみせた後、
くだけた余興を演じる。
（正解率 64.4％）
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【52】七美地方（香美町村岡区・小代区）に伝わる「芸おどり」は、地元の伝説や時代劇、歌舞伎
の所作を取り入れ、太刀などを振り回しながら舞う独特の踊りです。香美町指定文化財とされ
ている登録名称は、次のうちどれでしょうか。
(a) 柤岡芸おどり

(b) 秋岡芸おどり

(c) 輝山芸おどり

(d) 熊波芸おどり
（正解率 26.0％）

【53】民俗芸能「太刀振り」は、豊岡市但東町では「ある地区①」で最初に始まったが、「ある地
区②」は特に熱心で、但馬内外で出演を重ねています。「ある地区①②」の組合せで正しいも
のは、次のうちどれでしょうか。
(a) ①奥赤地区、②久畑地区

(b) ①中藤地区、②畑山地区

(c) ①奥屋根地区、②出会地区

(d) ①奥藤地区、②中山地区
（正解率 83.6％）

【54】養父市で行われている「まいそうまつり」の名前の由来となる伝説では、神代の昔、この地
が泥海であった頃に、神が３艘の船に乗って見回りをしていたところ、２艘の行方がわからな
くなりました。神々が探し回ると、１艘は「養父市大屋町宮本」、もう１艘は「ある地域」で
見つかったと言われています。「ある地域」とは、次のうちどれでしょうか。
(a) 養父市大屋町門野

(b) 養父市船谷

(c) 養父市大屋町糸原

(d) 養父市森
（正解率 65.8％）

【55】「御田植祭」（写真参照）は、田植えが始まる前にその年の豊作を祈願する祭りで、豊岡市
の佐野・上佐野・納屋の３地区の氏神として鎮座する「ある神社」で奉納されます。「ある神
社」とは、次のうちどれでしょうか。
(a) 女代神社
(b) 須賀神社
(c) 雷神社
(d) 佐野神社
（正解率 90.4％）
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【56】香美町小代区に伝承される行事で、地区の氏子たちが太鼓をのせた屋台を引き、横笛や太鼓
でにぎやかに村中を練り歩きます。一部の地域では、子供の男女とも鮮やかな長襦袢をまとい、
さらにおしろいを塗り化粧をするところもあるこの行事は、次のうちどれでしょうか。
(a) さえもん踊り

(b) 菖蒲綱引き

(c) 瓶子渡

(d) はやしこみ
（正解率 78.1％）

【57】出石神社で行われる「幟まわし」は、「ある時期」に、１年以内に宮参りを済ませた希望者
宅を回り、門前で丸い輪を描きながら「ある本数」の幟を持ち、歌を歌い竹法螺を吹きながら
祝う行事です。「ある時期」と「ある本数」の組合せで正しいものは、次のうちどれでしょう
か。
(a) ５月５日 － ５本

(b) １０月１０日 － １０本

(c) ７月７日 － ７本

(d) １１月１１日 － １１本
（正解率 91.8％）

【58】「和田山地蔵祭」は、約 330 年前、円山川の洪水で亡くなった水死者の霊を慰めるため、近
隣の住民が「清水庵」に「子安地蔵尊」を建立したことが起源とされていますが、この「清水
庵」の現在の名称は、次のうちどれでしょうか。
(a) 円龍寺

(b) 正音寺

(c) 清庵寺

(d) 妙泉寺
（正解率 61.6％）

【59】現代書道の先駆者と言われる「宇野雪村」（写真参照）は、書を「上田桑鳩」に学び、多く
の賞を受賞するなど、前衛書道の草分け的存在として海外でも活躍しましたが、生まれた地は、
次のうちどこでしょうか。

(a) 新温泉町二日市
(b) 香美町香住区七日市
(c) 豊岡市九日市
(d) 香美町香住区一日市
（正解率 61.6％）
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【60】但馬に残されている平家伝承のうち、唯一史実と言われている「越中次郎兵衛盛継」につい
て、供養塔として「宝篋印塔」が豊岡市内に２基残っています。その場所の組合せとして正し
いものは、次のうちどれでしょうか。
(a) 気比、城崎町桃島

(b) 田結、城崎町湯島

(c) 田結、城崎町桃島

(d) 気比、城崎町湯島
（正解率 54.8％）

【61】「仙石左京」について記載したもので、誤っているものは、次のうちどれでしょうか。
(a) 出石仙石家の分家として出石藩の大老職についた。
(b) 継嗣問題を巡って反対派と対立し、いわゆる「仙石騒動」を引き起こした。
(c) 幕府によって獄門に処せられ、仙石家出石藩は５万８千石から３万石へ減封された。
(d) 元禄期（1688〜1704 年）以降で幕府が裁可したお家騒動は、仙石騒動のみである。
（正解率 27.4％）

【62】香美町小代区出身で、京都帝国大学の法学部長として、日本の法学研究に身を捧げた法学博
士。海外留学では商法を学び、帰国後に法学博士の学位を授けられ、退官後は弁護士として活
躍しました。この人物は、次のうち誰でしょうか。
(a) 前田周助

(b)

斎藤隆夫

(c) 丸山修三

(d) 毛戸勝元
（正解率 72.6％）

【63】朝来市和田山町東河に生まれた写真の人物は、農民の喜びや悲しみを歌う「田園歌人」「農
民歌人」と称され、「郷愁」「にいはり」「乳木」「山帰来」の歌集を残しており、「但馬歌
壇の父」とも言われています。この歌人は、次のうち誰でしょうか。

(a) 藤原純孝
(b) 藤原東川
(c) 藤原修三
(d) 藤原次郎
（正解率 89.0％）
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【64】石油業界の大物実業家である「和田完二」は、豊岡市竹野町出身で、当時の「ある石油会社」
の社長に就任し、社会福祉事業にも多大な貢献をしました。当時の「ある石油会社」とは、次
のうちどれでしょうか。
(a) 出光興産（株）

(b) 共同石油(株)

(c) 昭和石油(株)

(d) 丸善石油(株)
（正解率 72.6％）

【65】「上垣守国」は但馬養蚕業の先駆者で、養父市大屋町蔵垣に生まれ、18 歳の時に先進地であ
った「ある地域」に行き、蚕種（蚕の卵）を持ち帰って蚕種改良に尽力しました。「ある地域」
が所在する現在の都道府県は、次のうちどれでしょうか。
(a) 福島県

(b) 長野県

(c) 群馬県

(d) 埼玉県
（正解率 32.9％）

【66】「朝来市生野町出身画家の三巨匠」と称される洋画家について、「氏名」、「作品名」の組
合せが正しいものは、次のうちどれでしょうか。
(a) 和田三造 －「帽子の婦人」

(b) 白瀧幾之助 －「南風」

(c) 青山熊治 －「老坑夫」

(d) 和田三造 －「金仏」
（正解率 69.9％）

【67】生野鉱山長であった「朝倉盛明」（写真参照）は、薩摩藩出身でイギリスやフランスに留学
し、語学や鉱山学を学びました。「ある役目」で生野へ赴任し、生野鉱山の近代化や生野鉱山
寮馬車道（銀の馬車道）の建設に尽力し、その後、宮内省御料局理事となり生野支庁長を務め
ました。「ある役目」とは、次のうちどれでしょうか。

(a) 機械の技師
(b) 馬車道の設計士
(c) フランス人技師の通訳
(d) 地質の分析士
（正解率 89.0％）
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【68】養父市能座出身で、明治の新国家建設に尽力し、京都府知事等を務めた政治家「北垣国道」
の経歴で、正しくないものは、次のうちどれでしょうか。
(a) 高知県令

(b) 拓殖務次官

(c) 鳥取県令

(d) 枢密院顧問官
（正解率 49.3％）

【69】日本近代音楽の発展に貢献した訳詞家で、「菩提樹」「野ばら」「ローレライ」「シューベ
ルトの子守歌」などの訳詞・作詞は、名訳として絶賛されており、日本初のオペラの公演にも
携わりました。豊岡市出石町出身のこの人物は、次のうち誰でしょうか。
(a) 近藤朔風

(b) 伊藤清永

(c) 大友 工

(d) 桜井 勉
（正解率 86.3％）

【70】旧豊岡藩主家の当主として東京に生まれ、杞陽句集に収録されている句は 9,996 句にものぼ
る俳人「京極杞陽」は、留学中に出会った「ある俳人」に師事しています。「ある俳人」とは、
次のうち誰でしょうか。
(a) 正岡子規

(b) 山口誓子

(c) 高浜虚子

(d) 与謝蕪村
（正解率 47.9％）

【71】「ある人物」によって開発されたと伝わる湯村温泉は、「ある川」を中心にひらけた温泉街
（写真参照）で、その町並みは、但馬七花寺霊場のひとつでもある「ある寺」などの古い建物
とともに、深い風情を味わうことができます。「ある人物」、「ある川」、「ある寺」の組合
せで正しいものは、次のうちどれでしょうか。

(a) 慈覚大師 － 春来川 － 正福寺
(b) 弘法大師 － 春喜川 － 泰雲寺
(c) 法道仙人 － 春木川 － 正楽寺
(d) 行基 － 春来川 － 善住寺
（正解率 95.9％）
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【72】朝来市にあり「佐中千年家」とも呼ばれる「進藤家住宅」（写真参照）は、明治時代の金融・
産業界の中枢的存在であった人物の生家です。その人物とは、次のうち誰でしょうか。
(a) 浅田貞次郎
(b) 原六郎
(c) 太田垣士郎
(d) 淀井敏夫
（正解率 86.3％）

【73】「城崎温泉」は、約 1,400 年前に「ある生き物」が湯浴したことで発見され、全国行脚の「あ
る人物」の救世祈願の仏心によって開かれたとされています。「ある生き物」、「ある人物」
の組合せで正しいものは、次のうちどれでしょうか。
(a) 鹿 － 行基

(b) コウノトリ － 道照上人

(c) 鹿 － 慈覚大師

(d) コウノトリ － 道智上人
（正解率 84.9％）

【74】香美町で初めて国の登録有形文化財に選ばれた森田家住宅は、大規模な「ある種類の農家」
の形式を残しており、庄屋屋敷としても貴重なものだと言われています。「ある種類の農家」
とは、次のうちどれでしょうか。
(a) 果樹農家

(b) 綿花農家

(c) 畜産農家

(d) 養蚕農家
（正解率 86.3％）

【75】城崎の伝統工芸である「麦わら細工」（写真参照）について記載したもので、正しいものは、
次のうちどれでしょうか。
(a) 小麦のさやを色染めして材料とする。
(b) ストロー状のさやを編み込むものを「織込物」という。
(c) さやを切り開き、模様を桐箱に張っていくものを「張付物」という。
(d) さやを幾何学模様に張っていくものを「小筋物」という。
（正解率 37.0％）
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【76】2014 年（平成 26）、豊岡市の宵田商店街通りに、豊岡でつくられた鞄を展示・販売する拠点
施設がオープンしました。この拠点施設は、次のうちどれでしょうか。
(a) 鞄ステーション オーベルジュ トヨオカ
(b) 豊岡カバン アートセンター
(c) トヨオカ カバン アルチザン アベニュー
(d) カバン リトリート ＴＯＹＯＯＫＡ
（正解率 75.3％）

【77】「八鹿町八鹿地区」の街並みについて記載したもので、誤っているものは、次のうちどれで
しょうか。
(a) JR 八鹿駅前から八木川左岸に沿った商店街は、
「大正ロマンの漂う町」と評されたこともあった。
(b) 養父市八鹿町は「うだつ」のある民家が多く、特に当地区には集中している。
(c) 八木川の河川敷には「凝灰岩」と呼ばれる、やわらかく白っぽいざらざらした石が転がっており、
建物の土台などに用いられている。
(d) 2004 年（平成 16）に兵庫県景観形成条例の景観形成地区に指定された。
（正解率 78.1％）

【78】朝来市の生野地域（写真参照）は、生野鉱山とともに発展した鉱山町であり、日本の生活・
生業の在り方を理解する上で欠かすことのできない価値が認められ、2014 年（平成 26）３月、
兵庫県では初めて、国の「ある文化財」に選定されました。「ある文化財」とは、次のうちど
れでしょうか。

(a) 歴史的景観形成地区
(b) 重要伝統的建造物群保存地区
(c) 重要文化的景観
(d) 景観形成重要建造物
（正解率 9.6％）
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【79】朝来市山東町にある此の友酒造（株）の「ある銘柄」の日本酒が、2020 年度の「あるコンテ
スト」で金賞を受賞され、「何回」連続の金賞となりました。「ある銘柄」、「あるコンテス
ト」、「何回」の組合せで正しいものは、次のうちどれでしょうか。
(a) 但馬 － 全国新酒鑑評会 －７回

(b) 但馬 － 日本酒品評会「SAKE COMPETITION」－６回

(c) 竹泉 － 全国新酒鑑評会 －６回

(d) 竹泉 － 日本酒コンペティション「kura Master」－７回
（正解率 26.0％）

【80】新温泉町にある写真の建物は、江戸時代にいち早く質屋を営み、主に「ある業種」でもあっ
た元七釜屋森家の屋敷を町が買い取り、1992 年（平成４）に「先人記念館」としてオープンし
ました。「ある業種」とは、次のうちどれでしょうか。
(a) 料亭
(b) 呉服問屋
(c) 材木仲買業
(d) 酒造業
（正解率 69.9％）

【81】養父市大屋町若杉の「藤無山」に関する神話では、大国主命と天日槍が但馬の国の統治を巡
って争い、藤無山の頂上からカズラに石を結んだものを投げて治める地を決めることにしまし
た。結果、天日槍が但馬の国を治めることになり、「投げた石が落ちたところ」に住みつき一
帯を治めたとされています。「投げた石が落ちたところ」とは、次のうちどこでしょうか。
(a) 気比

(b) 養父

(c) 出石

(d) 粟鹿
（正解率 82.2％）

【82】昔、但馬地方は一面の泥海で、但馬五社の神々は津居山を切りひらき、泥水を日本海に流し
出し但馬の地をつくられました。しかし、どうしても乾ききらないため、但馬全域に多数の「地
がため地蔵」というお地蔵さんを祀ったという伝説があります。祀られた数は、次のうちいく
つでしょうか。
(a) １９カ所

(b) ３３カ所

(c) ６６カ所

(d) ８８カ所
（正解率 61.6％）
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【83】JR 播但線のトンネルは「ある構造①」が多いのに対し、山陰本線のトンネルは「ある構造②」
が多いと言われています。「ある構造①、②」の組合せで正しいものは、次のうちどれでしょ
うか。
(a) ①石造り、②煉瓦造り

(b) ①煉瓦造り、②石造り

(c) ①コンクリート造り、②石造り

(d) ①コンクリート造り、②煉瓦造り
（正解率 69.9％）

【84】香美町出身で、時代劇・現代劇を問わず「切られ役」を演じてきた「福本清三」さんは、2021
年（令和３）に死去されました。福本さんに付けられたある異名で一番有名なものは、次のう
ちどれでしょうか。
(a) 斬られても死なない男

(b) ５万回斬られた男

(c) 生涯斬られ続けた男

(d) トム・クルーズに斬られた男
（正解率 89.0％）

【85】戦前戦後の但馬で開通・建設された次のもののうち、古い順に正しく並んでいるのは、次の
うちどれでしょうか。
(a) 山陰線（鉄道、京都～出雲間全線）→ 播但線（鉄道、全線）→ 但馬海岸道路（有料道路）
→ 奥多々良木発電所
(b) 播但線（鉄道、全線）→ 山陰線（鉄道、京都～出雲間全線）→ 但馬海岸道路（有料道路）
→ 奥多々良木発電所
(c) 山陰線（鉄道、京都～出雲間全線）→ 但馬海岸道路（有料道路）→ 播但線（鉄道、全線）
→ 奥多々良木発電所
(d) 山陰線（鉄道、京都～出雲間全線）→ 奥多々良木発電所 → 播但線（鉄道、全線）
→ 但馬海岸道路（有料道路）
（正解率 79.5％）

【86】 但馬地域にある地名のうち、下線部の読み方が誤っているものは、次のうちどれでしょうか。
(a) 豊岡市但東町虫生（むしゅう）

(b) 養父市大屋町上山（うやま）

(c) 香美町村岡区輝山（かがやま）

(d) 新温泉町越坂（おっさか）
（正解率 69.9％）
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【87】香住漁港西港で水揚げされる「ベニズワイガニ」の 2020 年度漁期の状況について記載した
もので、正しいものは、次のうちどれでしょうか。
(a) 漁獲金額、漁獲量ともに前年度より増え、漁獲金額は過去 10 年では２番目に高かった。
(b) 前年度に対し、漁獲量は減ったものの、漁獲金額は増え、過去 10 年で４番目に高かった。
(c) 漁獲金額、漁獲量ともに前年度より減り、漁獲金額は過去 10 年で２番目に低かった。
(d) 前年度に対し、漁獲量は増えたものの、漁獲金額は減り、過去 10 年で４番目に低かった。
（正解率 23.3％）

【88】2021 年（令和３）４月、豊岡市に開校した「芸術文化観光専門職大学」内に、イノベーショ
ンで地域課題を解決し地域の活性化に貢献することを目的とした、地域と大学をつなぐ窓口と
なる部署が設置されていますが、その名称は、次のうちどれでしょうか。
(a) 地域イノベーション＆コンサルティングセンター
(b) 地域リサーチ＆イノベーションセンター
(c) アート＆ツーリズムイノベーションセンター
(d) 地域インキュベーション＆リサーチセンター
（正解率 47.9％）

【89】2021 年（令和３）４月、コウノトリが交通事故に巻き込まれたとみられ死んでしまう悲しい
出来事がありました。その経験から、飛来するコウノトリと接触しないようドライバーに注意
を促す「警戒標識」（写真参照）がデザインされ設置されましたが、同年６月にこの標識が初
めて設置された場所は、次のうちどこでしょうか。

(a) 豊岡市
(b) 養父市
(c) 朝来市
(d) 香美町
（正解率 32.9％）
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【90】豪華寝台列車「トワイライトエクスプレス 瑞風（大阪発、山陰コース・下り）」の乗客が途
中下車して立ち寄る観光地に、城崎温泉に代わって選ばれた、2021 年（令和３）10 月から 2022
年（令和４）２月出発分の観光地は、次のうちどれでしょうか。
(a) 余部橋梁

(b) 大乗寺

(c) 玄武洞公園

(d) 湯村温泉
（正解率 41.1％）

【91】県立但馬牧場公園では、2021 年（令和３）に「２つの施設」が新たにオープンしました。
その「２つの施設」とは、次のうちどれでしょうか。
(a) 「動物ふれあい館」と「農業遺産体験館」 (b) 「トリプルリフト」と「芝生広場の大型遊具」
(c) 「酪農体験館」と「展望台」

(d) 「芝生広場の大型遊具」と「農業遺産体験館」
（正解率 39.7％）

【92】2021 年（令和３）３月、但馬空港を盛り上げるためにスタートした会員制クラブで、入会金・
年会費は無料、但馬空港に関する情報がメールで届く、プレゼント抽選会の実施、協賛店で割
引等が受けられるという特典があるクラブの名称は、次のうちどれでしょうか。
(a) コウノトリ但馬空港応援クラブ

(b) コウノトリ但馬空港サポートクラブ

(c) コウノトリ但馬空港メンバーズクラブ

(d) コウノトリ但馬空港ファンクラブ
（正解率 30.1％）

【93】写真のダムは、堤高 54.4ｍ、堤頂長 145ｍの堤体を備えた重力式コンクリートダムで、治水
と利水を目的とした多目的ダムです。山の中の巨大なループ橋を通り堤体の上部まで上がれま
すが、このダムの名称は、次のうちどれでしょうか。

(a) 与布土ダム
(b) 多々良木ダム
(c) 黒川ダム
(d) 但東ダム
（正解率 31.5％）
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【94】整備が進む、北近畿豊岡自動車道の「①豊岡北 JCT・IC」と山陰近畿自動車道の「②竹野 IC」、
「③城崎温泉 IC」について、現時点で予定・案が示されているそれぞれの場所の組合せで正し
いものは、次のうちどれでしょうか。
(a) ①豊岡市滝、②豊岡市竹野町坊岡、③豊岡市城崎町今津
(b) ①豊岡市江野、②豊岡市竹野町下塚、③豊岡市城崎町結
(c) ①豊岡市新堂、②豊岡市竹野町林、③豊岡市城崎町飯谷
(d) ①豊岡市伊賀谷、②豊岡市竹野町金原、③豊岡市城崎町楽々浦
（正解率 54.8％）

【95】但馬内にある「ある森林組合①」が、令和３年 11 月１日の予定で「新名称②」に名称変更す
ることが決まりました。「ある森林組合」、「新名称」の組合せで正しいものは、次のうちど
れでしょうか。
(a) ①北但西部森林組合、②香美・新温泉森林組合
(b) ①北但東部森林組合、②豊岡コウノトリ森林組合
(c) ①養父市森林組合、②やぶ森林組合
(d) ①和田山町森林組合、②あさご森林組合
（正解率 56.2％）

【96】JR 山陰線の「ある駅」のホーム東側の線路は、当時貨物用として使われ、２本のうち１本が
現在も残されています（写真参照）。当時は貨物の取扱量が多いことで知られており、昭和 40
年代までは牛市で買われた子牛が一度に貨車 50 台に積み込まれ送り出されたそうです。また
鉱山などの鉱石が積み込まれたり、木炭の出荷基地にもなっていたということです。この「あ
る駅」とは、次のうちどれでしょうか。
(a) 和田山駅
(b) 八鹿駅
(c) 江原駅
(d) 養父駅
（正解率 65.8％）
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【97】養父市の大徳醤油（株）は、「ある商品」で 2020 年度（令和２）の「ふるさと名品オブ・
ザ・イヤー」最高位である地方創生大賞を受賞されました。「ある商品」とは、次のうちどれ
でしょうか。
(a) 食べるスモーク 燻製醤油

(b) 素材の色はそのままに コウノトリ透明醤油

(c) 10 種の醤油ソムリエセット

(d) 醤油じかん 手作り醤油キット
（正解率 17.8％）

【98】香美町は 2021 年（令和３）５月、「香美町まちなか移住相談室」を発足させ、相談員の伊藤
さんは、県版「地域おこし協力隊」として採用されました。県版「地域おこし協力隊」の名称
は、次のうちどれでしょうか。
(a) 地域支援推進員

(b) 地域再生協働員

(c) 地域創生活動員

(d) 地域活性化協力員
（正解率 5.5％）

【99】2021 年（令和３）７月、香住海岸の奇岩や洞門をシーカヤックで巡る「ジオカヤック体験講
習会」が行われました。香美町香住区下浜の「三田浜海水浴場」が起終点となるのですが、こ
の講習会で見ることのできないスポットは、次のうちどれでしょうか。
(a) 鎧の袖

(b) 鷹巣島

(c) 須井洞門

(d) 釣鐘洞門
（正解率 30.1％）

【100】大阪の伊丹空港との間を１日２往復で結ぶ但馬の空の玄関「コウノトリ但馬空港」（写真参
照）は、2021 年（令和３）８月に搭乗者「70 万人」を達成しましたが、開港から「70 万人」
の達成までかかった年月は、次のうちどれでしょうか。

(a) 25 年 10 ヶ月
(b) 26 年 10 ヶ月
(c) 27 年３ヶ月
(d) 29 年３ヶ月
（正解率 64.4％）
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