
次の問いに答えなさい。 
 
【１】現在の但馬の人口は、約何万人でしょうか。 
  （ア）約 9万人 （イ）約 19万人 （ウ）約 29万人 （エ）約 39万人 
 
【２】次の中で但馬の面積とほぼ同じ面積を持つ都道府県は、どこでしょうか。 
  （ア）大阪府 （イ）香川県 （ウ）東京都 （エ）富山県 
 
【３】最近の統計によると、但馬へ 1年間に約何万人の観光客が、訪れているでしょう

か。 
  （ア）約 500万人 （イ）約 1,000万人 （ウ）約 1,500万人 （エ）約 2,000万人 
 
【４】但馬では、年間を通じて雨が多く、「何を忘れても傘忘れるな」といわれている

でしょうか。 
  （ア）かばん （イ）さいふ （ウ）ハンカチ （エ）弁当 
 
【５】次の中で一番早くから、人間の生活が営まれたといわれているのは、どれでしょ

うか。 
  （ア）神鍋遺跡 （イ）中谷貝塚 （ウ）畑ヶ平遺跡 （エ）見蔵岡遺跡 
 
【６】豊岡市気比で発見され、国指定重要文化財になり東京国立博物館の蔵品になって

いるのはどれでしょうか。 
  （ア）銅鏡 （イ）銅鐸 （ウ）埴輪 （エ）勾玉 
 
【７】北近畿豊岡自動車道の建設のための調査時に見つかり、国指定史跡になっている

近畿地方最大の円墳はどの古墳でしょうか。 
  （ア）池田古墳 （イ）小丸山古墳 （ウ）茶すり山古墳 （エ）船宮古墳 
 
【８】正始元年という中国の年号銘が刻まれた「三角縁神獣鏡」が出土したのは、どの

古墳でしょうか。 
  （ア）観音塚古墳 （イ）楯縫古墳 （ウ）茶臼山古墳 （エ）森尾古墳 
 
【９】国指定重要文化財「戊辰年銘大刀」が出土したことから、現在は養父市のつるぎ

が丘公園として整備されているのはどの古墳でしょうか。 
  （ア）大薮古墳群 （イ）二見谷古墳群 （ウ）箕谷古墳群 （エ）八幡山古墳群 
 
【10】聖武天皇が建立を命じた国分寺・国分尼寺は、但馬国では現在のどこに建てられ

たでしょうか。 
  （ア）豊岡市出石町 （イ）豊岡市城崎町 （ウ）豊岡市但東町 （エ）豊岡市日高町 



【11】中世但馬の所領関係を知る貴重な史料である「但馬国太田文」を注進した但馬守
護は、誰でしょうか。 

  （ア）太田昌明 （イ）太田政綱 （ウ）太田政広 （エ）太田政頼 
 
【12】承久の変後に但馬に流された皇子で豊岡市高屋の墓に祀られているのは、どの親

王でしょうか。 
  （ア）護良親王 （イ）尊良親王 （ウ）雅成親王 （エ）頼仁親王 
 
【13】山名氏は、一番勢力を誇った時、全国の何分の一の領土を有したでしょうか。 
  （ア）二分の一 （イ）四分の一 （ウ）六分の一 （エ）八分の一 
 
【14】山名宗全の家来で四天王と違うのは、何氏でしょうか。 
  （ア）赤松氏 （イ）太田垣氏 （ウ）垣屋氏 （エ）八木氏 
 
【15】映画「天と地と」「魔界転生」のロケ地になったのは、どの城でしょうか。 
  （ア）芦屋（諸寄）城址 （イ）竹田城跡 （ウ）豊岡城址 （エ）八木城跡 
 
【16】但馬沿岸で江戸時代から明治時代に栄えた廻船で、1847年、久美浜代官所に免許

の申請をした船数が一番多かったのは、どの港でしょうか。 
  （ア）柴山港 （イ）竹野港 （ウ）浜坂港 （エ）諸寄港 
 
【17】江戸時代、但馬の幕府領代官所は、どこにあったでしょうか。 
  （ア）生野 （イ）出石 （ウ）大屋 （エ）村岡 
 
【18】但馬・丹後・丹波のうちの３郡を管轄する新しい豊岡県が誕生したのは、いつで

しょうか。 
  （ア）明治２年２月 （イ）明治３年５月 （ウ）明治４年 11月 （エ）明治５年３月 
 
【19】豊岡市中心街や城崎などに大きな被害をもたらした北但大震災は、今から約何年

前に起こったでしょうか。 
  （ア）約 50年前 （イ）約 80年前 （ウ）約 100年前 （エ）約 200年前 
 
【20】コウノトリ但馬空港が開港したのは、いつでしょうか。 
  （ア）平成元年 （イ）平成３年 （ウ）平成６年 （エ）平成 12年 
 
【21】平成の大合併で但馬は、何市何町になったでしょうか。 
  （ア）1市 18町 （イ）2市 3町 （ウ）3市 2町 （エ）5市 1町 
 
 



【22】新たに道の駅「ようか但馬蔵」が国に登録されて、但馬の道の駅はいくつになっ
たでしょうか。 

  （ア）5 （イ）10 （ウ）15 （エ）20 
 
【23】但馬を代表する５つの神社は、総称して「但馬五社明神」といわれています。出

石神社・小田井縣神社・養父神社・粟鹿神社の他もう一社は、どの神社でしょう

か。 
  （ア）赤淵神社 （イ）絹巻神社 （ウ）気多神社 （エ）名草神社 
 
【24】菓子の神様を祭神とするのは、どの神社でしょうか。 
  （ア）青倉神社 （イ）為世永神社 （ウ）酒垂神社 （エ）中嶋神社 
 
【25】出石神社の祭神は、どの神でしょうか。 
  （ア）天日槍命 （イ）大国主命 （ウ）須佐之男命 （エ）田道間守命 
 
【26】境内に設けられた半円形石積段型桟敷「相撲桟敷」が残っているのは、どの神社

でしょうか。 
  （ア）久々比神社 （イ）黒野神社 （ウ）日出神社 （エ）表米神社 
 
【27】香美町香住区余部の平内神社で毎年 1 月 28 日に行われる的へ矢を射る儀式を何

というでしょうか。 
  （ア）十手の儀式 （イ）百手の儀式 （ウ）千手の儀式 （エ）万手の儀式 
 
【28】養父市八鹿町の名草神社で出雲大社から譲り受けた国指定重要文化財の建造物は、

どれでしょうか。 
  （ア）三重塔 （イ）鳥居 （ウ）拝殿 （エ）本殿 
 
【29】豊岡市出石町の別名「沢庵寺」とも呼ばれている寺は、どの寺でしょうか。 
  （ア）進美寺 （イ）宗鏡寺 （ウ）大林寺 （エ）龍満寺 
 
【30】香美町の大乗寺は、別名何寺と呼ばれているでしょうか。 
（ア）応挙寺 （イ）香住寺 （ウ）ふすま寺 （エ）円山寺 

 
【31】江戸時代後期の儒学者・柴野栗山が命名し、自然がつくり出した芸術ともいうべ

き見事な柱状節理で知られている国指定天然記念物はどれでしょうか。 
  （ア）切浜のはさかり岩 （イ）玄武洞 （ウ）日本洞門 （エ）波食甌穴群 
 
 
 



【32】国指定名勝・天然記念物「但馬御火浦」は景勝地で知られていますが、場所はど
こでしょうか。 

  （ア）新温泉町釜屋港から諸寄港の西まで 
  （イ）新温泉町小浜谷から香美町伊笹岬まで 
  （ウ）豊岡市竹野町の大浦地先 
  （エ）豊岡市日和山海岸 
 
【33】国指定名勝「香住海岸」の区域内にあって、国指定天然記念物になっているのは

どれでしょうか。 
  （ア）着物の袖 （イ）羽織の袖 （ウ）浴衣の袖 （エ）鎧の袖 
 
【34】但馬には海中公園が４カ所ありますが、スノーケルセンターがあるのはどこでし

ょうか。 
  （ア）竹野海中公園 （イ）豊岡海中公園 （ウ）浜坂海中公園 海金剛 
  （エ）浜坂海中公園 田井の浜 
 
【35】但馬には兵庫県で一番高い山（1,510ｍ）がありますが、どの山でしょうか。 
  （ア）瀞川山 （イ）鉢伏山 （ウ）氷ノ山 （エ）妙見山 
 
【36】但馬で一番長い 1級河川（延長 67km）は、どの川でしょうか。 
  （ア）岸田川 （イ）竹野川 （ウ）円山川 （エ）矢田川 
 
【37】全国滝 100選に選ばれ、県下一の落差（98m）を誇るのはどの滝でしょうか。 
  （ア）霧ケ滝 （イ）猿尾滝 （ウ）天滝 （エ）吉滝 
 
【38】ウツギノヒメハナバチ群生地が境内にあるのは、どの寺でしょうか。 
  （ア）楽音寺 （イ）金蔵寺 （ウ）山路寺 （エ）隆国寺 
 
【39】国指定特別天然記念物のコウノトリは、野生復帰の取り組みで世界的に注目され

ています。１回目の試験放鳥が行われたのは、いつでしょうか。 
  （ア）平成 15年 （イ）平成 16年 （ウ）平成 17年 （エ）平成 18年 
 
【40】平成 16年の台風 23号の被害により、出石川の下流で多数保護された国指定特別

天然記念物は、どれでしょうか。 
（ア）アベサンショウウオ （イ）オオサンショウウオ 
（ウ）カジカガエル （エ）モリアオガエル 

 
 
 



【41】氷ノ山山系等で絶滅が危惧されている国指定天然記念物の最大の猛禽類は、どれ
でしょうか。 

  （ア）イヌワシ （イ）オオタカ （ウ）ハヤブサ （エ）フクロウ 
 
【42】但馬でも絶滅が危惧されている国指定天然記念物のツキノワグマは、首の付け根

にどんな白班があることから、その名がついたでしょうか。 
  （ア）半月 （イ）星 （ウ）満月 （エ）三日月 
 
【43】円山川、矢田川、岸田川、竹野川などに産卵のために 4～5 年たって秋に海から

帰ってくるのは、どの魚でしょうか。 
  （ア）アユ （イ）ウナギ （ウ）コイ （エ）サケ 
 
【44】国指定天然記念物になっている朝来市和田山町の「糸井の大カツラ」は、但馬で

一番古いといわれています。推定樹齢は、何年でしょうか。 
  （ア）500年 （イ）1000年 （ウ）2000年 （エ）3000年 
 
【45】兵庫県下最大クラスの桜で推定樹齢 1,000 年、国指定天然記念物「樽見の大ザク

ラ」は、どこにあるでしょうか。 
  （ア）朝来市 （イ）香美町 （ウ）豊岡市 （エ）養父市 
 
【46】ひとつの花にメシベが 6本もあることで珍しいといわれている新温泉町の正福寺

にある学名「プルヌス・タジマエンシス」とは、どの木でしょうか。 
  （ア）梅 （イ）桜 （ウ）椿 （エ）桃 
 
【47】新温泉町の田君川に群生している水のきれいなことを示す指標植物は、どれでし

ょうか。 
  （ア）アカメヤナギ （イ）タンゴイワガサ （ウ）バイカモ （エ）ワカサハマギク 
 
【48】氷ノ山には貴重な湿生植物群落がありますが、一番古い植物は何時代から生育し

ているでしょうか。 
  （ア）恐竜時代 （イ）氷河時代 （ウ）縄文時代 （エ）弥生時代 
 
【49】養父市大久保にある大杉は、とてつもなく大きいを意味する方言で呼ばれていま

すが、何杉といわれているでしょうか。 
  （ア）デッカイ杉 （イ）ドエリャー杉 （ウ）ホードー杉 （エ）ボーボー杉 
 
【50】円山川の下流域にあって、「湿原性の植物」のミクリなどの絶滅危惧植物が集中

して分布しているのはどの島でしょうか。 
（ア）後ケ島 （イ）黒島 （ウ）白石島 （エ）ひのそ島 



【51】香美町小代区や新温泉町海上付近から、全国でも数が少なく珍しい化石が発見さ
れたことによって、何の化石の博物館ができたでしょうか。 

  （ア）貝 （イ）昆虫 （ウ）魚 （エ）植物 
 
【52】日本一の規模を誇るトレッスル式鉄橋である余部鉄橋の橋脚の高さは、いくらで

しょうか。 
  （ア）21.5m （イ）31.5m （ウ）41.5m （エ）51.5m 
 
【53】明延鉱山の最盛期で日本の 90％以上の産出量を誇った鉱物は、どれでしょうか。 
  （ア）金 （イ）銀 （ウ）銅 （エ）錫 
 
【54】明治時代初期、生野鉱山の近代化に携わった技術者コワニエは、どこの国の人で

しょうか。 
  （ア）アメリカ （イ）イギリス （ウ）ドイツ （エ）フランス 
 
【55】日本で一番古い鋳鉄の橋で国指定重要文化財の神子畑鋳鉄橋は、どこにあるでし

ょうか。 
  （ア）朝来市 （イ）新温泉町 （ウ）豊岡市 （エ）養父市 
 
【56】神子畑精錬所跡には明治時代、鉱山技師として活躍した人の住居が復元されてい

ますが、何旧居と呼ばれているでしょうか。 
  （ア）ムーア旧居 （イ）ムース旧居 （ウ）ムーセ旧居 （エ）ムーバ旧居 
 
【57】明治時代から残る関西唯一の芝居小屋として、豊岡市出石町で復元工事中の建物

は、どれでしょうか。 
  （ア）永楽館 （イ）但馬楽座 （ウ）達徳会館 （エ）明治館 
 
【58】但馬内の播但線のトンネルは多くが石積みでつくられていますが、山陰線は何で

つくられたトンネルが多いでしょうか。 
  （ア）石 （イ）木 （ウ）コンクリート （エ）煉瓦 
 
【59】現存する鉄道のラチス桁橋は日本に３カ所あり、その内２カ所は但馬にあります。 
   １カ所は竹野川橋梁ですが、あと１カ所はどの橋でしょうか。 
  （ア）岸田川橋梁 （イ）田君川橋梁 （ウ）円山川橋梁 （エ）矢田川橋梁 
 
【60】養父市大屋町に伝わる国選択無形民俗文化財に指定されている伝統芸能で、8 月

16日に二ノ宮神社で行われる踊りを何というでしょうか。 
（ア）大杉ざんざこ踊 （イ）久谷ざんざか踊り 
（ウ）九鹿ざんざか踊り （エ）寺内ざんざか踊り 



【61】但馬の麒麟獅子舞は、いつごろ伝わったといわれているでしょうか。 
  （ア）鎌倉時代 （イ）室町時代 （ウ）江戸時代 （エ）明治時代 
 
【62】国選択無形民俗文化財に指定されている養父市のネッテイ相撲では、どんな掛け

声で四股を踏むでしょうか。 
  （ア）ハイ、ハイ、ハイ （イ）ヘイ、ヘイ、ヘイ 
  （ウ）ホイ、ホイ、ホイ （エ）ヨイ、ヨイ、ヨイ 
 
【63】高さ約 7m の大松明が有名な朝来市和田山町の竹田松明祭の起源は、江戸時代中

期に起こったどんな天災に由来するでしょうか。 
  （ア）火災 （イ）地震 （ウ）水害 （エ）竜巻 
 
【64】新温泉町の丹土はねそ踊りの起源は、戦国時代、家の子郎党に何を教えたことに

由来するでしょうか。 
  （ア）芸術 （イ）剣術 （ウ）柔術 （エ）忍術 
 
【65】国指定有形民俗文化財の農村歌舞伎舞台があり、農村歌舞伎が復活した地区はど

こでしょうか。 
  （ア）鵜縄 （イ）葛畑 （ウ）轟 （エ）別宮 
 
【66】国指定無形民俗文化財である新温泉町久谷の菖蒲綱引きは、何の節句に行われる

でしょうか。 
  （ア）菊の節句 （イ）七夕の節句 （ウ）端午の節句 （エ）桃の節句 
 
【67】香美町小代区に伝わる屋台を引き、にぎやかに村中を練り歩く祭りを何というで

しょうか。 
  （ア）うちこみ （イ）おいこみ （ウ）はやしこみ （エ）はらいこみ 
 
【68】朝来市山東町の粟鹿神社の秋季例大祭に行われる「瓶子渡」の儀式を何というで

しょうか。 
  （ア）あれござれ （イ）さあござれ （ウ）それござれ （エ）どうござれ 
 
【69】養父市のお走り祭りで「川渡御」を行うのは、どの川でしょうか。 
  （ア）大屋川 （イ）建屋川 （ウ）米地川 （エ）八木川 
 
【70】但馬にゆかりのある沢庵和尚が死ぬ前に残したといわれている一文字は、どれで

しょうか。 
（ア）愛 （イ）翔 （ウ）無 （エ）夢 

 



【71】養父市八鹿町出身で「青谿書院」を建て、人材育成につくし、「但馬聖人」と呼
ばれたのは誰でしょうか。 

  （ア）池田草庵 （イ）多田弥太郎 （ウ）原 六郎 （エ）北條秀一 
 
【72】香美町小代区出身の前田周助は、どんな功績を残した人でしょうか。 
  （ア）蚕種の改良 （イ）但馬牛の改良 （ウ）梨の改良 （エ）養鶏の改良 
 
【73】養父市能座出身で京都府知事の時代に琵琶湖疎水に尽力したのは、誰でしょうか。 
  （ア）太田垣士郎 （イ）沖野忠雄 （ウ）北垣国道 （エ）和田完二 
 
【74】豊岡市出石町出身で東京大学初代総理（長）になったのは、誰でしょうか。 
  （ア）加藤弘之 （イ）桜井 勉 （ウ）中江種造 （エ）浜尾 新 
 
【75】豊岡市出石町出身の粛軍演説で有名な政治家・斎藤隆夫は、政治記者から何の殿

様と称されたでしょうか。 
  （ア）ぞう （イ）とら （ウ）ねこ （エ）ねずみ 
 
【76】豊岡市出身で国土保全に尽くした赤木正雄の業績により、世界共通語になったの

は、どの言葉でしょうか。 
  （ア）BOUSAI（防災） （イ）CHISAN（治山） 
  （ウ）CHISUI（治水） （エ）SABO（砂防） 
 
【77】新温泉町出身で登山家・加藤文太郎の生涯は、新田次郎氏によって小説として出

版されました。本の題名は、どれでしょうか。 
  （ア）恍惚の人 （イ）孤高の人 （ウ）白磁の人 （エ）路傍の人 
 
【78】豊岡市但東町出身で「昭和のペスタロッチ」と呼ばれ、村を育てる教育を実践し

た情熱の教育者は誰でしょうか。 
  （ア）篠原無然 （イ）東井義雄 （ウ）丸山修三 （エ）淀井敏夫 
 
【79】養父市関宮出身で作家・山田風太郎の多数の作品の中で一世を風靡した人気シリ

ーズは、どれでしょうか。 
  （ア）三度笠 （イ）捕物帖 （ウ）忍法帖 （エ）必殺仕事人 
 
【80】豊岡市日高町出身で国民栄誉賞を受賞した植村直己が 1970 年に日本人として最

初に山頂に立ったのは、どの山でしょうか。 
（ア）エベレスト （イ）キリマンジャロ 
（ウ）マッキンリー （エ）マッターホルン 

 



【81】城崎温泉は、外湯めぐりを楽しめる温泉地として人気がありますが、いくつの外
湯があるでしょうか。 

  （ア）2 （イ）5 （ウ）7 （エ）10 
 
【82】湯村温泉街の中心にある源泉で、摂氏 98 度の豊富な温泉が湧き出ている場所を

何というでしょうか。 
  （ア）足湯 （イ）荒湯 （ウ）樽湯 （エ）薬師湯 
 
【83】観光客に人気のある出石そばは、どんな方法（出し方）で食べられているでしょ

うか。 
  （ア）皿そば （イ）ざるそば （ウ）せいろそば （エ）わんこそば 
 
【84】但馬で「松葉ガニ」と呼ばれているズワイガニは、どんな漁法で捕られているで

しょうか。 
  （ア）沖合底引き網漁法 （イ）カゴ漁法 （ウ）定置網漁法 （エ）まき網漁法 
 
【85】浜坂漁港で水揚げ量が日本一を誇り、海の妖精ともいわれているイカはどれでし

ょうか。 
  （ア）赤イカ （イ）白イカ （ウ）ホタルイカ （エ）ヤリイカ 
 
【86】但馬を代表する果樹は、梨ですが、兵庫県全体の何％程度を但馬から出荷されて

いるでしょうか。 
  （ア）25％ （イ）45％ （ウ）65％ （エ）85％ 
 
【87】2003年に商標登録を取得し、朝来市でつくられているブランドねぎはどれでしょ

うか。 
  （ア）岩津ねぎ （イ）九条ねぎ （ウ）下仁田ねぎ （エ）万能ねぎ 
 
【88】松阪牛や神戸牛の肥育素牛で知られている但馬牛の血統を何というでしょうか。 
  （ア）麹 （イ）種 （ウ）蔓 （エ）籾 
 
【89】杞柳製品を基盤に発展した地場産業は、どれでしょうか。 
  （ア）織物 （イ）家具 （ウ）かばん （エ）畳 
 
【90】新温泉町浜坂では、かつて全国に知られた何の工業製品がつくられていたでしょ

うか。 
（ア）のこぎり （イ）はさみ （ウ）針 （エ）包丁 

 
 



【91】国指定伝統的工芸品の白磁の焼き物は、どれでしょうか。 
  （ア）出石焼 （イ）高屋焼 （ウ）但馬焼 （エ）豊山焼 
 
【92】約 400年前に始まったといわれている家具の産地として有名なのは、どこでしょ

うか。 
  （ア）生野 （イ）出石 （ウ）竹田 （エ）梁瀬 
 
【93】全国的に有名な但馬杜氏は、何をつくっているでしょうか。 
  （ア）焼酎 （イ）日本酒 （ウ）ビール （エ）ワイン 
 
【94】因幡の半七が伝えたといわれている城崎温泉で人気の高いお土産物は、どれでし

ょうか。 
  （ア）ガラス細工 （イ）竹細工 （ウ）麦わら細工 （エ）柳細工 
 
【95】但馬ちりめんの生産地である豊岡市但東町で最近売り出され、注目を集めている

のはシルク和紙とどれでしょうか。 
  （ア）絹コート （イ）絹ハット （ウ）絹マフラー （エ）絹ゆかた 
 
【96】木造中三階建の養蚕農家が全国的にも珍しいことから兵庫県景観条例景観形成地

区に指定されているのは、どの地区でしょうか。 
  （ア）生野町口銀谷地区 （イ）出石町城下町地区 （ウ）大屋町大杉地区 
  （エ）和田山町竹田地区 
 
【97】但馬の沿岸で夏の風物詩となっている漁火を灯した漁船は、何を獲っているでし

ょうか。 
  （ア）イカ （イ）エビ （ウ）カニ （エ）タコ 
 
【98】冷え込んだ早朝、来日岳・大岡山（豊岡市）、竹田城跡・立雲峡（朝来市）など

で見られる秋の風物詩といえば、どれでしょうか。 
  （ア）雲海 （イ）陽炎 （ウ）蜃気楼 （エ）虹 
 
【99】次の但馬の地名の読み方で間違っているのは、どれでしょうか。 
  （ア）上箇（あげ） （イ）海上（うみがみ） 
  （ウ）建屋（たきのや） （エ）祢布（ねぬの） 
 
【100】豊岡市城崎町に伝わる昔話「鼻かけ地蔵」のお地蔵様の鼻から出てくるものは、

どれでしょうか。 
  （ア）小判 （イ）米 （ウ）豆 （エ）麦 


