
第１７回 但馬検定（３級） 

次の問いに答えなさい。 

 

【１】但馬地方で最も古い遺跡は、次のうちどれでしょうか。 

（ａ）駄坂川原遺跡  （ｂ）茶すり山古墳  （ｃ）畑ケ平遺跡  （ｄ）但馬国分寺跡 

（正解率84.1％） 

 

 

【２】戦国時代に但馬は織田信長の家臣の武将から侵攻を受け、約２週間で城が落とされました。

その織田信長の家臣の武将は、次のうちだれでしょうか。 

（ａ）足利義満  （ｂ）山名祐豊  （ｃ）羽柴秀吉  （ｄ）徳川家康 

（正解率82.5％） 

 

 

【３】江戸時代に但馬の代表的な鉱山である但馬３山の開発が進められました。次のうち但馬３山

に該当しないのはどれでしょうか。 

（ａ）生野銀山  （ｂ）明延鉱山  （ｃ）中瀬金山  （ｄ）石見銀山 

（正解率85.7％） 

 

 

【４】江戸時代の「三大お家騒動」のひとつとされている「仙石騒動」が起こった藩は、次のうち

どれでしょうか。 

（ａ）出石藩  （ｂ）竹田藩  （ｃ）八木藩  （ｄ）豊岡藩 

（正解率92.1％） 

 

 

【５】環境創造型農業システムが評価され、2019年に兵庫県で初となる日本農業遺産に認定された

ものは、次のうちどれでしょうか。 

（ａ）コウノトリ育むお米  （ｂ）但馬牛  （ｃ）岩津ねぎ  （ｄ）朝倉山椒 

（正解率34.9％） 

 

 



【６】卑弥呼の鏡ともいわれる「正始元年」で始まる文字が刻まれた「三角縁神獣鏡」（写真参照）

が、1917年（大正６）に発見された豊岡市にある古墳は、次のうちどれでしょうか。 

（ａ）茶臼山古墳 

（ｂ）観音塚古墳 

（ｃ）二方古墳 

（ｄ）森尾古墳 

（正解率82.5％） 

 

 

【７】２号墳から５号墳まで４基の古墳がある面積7,000㎡が国指定史跡となっており、兵庫県で

最古の文字資料である「戊辰年銘大刀」が発見された古墳群は、次のうちどれでしょうか。 

（ａ）二見谷古墳群  （ｂ）大薮古墳群  （ｃ）八幡山古墳群  （ｄ）箕谷古墳群 

（正解率71.4％） 

 

【８】北近畿豊岡自動車道建設の調査時に見つかり、国指定史跡になっている近畿地方最大級の

円墳（写真参照）は、次のうちどれでしょうか。 

（ａ）茶すり山古墳 

（ｂ）楯縫古墳 

（ｃ）茶臼山古墳 

（ｄ）森尾古墳 

（正解率87.3％） 

 

 

【９】５世紀前半に築造され、１つの古墳からの出土数としては全国最多となる水鳥型埴輪約30体

が出土した但馬最大の前方後円墳は、次のうちどれでしょうか。 

（ａ）茶すり山古墳  （ｂ）池田古墳  （ｃ）城ノ山古墳  （ｄ）船宮古墳 

（正解率84.1％） 

 

【10】豊岡市気比で発見され、国指定重要文化財になり、現東京国立博物館の蔵品となっている

ものは、次のうちどれでしょうか。 

（ａ）勾玉  （ｂ）埴輪  （ｃ）銅鐸  （ｄ）銅鏡 

（正解率82.5％） 

 



【11】朝来市和田山町にある雲海に浮かぶ天空の城として全国的に知られる竹田城は、勇壮な姿

から別名「○○城」とも呼ばれています。｢○○｣に入るのは、次のうちどれでしょうか。 

（ａ）虎臥  （ｂ）鷲臥  （ｃ）龍臥  （ｄ）鬼臥 

（正解率92.1％） 

 

【12】但馬を代表する５つの主要神社で「但馬五社明神」と称される神社の組合せとして正しいの

は、次のうちどれでしょうか。 

（ａ）出石神社・八幡神社・小田井縣神社・養父神社・粟鹿神社 

（ｂ）出石神社・絹巻神社・小田井縣神社・養父神社・粟鹿神社 

（ｃ）出石神社・絹巻神社・名草神社・養父神社・粟鹿神社 

（ｄ）出石神社・中嶋神社・小田井縣神社・養父神社・粟鹿神社 

（正解率82.5％） 

 

【13】但馬五社の１つであり、「いっきゅうさん」の愛称で親しまれている但馬開発の祖神の１人

天日槍命が祀られている神社は、次のうちどれでしょうか。 

（ａ）出石神社  （ｂ）小田井縣神社  （ｃ）養父神社  （ｄ）粟鹿神社 

（正解率84.1％） 

 

【14】「お走り祭り」でも有名な但馬最大の檜皮葺（ひわだぶき）の屋根をもつ神社建築で、平成

30年６月、52年ぶりに写真のとおり全面ふき替えされた神社は、次のうちどれでしょうか。 

（ａ）名草神社 

（ｂ）中嶋神社 

（ｃ）養父神社 

（ｄ）赤淵神社 

（正解率77.8％） 

 

 

【15】「中嶋神社」に祀られている田道間守命は、常世の国から「非時香果（ときじくのかぐの

このみ）」を持ち帰ったと言われていることから、「○○の神様」として知られています。

「○○」に入るのは、次のうちどれでしょうか。 

（ａ）お酒  （ｂ）農業  （ｃ）漁業  （ｄ）菓子 

（正解率92.1％） 

 



【16】豊岡市下宮にあり、古くからコウノトリ伝説が伝えられ、子宝や安産の祈願に訪れる人が

多い神社は、次のうちどれでしょうか。 

（ａ）日出神社   （ｂ）久久比神社   （ｃ）桑原神社   （ｄ）赤淵神社 

（正解率81.0％） 

 

 

【17】保食神を祭神とし、兵庫県指定文化財にもなっている「行道面」が９つも残っている神社

は、次のうちどれでしょうか。 

（ａ）鷹野神社  （ｂ）桑原神社  （ｃ）十二所神社  （ｄ）酒垂神社 

（正解率27.0％） 

 

 

【18】標高 1,139ｍの妙見山の山腹にある「名草神社」は、妙見杉を提供した縁によって譲り受け

た「三重塔」がありますが、次のうちどこから譲り受けたものでしょうか。 

（ａ）春日大社  （ｂ）厳島神社  （ｃ）出雲大社  （ｄ）日光東照宮 

（正解率84.1％） 

 

 

【19】標高 811ｍの青倉山の中腹にある「青倉神社」は、岩から湧き出る水をつけると身体のある

部分が治るという伝承が残っていることから、「○の神様」として知られています。その身体

の部分は、次のうちどれでしょうか。 

（ａ）足  （ｂ）肩  （ｃ）耳  （ｄ）目 

（正解率84.1％） 

 

 

【20】足利尊氏が戦没者慰霊を願い、「一寺一塔」を全国に建立した際の寄進状が残っている別名

「しゃくなげ寺」としても有名なお寺（写真参照）は、次のうちどれでしょうか。 

（ａ）金剛寺 

（ｂ）妙楽寺 

（ｃ）蓮華寺 

（ｄ）宗鏡寺 

（正解率65.1％） 

 



【21】豊岡市日高町にある進美寺では、但馬国守護の安達親長が願主となって、ある戦で犠牲に

なった人々の霊を供養したと伝えられていますが、その戦とは、次のうちどれでしょうか。 

（ａ）壇ノ浦の戦い  （ｂ）応仁の乱  （ｃ）源平合戦  （ｄ）桶狭間の戦い 

（正解率50.8％） 

 

【22】山名氏の菩提寺として建立されたと伝えられ、1616年（元和２）に沢庵和尚が当時の出石藩

主の小出吉英に再興をすすめた功績を讃えて、別名「沢庵寺」とも呼ばれる寺院は、次のうち

どれでしょうか。 

（ａ）称名寺  （ｂ）隆国寺  （ｃ）宗鏡寺  （ｄ）総持寺 

（正解率84.1％） 

 

【23】香美町香住区にあり、円山応挙とその一門の障壁画が数多く残り、別名「応挙寺」とも呼ば

れている寺院は、次のうちどれでしょうか。 

（ａ）大同寺  （ｂ）楽音寺  （ｃ）浅間寺  （ｄ）大乗寺 

（正解率85.7％） 

 

【24】インド古代神話の神で、仏教に取り入れられ守護神となった帝釈天。その手に筆と紙を持つ

「帝釈天倚像」が安置されている「帝釈寺」（写真参照）がある市町は、次のうちどこでしょ

うか。 

（ａ）香美町 

（ｂ）新温泉町 

（ｃ）養父市 

（ｄ）朝来市 

（正解率54.0％） 

 

 

 

【25】西日本一の幹周り（5.25ｍ）を持ち、兵庫県の天然記念物に指定されているシダレザクラが

境内にあるお寺は、次のうちどれでしょうか。 

（ａ）今滝寺  （ｂ）泰雲寺  （ｃ）妙楽寺  （ｄ）正福寺 

（正解率79.4％） 

 

 



【26】鉱山に勤務した外国人官舎として明治５年に建てられ、移築後は鉱山技師ムーセの名をとり

「ムーセ旧居」と呼ばれている建物は、現在ある鉱山の資料館として親しまれています。その

鉱山は、次のうちどれでしょうか。 

（ａ）明延鉱山  （ｂ）生野鉱山  （ｃ）中瀬鉱山  （ｄ）神子畑鉱山 

（正解率77.8％） 

 

【27】かつて明延と神子畑の間を運行していた「明神電車線」は、1952年に設定された乗車料金が

電車の愛称となって親しまれました。その乗車料金は、次のうちいくらだったでしょうか。 

（ａ）１銭  （ｂ）１円  （ｃ）１０円  （ｄ）１００円 

（正解率90.5％） 

 

【28】2017年４月、朝来市から姫路市飾磨港までを結ぶ「銀の馬車道」と、南但馬の鉱山群をつな

ぐ「鉱石の道」をストーリーとした『播但貫く、銀の馬車道 鉱石の道～資源大国日本の記憶

をたどる 73km の轍～』が日本遺産に認定されましたが、このエリアにある日本一の錫鉱山と

して栄えた鉱山は、次のうちどれでしょうか。 

（ａ）明延鉱山  （ｂ）生野鉱山  （ｃ）中瀬鉱山  （ｄ）神子畑鉱山 

（正解率63.5％） 

 

【29】1934 年（昭和９）に建設。堅牢な面合格子や網入りガラスが当時の面影を残し、2014 年に

「豊岡市立まちなか交流館（豊岡 1925）」として改修された建物は、次のうちどれでしょうか。 

（ａ）旧兵庫県農工銀行  （ｂ）旧豊岡郵便局  （ｃ）達徳会館  （ｄ）豊岡カトリック教会 

（正解率81.0％） 

 

【30】1912年（明治45）に鉄の櫓（やぐら）を組んで建築された「余部鉄橋」は、現在架け替えら

れていますが、コンクリート製の新しい橋りょう（写真参照）が完成したのは、次のうちいつ

でしょうか。 

（ａ）２００７年（平成１９） 

（ｂ）２０１０年（平成２２） 

（ｃ）２０１３年（平成２５） 

（ｄ）２０１７年（平成２９） 

（正解率76.2％） 

 

 



【31】日本に３つしか残っていないラチス桁橋梁のうち、２つは但馬に残っています。１つは田君

川橋梁ですが、もう１つの橋梁が架けられている川は、次のうちどれでしょうか。 

（ａ）円山川  （ｂ）矢田川  （ｃ）出石川  （ｄ）竹野川 

（正解率73.0％） 

 

 

【32】1901年（明治34）に建設されたもので、廻り舞台、奈落、花道といった貴重な明治期の劇場

機構などが残る芝居小屋としては近畿地方に現存する唯一の建物は、次のうちどれでしょうか。 

（ａ）豊岡稽古堂  （ｂ）達徳会館  （ｃ）出石明治館  （ｄ）出石永楽館 

（正解率93.7％） 

 

 

【33】この写真の建物は、甲子園球場と同じころに建設され、但馬に現存する鉄筋コンクリートの

建物では最も古いものですが、この建物は、次のうちどれでしょうか。 

（ａ）旧山口村役場（山口公民館） 

（ｂ）旧七美郡役所（民俗資料館まほろば） 

（ｃ）旧生野警察署（一区公民館） 

（ｄ）旧出石郡役所（出石明治館） 

（正解率81.0％） 

 

 

【34】標高 1,510ｍと兵庫県下一の高さを誇る山であり、ブナの原生林や高地性湿原の古生沼など

の貴重な自然が残されている山は、次のうちどれでしょうか。 

（ａ）蘇武岳  （ｂ）氷ノ山  （ｃ）鉢伏山  （ｄ）妙見山 

（正解率93.7％） 

 

 

【35】標高 1,139ｍで但馬の中心部に位置し、蘇武岳とともに南北に峰をなして東の円山川水系と

西の矢田川水系の分水界となっており、山腹には名草神社や日光院がある山は、次のうちどれ

でしょうか。 

（ａ）鉢伏山  （ｂ）神鍋山  （ｃ）妙見山  （ｄ）来日岳 

（正解率87.3％） 

 



【36】標高469ｍで円山川の支流である稲葉川の上流約13kmにあり、北方の大岡山と南西の蘇武岳

連峰に挟まれた丘状の火山群の一つで、県内では最も新しい火山は、次のうちどれでしょう

か。 

（ａ）神鍋山  （ｂ）妙見山  （ｃ）来日岳  （ｄ）段ケ峰 

（正解率84.1％） 

 

【37】国の天然記念物に指定されている「玄武洞」（写真参照）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）動物の足跡化石が発見された 

（ｂ）発達した柱状節理が見られる 

（ｃ）岩石名「玄武岩」由来の地 

（ｄ）地磁気逆転が発見された場所 

（正解率85.7％） 

 

【38】海中から突き出た２本のロウソクのような礫岩の間に球状の礫岩が挟まれて奇観を形成し、

「はさかり岩」（写真参照）と呼ばれています。この「はさかり岩」を見ることができるのは、

次のうちどの地域でしょうか。 

（ａ）豊岡市赤石 

（ｂ）豊岡市竹野町切浜 

（ｃ）香美町香住区鎧 

（ｄ）香美町香住区余部 

（正解率74.6％） 

 

【39】玄武岩質安山岩に貫入した流紋岩の岩脈が朝日や夕日に照らされ黄金色に染まることから 

呼ばれている、諸寄港の外海西側一帯の呼び名は、次のうちどれでしょうか。 

（ａ）鎧の袖  （ｂ）下浜の流痕  （ｃ）海金剛  （ｄ）漁火 

（正解率82.5％） 

 

【40】播州との分水界で、朝来市生野町を源流として但馬を流れる１級河川で但馬最大の川は、

次のうちどれでしょうか。 

（ａ）岸田川  （ｂ）矢田川  （ｃ）竹野川  （ｄ）円山川 

（正解率95.2％） 

 



【41】国の名勝に指定されている香住海岸の指定区域内にあり、幅200ｍ、高さ70ｍ、斜度70度で

そそり立つ断崖（写真参照）は、次のうちどれでしょうか。 

（ａ）下浜の流痕 

（ｂ）鎧の袖 

（ｃ）かえる島 

（ｄ）不夜城 

（正解率90.5％） 

 

 

【42】日本の滝百選に選ばれた上下２段の滝からなる落差60ｍの大瀑布であり、村岡藩主の山名

公が、そうめん流しを楽しんだと伝えられている滝は、次のうちどれでしょうか。 

（ａ）吉滝  （ｂ）猿尾滝  （ｃ）猿壺の滝  （ｄ）桂の滝 

（正解率85.7％） 

 

【43】豊岡市日高町の「阿瀬渓谷」（写真参照）は、約３kmにわたり大小さまざまな滝があります

が、通称で言われている滝の数は、次のうちどれでしょうか。 

（ａ）８ 

（ｂ）２８ 

（ｃ）４８ 

（ｄ）９８ 

（正解率81.0％） 

 

【44】特別天然記念物の「コウノトリ」について誤っているものは、次のうちどれでしょうか。 

（ａ）一夫一婦制           （ｂ）太く長いくちばしを持つ 

（ｃ）国内の野生個体は一度絶滅した  （ｄ）翼を広げると１ｍに達する 

（正解率55.6％） 

 

【45】両翼を広げると２ｍもある国内に生息する最大の猛禽類であり、但馬では氷ノ山山系・

扇ノ山山系や段ケ峰などに生息していますが、絶滅の危機に瀕していると言われている 

鳥は、次のうちどれでしょうか。 

（ａ）イヌワシ  （ｂ）タカ  （ｃ）ハヤブサ  （ｄ）フクロウ 

（正解率96.8％） 

 



【46】世界最大の両生類であり、日本では中部地方以西に生息する別名「ハンザキ」とも呼ばれ、

特別天然記念物にも指定されている生物は、次のうちどれでしょうか。 

（ａ）ウシガエル  （ｂ）リクガメ  （ｃ）オオサンショウウオ  （ｄ）モリアオガエル 

（正解率98.4％） 

 

【47】写真の桜は、兵庫県下で最大クラスのエドヒガンザクラで、樹齢は 1,000年を超えていると

言われ「仙櫻」とも呼ばれ親しまれています。この桜の名称は、次のうちどれでしょうか。 

（ａ）日高桜づつみ 

（ｂ）椒のおまき桜 

（ｃ）大久保のホードー杉 

（ｄ）樽見の大ザクラ 

（正解率93.7％） 

 

【48】朝来市の足鹿神社境内にそびえ、1928年（昭和３）に国の天然記念物に指定されたが台風

で折れたものの主幹や根張りは巨木の威厳を失わず「大金木」と呼ばれるこの樹木は、次の

うちどれでしょうか。 

（ａ）ケヤキ  （ｂ）桜  （ｃ）カツラ  （ｄ）杉 

（正解率54.0％） 

 

【49】「ミズバショウ」の南限地は、岐阜県蛭ヶ野高原とされてきましたが、但馬のある地域にも

自生していることがわかり、この地が「ミズバショウ」の西南限地となりました。ある地域と

は、次のうちどこでしょうか。 

（ａ）豊岡市気比  （ｂ）養父市大屋町加保  （ｃ）朝来市八代  （ｄ）新温泉町栃谷 

（正解率77.8％） 

 

【50】新温泉町の田君川には、水のきれいなことを示す指標植物（写真参照）が群生しています

が、その植物は次のうちどれでしょうか。 

（ａ）アカメヤナギ 

（ｂ）タンゴイワガサ 

（ｃ）バイカモ 

（ｄ）ワカサハマギク 

（正解率87.3％） 

 



【51】但馬では特に夏祭りが盛大に行われ、一般的に但馬の三大祭りと呼ばれている祭がありま

すが、次のうち但馬の三大祭りではないものはどれでしょうか。 

（ａ）柳まつり  （ｂ）川下祭り  （ｃ）地蔵祭り  （ｄ）出石初午大祭 

（正解率54.0％） 

 

【52】夏祭り・秋祭りに、災厄除けや五穀豊穣などを祈願する神事の「ざんざか・ざんざこ踊り」

は現在但馬の５か所で継承されていますが、このうち１か所だけ「ざんざこ踊り」と呼ばれる

場所は、次のうちどこでしょうか。 

（ａ）大杉  （ｂ）若杉  （ｃ）寺内  （ｄ）久谷 

（正解率76.2％） 

 

【53】麒麟獅子舞は因幡東照宮の奉納芸能として舞ったのが始まりとされ、鳥取から但馬にも伝え

られたと言われていますが、現在も但馬に保存されている麒麟獅子舞ではないものは、次のう

ちどれでしょうか。 

（ａ）浜坂麒麟獅子舞 

（ｂ）因幡麒麟獅子舞 

（ｃ）諸寄麒麟獅子舞 

（ｄ）鎧麒麟獅子舞 

（正解率61.9％） 

 

【54】正月に家々の座敷や門前で祝いを述べる祝福芸の「万歳」は、但馬のある地区に兵庫県下

で唯一残っています。その地区は、次のうちどれでしょうか。 

（ａ）妙楽寺  （ｂ）法興寺  （ｃ）法花寺  （ｄ）観音寺 

（正解率88.9％） 

 

【55】秋祭りに行われる古式相撲で、養父市奥米地の「水谷神社」に奉納される「ネッテイ相撲」

（写真参照）は、次のうちどんな掛け声で四股を踏むでしょうか。 

（ａ）コイ、コイ、コイ 

（ｂ）テイ、テイ、テイ 

（ｃ）ヘイ、ヘイ、ヘイ 

（ｄ）ヨイ、ヨイ、ヨイ 

（正解率82.5％） 

 



【56】能や歌舞伎の流れをくんだ舞を奉納する「三番叟」は、但馬地域で７か所伝承されています

が、一つの市町にしか残っていません。「○○の三番叟」として、兵庫県の重要無形文化財に

指定されていますが、「○○」に入る市町は、次のうちどこでしょうか。 

（ａ）養父市   （ｂ）朝来市   （ｃ）香美町   （ｄ）新温泉町 

（正解率60.3％） 

 

【57】平家落人伝説で有名な香美町御崎の「平内神社」では、毎年、平家再興を願って矢を射る「百

手の儀式」（写真参照）が行われますが、次のうち何本の矢を射るのでしょうか。 

（ａ）９９本 

（ｂ）１００本 

（ｃ）１０１本 

（ｄ）１０８本 

（正解率85.7％） 

 

【58】三たん（但馬・丹波・丹後）一の大祭とも、但馬の春を告げる祭りとも言われている祭りは、

次のうちどれでしょうか。 

（ａ）お走り祭り  （ｂ）御田植祭  （ｃ）三川権現大祭  （ｄ）出石初午大祭 

（正解率82.5％） 

 

【59】豊岡市高屋へ流刑になった雅成親王（まさなりしんのう）の後を追って円山川に身を投げた

という妃・幸姫の霊を慰めたことが始まりと伝えられる豊岡市日高町松岡で行われる「松岡 

御柱（おとう）まつり」は、巨大な「御柱松（たいまつ）」に火をともす火祭りですが、俗に

何と呼ばれているでしょうか。 

（ａ）ばば焼き  （ｂ）どんど焼き  （ｃ）送り火  （ｄ）迎え火 

（正解率84.1％） 

 

【60】重さが 150kg ある神輿を担いで約 20km を練り歩く養父市の「お走り祭り」で、神輿を担い

で川を渡る「川渡御」（写真参照）が行われる川は、次のうちどれでしょうか。 

（ａ）円山川 

（ｂ）大屋川 

（ｃ）建屋川 

（ｄ）八木川 

（正解率66.7％） 



【61】豊岡藩京極家筆頭家老・石束源五兵衛毎公の長女として生まれた｢理玖｣は、赤穂浪士の討ち

入りで知られるある人物の妻で知られていますが、その人物は次のうちだれでしょうか。 

（ａ）小林平八郎  （ｂ）片岡源五右衛門  （ｃ）大石主税  （ｄ）大石内蔵助 

（正解率92.1％） 

 

 

【62】養父市大屋町出身で養蚕技術の改良、指導にあたり、江戸期の代表的養蚕書「養蚕秘録」

を著したのは、次のうちだれでしょうか。 

（ａ）河本重次郎  （ｂ）堀田瑞松  （ｃ）前田周助  （ｄ）上垣守国 

（正解率69.8％） 

 

 

【63】幕末期、但馬聖人と呼ばれた「池田草庵」が開いた学舎で、明治・大正時代に活躍する逸材

を多数輩出した私塾は、次のうちどれでしょうか。 

（ａ）青谿書院  （ｂ）弘道館  （ｃ）稽古堂  （ｄ）明倫館 

（正解率87.3％） 

 

 

【64】養父市能座出身で、池田草庵のもとで学び、京都府知事に就任して琵琶湖の水を京都市内

に引く疎水工事を完成させた人物は、次のうちだれでしょうか。 

（ａ）原六郎  （ｂ）北垣国道  （ｃ）浜尾新  （ｄ）加藤弘之 

（正解率81.0％） 

 

 

【65】豊岡市京町の武家屋敷に生まれ、貨幣司の仕事を経て独立自営の鉱業家として成功を収め、

寿公園（通称ロータリー）に像が建てられている明治の鉱山王は、次のうちだれでしょうか。 

（ａ）浜尾新 

（ｂ）桜井勉 

（ｃ）中江種造 

（ｄ）堀田瑞松 

（正解率85.7％） 

 

 



【66】豊岡市出身で東京上野の美術学校（後の東京芸大）の創立に関わり、東京大学総理（長）に

就任した人物は、次のうちだれでしょうか。 

（ａ）浜尾新  （ｂ）北垣国道   （ｃ）小島徹三   （ｄ）加藤弘之 

（正解率60.3％） 

 

【67】名作「生きる」や「七人の侍」など黒澤明監督作品に欠かせない日本映画史に残る名優で、

朝来市生野町口銀谷に記念館（写真参照）のある人物は、次のうちだれでしょうか。 

（ａ）志村喬 

（ｂ）高倉健 

（ｃ）三船敏郎 

（ｄ）宮口精二 

（正解率79.4％） 

 

 

【68】東の啄木、西の翠渓と並び称された明治時代末期の歌人で、学生時代から雑誌で詩や短歌を

発表して活躍した「翠渓」とは、次のうちだれでしょうか。 

（ａ）石川啄木  （ｂ）前田純孝  （ｃ）藤原東川  （ｄ）若山牧水 

（正解率79.4％） 

 

【69】豊岡市出身で国土保全に尽くした「赤木正雄」（写真参照）の業績により、世界の共通語に

なった言葉は、次のうちどれでしょうか。 

（ａ）ＢＯＵＳＡＩ（防災） 

（ｂ）ＣＨＩＳＡＮ（治山） 

（ｃ）ＳＡＢＯ（砂防） 

（ｄ）ＣＨＩＳＵＩ（治水） 

（正解率85.7％） 

 

 

【70】朝来市和田山町宮田に生まれ、児童文学作家として 64歳で「じろはったん」を発表し、日本

児童文学者協会新人賞を受賞した人物は、次のうちだれでしょうか。 

（ａ）京極杞陽  （ｂ）高浜虚子  （ｃ）山田風太郎  （ｄ）森はな 

（正解率92.1％） 

 



【71】豊岡市但東町に生まれ、終戦後に教育制度が大きく変わり人々が暗中模索する中で、小学校

教師として「村を育てる学力」という実践記録を出版した人物は、次のうちだれでしょうか。 

（ａ）篠原無然  （ｂ）東井義雄  （ｃ）宇野雪村  （ｄ）池田草庵 

（正解率82.5％） 

 

 

【72】養父市関宮出身の作家「山田風太郎」の作品の中で一世を風靡した人気シリーズは、次の

うちどれでしょうか。 

（ａ）三度笠  （ｂ）捕物帖  （ｃ）忍法帖  （ｄ）必殺仕事人 

（正解率84.1％） 

 

 

【73】プロ野球の東京読売巨人軍の投手として、ノーヒットノーラン、最優秀防御率、沢村賞など

を獲得した豊岡市出石町出身の投手は、次のうちだれでしょうか。 

（ａ）坂本誠志郎  （ｂ）松本航  （ｃ）能見篤史  （ｄ）大友工 

（正解率71.4％） 

 

 

【74】豊岡市日高町に生まれ、世界に誇る不屈の単独冒険家で、五大陸の最高峰をすべて制覇した

人物は、次のうちだれでしょうか。 

（ａ）植村直己  （ｂ）高橋進  （ｃ）荻田泰永  （ｄ）神田道夫 

（正解率100.0％） 

 

 

【75】約1,400年前にコウノトリが湯浴みしたことで発見され、全国行脚の高僧の道智上人の救世

祈願によって開かれたとされており、志賀直哉を始めとして多くの文人墨客に愛された温泉は、

次のうちどこでしょうか。 

（ａ）湯村温泉  （ｂ）城崎温泉  （ｃ）七釜温泉  （ｄ）神鍋温泉 

（正解率95.2％） 

 

 

 

 



【76】約1,150年前に慈覚大師によって開発されたと言われる温泉で、開湯以来、泉量・泉質とも

衰えず、ＮＨＫドラマ「夢千代日記」で一躍有名になった温泉は、次のうちどれでしょうか。 

（ａ）城崎温泉  （ｂ）浜坂温泉  （ｃ）湯村温泉  （ｄ）シルク温泉 

（正解率88.9％） 

 

 

【77】「海の妖精」ともいわれ、1987年（昭和 62）から本格的な漁獲が始まり、今では浜坂漁港が

水揚げ量日本一を誇るようになった光を発する魚介類はなんでしょうか。 

（ａ）ウミホタル  （ｂ）ハダカイワシ  （ｃ）チョウチンアンコウ  （ｄ）ホタルイカ 

（正解率93.7％） 

 

 

【78】朝来市の特産品として栽培され、全国に出荷されている「岩津ねぎ」（写真参照）は、根か

ら葉先まで食べられるのが特徴ですが、「あるねぎ」の改良種といわれています。その「ある

ねぎ」とは、次のうちどれでしょうか。 

（ａ）九条ねぎ 

（ｂ）深谷ねぎ 

（ｃ）千住ねぎ 

（ｄ）観音ねぎ 

（正解率93.7％） 

 

 

【79】江戸時代から発展していた杞柳産業を基盤に、大正末期から昭和にかけて製造されはじめ、

昭和 10年頃には主産業となり、2006年（平成 18）には特許庁が新設した「地域団体商標制度

（地域ブランド）」に出願して県下第１号となった豊岡の製品は、次のうちどれでしょうか。 

（ａ）但馬ちりめん  （ｂ）カバン  （ｃ）家具  （ｄ）バネ 

（正解率100.0％） 

 

 

【80】長崎から縫針製造の技術が導入されたことに始まり、現在も宝石針や機械針などの新しい針

工業としてその名を残している地域は、次のうちどこでしょうか。 

（ａ）豊岡市日高町  （ｂ）城崎町湯島  （ｃ）新温泉町浜坂  （ｄ）朝来市和田山町 

（正解率87.3％） 



【81】江戸時代半ばに始まり、1980 年（昭和 55）に国の伝統的工芸品に指定された白磁（白い磁

器）が特徴で、この写真のように産地に風鈴が数多く飾られることが夏の風物詩になっている

工芸品は、次のうちどれでしょうか。 

（ａ）出石焼 

（ｂ）八鹿焼 

（ｃ）但馬焼 

（ｄ）立杭焼 

（正解率93.7％） 

 

 

【82】「城崎温泉」は、外国人観光客も多く、外湯めぐりを楽しめる温泉地として人気があります

が、現在の外湯の数は、次のうちどれでしょうか。 

（ａ）６つ  （ｂ）７つ  （ｃ）８つ  （ｄ）９つ 

（正解率90.5％） 

 

【83】但馬の小京都・豊岡市出石町を象徴する時計台（写真参照）は、次のうちどれでしょうか。 

（ａ）新古楼 

（ｂ）新香楼 

（ｃ）辰鼓楼 

（ｄ）辰古桜 

（正解率95.2％） 

 

 

【84】明治から昭和にかけて但馬の養蚕の中心地として栄え、「うだつ」も多く、生糸取引の商い

で隆盛を誇った時代「大正ロマンの漂う町」と評された地区は、次のうちどこでしょうか。 

（ａ）生野町口銀谷地区      （ｂ）和田山町竹田地区 

（ｃ）大屋町大杉地区       （ｄ）八鹿町八鹿地区 

（正解率58.7％） 

 

【85】江戸時代に浜坂村でいち早く質屋を営み、酒造業でもあった元七釜屋森家の屋敷を改修し、

歴史民俗資料館となった施設は、次のうちどれでしょうか。 

（ａ）以命亭  （ｂ）西光寺  （ｃ）平尾家住宅  （ｄ）宿南家住宅 

（正解率82.5％） 



【86】豊岡市城崎町に伝わる昔話「鼻かけ地蔵」で、お地蔵様の鼻から出てくるものは、次のうち

どれでしょうか。 

（ａ）麦  （ｂ）米  （ｃ）豆  （ｄ）小判 

（正解率85.7％） 

 

【87】コウノトリやヒヌマイトトンボを始め、希少な動植物や魚類などを重層的に支えていること

が評価され、世界の重要な湿地を守る国際条約「ラムサール条約」にある河川の下流域や周辺

水田が湿地登録されました。その河川は、次のうちどれでしょうか。 

（ａ）岸田川 

（ｂ）矢田川 

（ｃ）円山川 

（ｄ）竹野川 

（正解率82.5％） 

 

 

【88】養父市出身のプロ野球選手で、阪神タイガースで活躍しているのは、次のうち誰でしょうか。 

（ａ）能見篤史  （ｂ）山田哲人  （ｃ）松本航  （ｄ）坂本誠志郎 

（正解率61.9％） 

 

【89】2018 年（平成 30）５月、日本遺産「荒波を越えた男たちの夢が紡いだ異空間～北前船寄港

地・船主集落～」に追加で認定された、社会教育家や文化人・画家などを多く輩出している  

地区（写真参照）は、次のうちどこでしょうか。 

（ａ）諸寄 

（ｂ）浜坂 

（ｃ）居組 

（ｄ）竹野 

（正解率69.8％） 

 

 

【90】但馬には空港が豊岡市にありますが、その空港の愛称は、次のうちどれでしょうか。 

（ａ）但馬コウノトリ空港      （ｂ）コウノトリ但馬空港 

（ｃ）但馬空港           （ｄ）コウノトリ空港 

（正解率71.4％） 



【91】但馬地域にある地名のうち、下線部の読み方が間違っているのは、次のうちどれでしょうか。 

（ａ）豊岡市 － 楽々浦（ららうら）      （ｂ）養父市 － 九鹿（くろく） 

（ｃ）朝来市 － 口銀谷（くちがなや）     （ｄ）香美町 － 米地（めじ） 

（正解率74.6％） 

 

 

【92】2021年（令和３）に完成した「やぶ市民交流広場（ＹＢファブ）」は、ある会社の工場跡地

に建設されました。その会社とは、次のうちどれでしょうか。 

（ａ）ワコール  （ｂ）グンゼ  （ｃ）片倉工業  （ｄ）アツギ 

（正解率88.9％） 

 

 

【93】2021年（令和３）春、４年制国公立大学として日本初の演劇やダンスを本格的に学べる専門

職大学が豊岡市にできました。この専門職大学の正しい名称は、次のうちどれでしょうか。 

（ａ）芸術文化専門職大学 

（ｂ）豊岡演劇専門職大学 

（ｃ）芸術文化観光専門職大学 

（ｄ）演劇イノベーション専門職大学 

（正解率84.1％） 

 

 

【94】次のうち、最も長い距離を走るマラソン大会はどれでしょうか。 

（ａ）麒麟獅子マラソン大会       （ｂ）たたらぎダム湖マラソン大会 

（ｃ）やぶらぶマラソン         （ｄ）みかた残酷マラソン全国大会 

（正解率66.7％） 

 

 

【95】2022 年（令和４）10 月にスペインのバスク海岸で開催された国際地質科学連合の大会で、

第１回世界の「地質遺産 100選」が選定されました。日本では２か所（２か所とも兵庫県）が

選定され、但馬で唯一選ばれたのは、次のうちどれでしょうか。 

（ａ）玄武洞  （ｂ）切浜のはさかり岩  （ｃ）宇日流紋岩の流理  （ｄ）野島断層 

（正解率87.3％） 

 



【96】2022年春号として、（公財）但馬ふるさとづくり協会が発行している情報誌「Ｔ２」117号

のハイスクールキラリ組のコーナーで香住高校の取組を紹介していますが、香住高校には、

普通科と特色のある学科があります。その学科は、次のうちどれでしょうか。 

（ａ）自然科学科  （ｂ）海洋科学科  （ｃ）みのりと食科  （ｄ）観光・グローバル科 

（正解率74.6％） 

 

 

【97】但馬地域に現在ある鉄道の駅で実在する駅名は、次のうちどれでしょうか。 

（ａ）国分寺駅  （ｂ）山東駅  （ｃ）日高駅  （ｄ）コウノトリの郷駅 

（正解率85.7％） 

 

 

【98】但馬･伊丹路線では、2018年（平成 30）に一回り大きな飛行機が導入され、36席から 48席

となりましたが、この飛行機（写真参照）の機種は、次のうちどれでしょうか。 

（ａ）ＳＡＡＢ３４０Ｂ 

（ｂ）ＹＳ-１１ 

（ｃ）ＡＴＲ４２-６００ 

（ｄ）ＭＲＪ９０ 

（正解率85.7％） 

 

 

【99】但馬のある場所で、今年７月９日にモータースポーツを盛り上げるため「TOYOTA GAZOO 

Racing」がラリーカーを走らせるイベントが行われました。その施設は次のうちどれでしょう

か。 

（ａ）海岸の砂浜  （ｂ）スキー場  （ｃ）野球場  （ｄ）空港の滑走路 

（正解率71.4％） 

 

 

【100】次のＪＲ特急のうち、現在、但馬を走っていないものはどれでしょうか。 

（ａ）まつかぜ  （ｂ）こうのとり  （ｃ）きのさき  （ｄ）はまかぜ 

（正解率90.5％） 

 


