
次の問いに答えなさい。 

 

【１】兵庫県の人口は約 560 万人ですが（平成 17 年国勢調査）、但馬の人口は

兵庫県全体の約何％に当たるでしょうか。 

（a）約 13.6％ （b）約 10.2％ （c）約 6.8％ （d）約 3.4％ 

 

【２】但馬の面積は約 2,100㎢ありますが、兵庫県全体の約何分の一に当たるで

しょうか。 

（a）約２分の１ （b）約３分の１ （c）約４分の１ （d）約５分の１ 

 

【３】平成の大合併で但馬は３市２町となりましたが、合併前は何市何町だっ

たでしょうか。 

（a）1市 14町 （b）1市 16町 （c）1市 18町 （d）1市 20町 

 

【４】但馬の市町の人口について多い順に並べられているのは、次のうちどれ

でしょうか。 

（a）豊岡市・養父市・朝来市・香美町 ・新温泉町 

（b）豊岡市・養父市・朝来市・新温泉町・香美町 

（c）豊岡市・朝来市・養父市・香美町 ・新温泉町 

（d）豊岡市・朝来市・養父市・新温泉町・香美町 

 

【５】1994年（平成 6年）5月に開港した「コウノトリ但馬空港」は、昨年 11

月に累積搭乗者数が何十万人に達したでしょうか。 

（a）20万人 （b）30万人 （c）40万人 （d）50万人 

 

【６】次の国道のうち但馬を通っていないのは、どの国道でしょうか。 

（a）国道 178号 （b）国道 312号 （c）国道 428号 （d）国道 429号 

 

【７】但馬地方で最も古い遺跡と言われている新温泉町の畑ケ平遺跡で、旧石

器時代のナイフ形石器が発見されていますが、約何万何千年前のもので

しょうか。 

（a）約 1万 5千年前 （b）約 2万 5千年前 

（c）約 3万 5千年前 （d）約 4万 5千年前 

 

【８】「古事記」「日本書紀」では、天日槍命（アメノヒボコ）はどこの国の王

子と伝えられているでしょうか。 

（a）高句麗国 （b）新羅国 （c）百済国 （d）渤海国 



【９】７世紀後半、律令国家体制が整うと律令制度による地方支配が及び、各

地に国府が置かれました。但馬の国府跡として最も有力とされて いるの

は、どの地域でしょう。 

（a）豊岡市出石町 （b）養父市八鹿町 

（c）豊岡市日高町 （d）朝来市和田山町 

 

【10】最盛期全国の六分の一を領したとされる山名氏は、1580 年にその嫡流が

但馬から滅びましたが、どの城で滅んだのでしょうか。 

（a）豊岡城 （b）八木城 （c）芦屋城 （d）有子山城 

 

【11】豊臣秀吉は天正 13年（1585）に但馬の大名配置を決定しました。但馬地

域を治めるために置いた藩のうち違っているのは、どれでしょうか。 

（a）竹田藩 （b）出石藩 （c）村岡藩 （d）豊岡藩 

 

【12】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

のは、どの藩でしょうか。 

（a）出石藩 （b）豊岡藩 （c）竹田藩 （d）八木藩 

 

【13】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ましたが、尊皇

攘夷を掲げた平野国臣が起こした事件は、何だったでしょうか。 

（a）出石の変 （b）村岡の変 （c）豊岡の変 （d）生野の変 

 

【14】幕末期、「但馬聖人」と呼ばれた池田草庵が八鹿に開いた私塾で、但馬内

外の子弟を教育し、多数の逸材を輩出した塾の名前は、何だったでしょ

うか。 

（a）弘道館 （b）稽古堂 （c）明倫館 （d）青谿書院 

 

【15】1871年に廃藩置県が断行されて但馬は５県となりましたが、豊岡・出石・

生野・久美浜と、あと一つはどこでしょうか。 

（a）浜坂 （b）村岡 （c）日高 （d）但東 

 

【16】大正・昭和・平成の時代において起こった但馬に関する次の出来事のう

ち、年と出来事が一致していないものはどれでしょうか。 

（a）1925年（大正 14年） 北但大震災 

（b）1956年（昭和 31年） コウノトリが国の特別天然記念物に指定 

（c）1984年（昭和 59年） 冒険家植村直己が国民栄誉賞を受賞 

（d）1998年（平成 10年） 但馬・理想の都の祭典 



【17】豊岡市日高町の但馬国分寺跡では多くの出土品が確認されていますが、

この時代としては全国でも最大級のある物が見つかっています。次のう

ち何でしょうか。 

（a）瓦 （b）金堂 （c）中門 （d）井戸 

 

【18】豊岡市の森尾古墳で三角縁神獣鏡が出土しましたが、同鏡が朝来市和田

山町でも出土しています。次のうちどの古墳から出土したでしょうか。 

（a）城ノ山古墳 （b）茶すり山古墳 （c）池田古墳 （d）小丸山古墳 

 

【19】５世紀前半に作られ、但馬では最大の大型前方後円墳で、県下でも第４

番目の規模を誇る古墳は、どの古墳でしょうか。 

（a）船宮古墳 （b）森尾古墳 （c）池田古墳 （d）二方古墳 

 

【20】但馬地域には建物は残っていないものの、出石城を初めとする城跡があ

ります。おおよそ幾つの城跡が残っているでしょうか。 

（a）20 （b）60 （c）150 （d）300 

 

【21】映画のロケ地にも使われ、全国屈指の山城遺構である朝来市和田山町の

竹田城跡は、その勇壮な姿から別名何城と言われているでしょうか。 

（a）虎臥城 （b）獅子臥城 （c）龍臥城 （d）鬼臥城 

 

【22】豊岡市の神武山に城跡が残る豊岡城は、もとは木崎城（城崎城）と呼ば

れていましたが、築城したのは何氏と伝えられているでしょうか。 

（a）山名氏 （b）垣屋氏 （c）田結庄氏 （d）別所氏 

 

【23】但馬を代表する５つの神社を総称して「但馬五社明神」と言われていま

す。次のうち但馬五社に含まれないのは、どの神社でしょうか。 

（a）中嶋神社 （b）絹巻神社 （c）粟鹿神社 （d）養父神社 

 

【24】豊岡市で天日槍命を祀り、「いっきゅうさん」の愛称で親しまれているの

は、どの神社でしょうか。 

（a）日出神社 （b）石部神社 （c）小野神社 （d）出石神社 

 

【25】豊岡市日高町にある気多神社の「ケタ」は、ロシア語では何を指すでし

ょうか。 

（a）鯛 （b）鮭 （c）鮎 （d）鮫 

 



【26】養父市八鹿町にあり、境内の標高 760mのところには、出雲大社から譲り

受けた丹塗りの鮮やかな国指定重要文化財「三重塔」があるのは、どの

神社でしょうか。 

（a）日出神社 （b）名草神社 （c）宇都野神社 （d）黒野神社 

 

【27】朝来市山東町にあり、秋には「瓶子渡」の珍しい神事が行われ、但馬国

一の宮と呼ばれていたこともあるのは、どの神社でしょうか。 

（a）當勝神社 （b）青倉神社 （c）粟鹿神社 （d）清所神社 

 

【28】豊岡市竹野町にあり、臨済宗南禅寺派、中本山で格式のある寺院で、別

名「あじさい寺」とも呼ばれているのは、どの寺でしょうか。 

（a）円通寺 （b）観音寺 （c）隆国寺 （d）総持寺 

 

【29】豊岡市日高町にあり、４月下旬から５月上旬頃にはボタンの花が咲き乱

れ、通称「ボタン寺」としても親しまれているのは、どの寺でしょうか。 

（a）円龍寺 （b）宗鏡寺 （c）隆国寺 （d）松禅寺 

 

【30】新温泉町にあり、西日本一の幹周りを持ち、県の天然記念物に指定され

ている「シダレザクラ」があるのは、どの寺でしょうか。 

（a）正福寺 （b）相応峰寺 （c）泰雲寺 （d）玉田寺 

 

【31】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

定された乗車料が電車の愛称となって親しまれました。乗車料はいくら

だったでしょうか。 

（a）１銭 （b）１円 （c）10円 （d）100円 

 

【32】長さ 309m、橋脚の高さ 41.5mで、日本一の規模を誇るトレッスル式鉄橋

である余部鉄橋が開通したのは、何年だったでしょうか。 

（a）1906年 （b）1912年 （c）1929年 （d）1932年 

 

【33】山陰本線で２番目に古いとされる鋳物の柱脚の跨線橋があり、玄関横に

星形の窓が取り付けられているのは、どの駅舎でしょうか。 

（a）城崎温泉駅舎 （b）八鹿駅舎 （c）竹野駅舎 （d）竹田駅舎 

 

【34】全線営業は約 15年の短命な路線でしたが、現在もホーム跡などいくつか

の遺構が残っている出石鉄道は、山陰本線のどの駅と出石とを結んでい

たでしょうか。 



（a）八鹿 （b）江原 （c）国府 （d）豊岡 

 

【35】1925 年頃に建設され、但馬で現存する鉄筋コンクリートの建物で一番古

い建築物は、どれでしょうか。 

（a）旧豊岡町役場（豊岡市役所本庁舎） （b）旧出石郡役所（明治館） 

（c）旧七美郡役所（民俗資料館まほろば） （d）旧山口村役場（山口公民館） 

 

【36】1934 年に建設され、現在は豊岡市役所南庁舎別館として利用されている

ルネッサンススタイルの国登録有形文化財は、どれでしょうか。 

（a）旧兵庫県農工銀行  （b）旧豊岡郵便局 

（c）豊岡カトリック教会 （d）達徳会館 

 

【37】かつて日本有数の銀山として栄えた生野銀山は、2007年に開坑何年の 

記念行事が催されたでしょうか。 

（a）200年 （b）1200年 （c）2200年 （d）3200年 

 

【38】全長 1,991mあり、山陰本線の中で余部鉄橋と並んで難工事となり、トン

ネルの出入り口には山陰本線開通記念として鉄道院総裁後藤新平の筆に

よる石額が掲げてあるのは、どのトンネルでしょうか。 

（a）居組トンネル （b）芦谷トンネル 

（c）仕立トンネル （d）桃観トンネル 

 

【39】自然がつくり出した見事な柱状節理で知られる国指定天然記念物の「玄

武洞」は５つの洞から成っていますが、次のうち違うのはどれでしょう

か。 

（a）天空洞 （b）白虎洞 （c）北朱雀洞 （d）青龍洞 

 

【40】山陰海岸国立公園は、但馬の日本海沿岸を含む総延長約 75kmに及びます

が、次のうち同公園の範囲に含まれない府県は、どれでしょうか。 

（a）島根県 （b）鳥取県 （c）兵庫県 （d）京都府 

 

【41】先端が兵庫県の最北端に位置し、竹野川の河口から細長く日本海に突き

出た半島は、どれでしょうか。 

（a）猫崎半島 （b）犬崎半島 （c）牛崎半島 （d）猿崎半島 

 

【42】但馬には 1,000m を越える山が多くありますが、次のうち 1,000m 以下の

山は、どれでしょうか。 



（a）瀞川山 （b）蘇武岳 （c）大岡山 （d）妙見山 

 

【43】地元では倉谷山と呼ばれ、秋にはドウダンツツジの紅葉が美しいとされ

るのは、どの山でしょうか。 

（a）神鍋山 （b）来日岳 （c）段ケ峰 （d）鉢伏山 

 

【44】妙見山、蘇武岳の北端に位置し、香住・村岡・日高・竹野の旧４町にま

たがり、山岳信仰の拠点としても知られる山は、どの山でしょうか。 

（a）三川山 （b）大岡山 （c）来日岳 （d）瀞川山 

 

【45】豊岡市にあり、標高が 567mで山頂からの眺めは大変よく、眼下には山陰

海岸国立公園が展開し、秋には早朝の雲海が有名な山は、どれでしょう

か。 

（a）神鍋山 （b）来日岳 （c）大岡山 （d）鉢伏山 

 

【46】但馬一の延長 67kmを有する円山川の源流は朝来市にありますが、合併前

の旧町で言えば、どの町に源流があるでしょうか。 

（a）山東町 （b）朝来町 （c）和田山町 （d）生野町 

 

【47】扇ノ山を源流として日本海に注ぐ全長 24kmの川で、その支流の田君川で

はバイカモの群落が生育していることでも知られる川は、どの川でしょ

うか。 

（a）矢田川 （b）竹野川 （c）久斗川 （d）岸田川 

 

【48】香美町村岡区にあり、県指定名勝で日本の滝 100 選にも選ばれた上下２

段の滝からなる落差 60mの滝は、どれでしょうか。 

（a）猿尾滝 （b）天滝 （c）霧ケ滝 （d）吉滝 

 

【49】豊岡市日高町の阿瀬渓谷には、約３kmにわたり大小さまざまな滝があり

ますが、通称いくつあると言われているでしょうか。 

（a）28 （b）38 （c）48 （d）58 

 

【50】1992 年に豊岡市城崎町桃島池のヨシ原で発見され、これが日本海側では

最初の発見となった全国でも 20数ヶ所でしか見つかっていないトンボは

どれでしょうか。 

（a）ヒヌマイトトンボ （b）ハッチョウトンボ 

（c）オニヤンマ    （d）ミヤマアカネ 



【51】昨年 7月 31日、国指定特別天然記念物のコウノトリの自然界での巣立ち

は、何年ぶりのことだったでしょうか。 

（a）16年 （b）26年 （c）36年 （d）46年 

 

【52】養父市大屋町樽見の大ザクラは、県下でも最大クラスで、推定樹齢は 1,000

年といわれていることから、地元では何と呼び親しまれているでしょうか。 

（a）銭櫻 （b）千櫻 （c）仙櫻 （d）鮮櫻 

 

【53】養父市能座の出身で明治の新政府で活躍した北垣国道の旧邸宅内にあり、

国指定天然記念物に指定されている巨木は、どれでしょう。 

（a）ヒダリマキガヤ （b）アベマキ  

（c）アカメヤナギ  （d）シダレザクラ 

 

【54】1970 年に養父市大屋町加保坂で自生が発見され、それまで南限地とされ

ていた岐阜県からこの地が西南限地となった県指定天然記念物の植物は、

どれでしょうか。 

（a）ヤマドリゼンマイ （b）ミズバショウ 

（c）ミツガシワ    （d）ザゼンソウ 

 

【55】日本の棚田百選に選ばれた但馬の棚田は、どれでしょうか。 

（a）関宮別官の棚田 （b）村岡和佐父の棚田 

（c）村岡和池の棚田 （d）小代秋岡の棚田 

 

【56】但馬で最も古い時代の化石として養父市御祓山で見つかった化石は、何

でしょうか。 

（a）アンモナイト （b）三葉虫 （c）フズリナ （d）ミオホリア 

 

【57】北但層群から産出する化石は、何時代のものでしょうか。 

（a）先カンブリア時代 （b）古生代 （c）中生代 （d）新生代 

 

【58】農村歌舞伎舞台にはさまざまな機構が備わっていますが、三味線弾きや

語りの人たちがいる場所は、どのように呼ぶでしょうか。 

（a）太夫座 （b）二重台 （c）遠見 （d）せり 

 

【59】豊岡市法花寺に伝わる、正月に家々の座敷や門前で祝いを述べる祝福芸

のことを、何と言うでしょうか。 

（a）宮神楽 （b）三番叟 （c）万歳 （d）傘踊り 



【60】新温泉町海上の傘踊りは、江戸期から伝わる何かを乞う儀式から派生し

たと言われています。それは何を乞う儀式でしょうか。 

（a）豊漁 （b）豊作 （c）雨 （d）雪 

 

【61】但馬には源平合戦に敗れた平家の落人伝説が多数残っています。中でも、

平家復興を願う「百手の儀式」が現在も伝わる地区は、どこでしょうか。 

（a）香美町香住区御崎 （b）豊岡市竹野町田久日 

（c）香美町香住区上計 （d）豊岡市竹野町宇日 

 

【62】豊岡市竹野町轟の蓮華寺に伝わる県指定無形民俗文化財で、盆の施餓鬼

供養の仏事として行われる踊りは、何踊りでしょうか。 

（a）はねそ踊り （b）芸踊り （c）さえもん踊り （d）太鼓踊り 

 

【63】養父市別宮の八幡神社の年初めの祭礼で、上下２つの組が計７回競い合

い、最後に上組が勝つことで豊作が約束される伝統行事がありますが、

何を競うのでしょうか。 

（a）相撲 （b）綱引き （c）弓矢 （d）だんじりのぶつかり合い 

 

【64】ざんざか・ざんざこ踊りは全国各地に似た踊りが残っていますが、「ざん

ざか・ざんざこ」の名称が残るのは但馬だけとされています。さて、現

在何カ所残っているでしょうか。 

（a）5 （b）10 （c）20 （d）50 

 

【65】養父市大屋町で行われる、燃えさかる松明の炎で古鬼面姿に木鉾を持っ

た鬼をたたき、その年の無病息災を願うまつりを何と言うでしょうか。 

（a）お走り祭り   （b）まいそうまつり 

（c）松岡御柱まつり （d）御田植祭 

 

【66】天下泰平などを祈願し舞を奉納する三番叟は、現在但馬内には一つの市

町にしか残っていませんが、それはどの市町でしょうか。 

（a）養父市 （b）朝来市 （c）香美町 （d）新温泉町 

 

【67】豊岡市日高町田ノ口に伝わる神事で、大きさ約 1.5ｍの大きな何かを作り、

村の神木に奉納する伝統行事があります。何を作り奉納するのでしょうか。 

（a）大わらじと大ぞうり （b）大わらじと大綱 

（c）大ぞうりと大綱   （d）大綱と御柱 

 



【68】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、誰でしょうか。 

（a）上垣守国 （b）堀田瑞松 （c）中江種造 （d）河本重次郎 

 

【69】但馬を鳥取県に編入する案に対して、兵庫県への編入を提案して実現さ

せたと言われている出石出身の明治の文人官吏は、誰でしょうか。 

（a）加藤弘之 （b）桜井 勉 （c）近藤朔風 （d）斎藤隆夫 

 

【70】豊岡市城南町出身の明治期の彫刻家、発明家で、「錆止め塗料及び其塗法」

で我が国の専売特許第１号を獲得したのは、誰でしょうか。 

  （a）上田広甫 （b）堀田瑞松 （c）京極高住 （d）桜井 勉 

 

【71】朝来市出身で第百国立銀行、東京貯蓄銀行を設立、頭取となった明治の

実業家は、誰でしょうか。 

（a）太田垣士郎 （b）和田完二 （c）山田六郎 （d）原 六郎 

 

【72】香美町小代区の畜産農家に生まれ、但馬牛の基礎を築いたのは、誰でし

ょうか。 

（a）長 耕作 （b）中江種造 （c）前田周助 （d）前田純孝 

 

【73】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） にも就任したのは、誰でしょうか。 

（a）原 六郎 （b）北垣国道 （c）沖野忠雄 （d）浜尾 新 

 

【74】香住の漁業発展の基礎を築き、初代の漁業組合長であったのは、 誰でし

ょうか。 

（a）河本重次郎 （b）長 熈 （c）池田草庵 （d）長 耕作 

 

【75】豊岡市出身で東京大学医学部に進み、その後日本の眼科を先進国の水準

に引き上げ、日本近代眼科の父と称されたのは、誰でしょうか。 

（a）河本重次郎 （b）斎藤隆夫 （c）赤木正雄 （d）東井義雄 

 

【76】豊岡市出石町出身の訳詞家で、「菩提樹」、「のばら」、「ローレライ」など

の訳詞・作詞をしたのは、誰でしょうか。 

（a）木下 保 （b）近藤朔風 （c）田中銀之助 （d）宇野雪村 

 

【77】朝来市生野町出身の画家で、日本美術恩賜賞を受賞し、代表作として「稽



古」、「帽子の婦人」等を描いたのは、誰でしょうか。 

（a）和田三造 （b）青山熊治 （c）伊藤清永 （d）白瀧幾之助 

 

【78】海や鳥をモチーフにした具象彫刻が有名で、朝来芸術の森美術館に生涯

作品が展示されている彫刻家は、誰でしょうか。 

（a）木地三郎 （b）宇野雪村 （c）篠原無然 （d）淀井敏夫 

 

【79】東の啄木、西の翠渓と呼ばれ、石川啄木と並び称された但馬を代表する

歌人は、誰でしょうか。 

（a）東井義雄 （b）丸山修三 （c）前田純孝 （d）藤原東川 

 

【80】豊岡市日高町出身で世界的冒険家の植村直己が最後に登頂した山は、ど

の山だったでしょうか。 

（a）エベレスト  （b）キリマンジャロ 

（c）マッキンリー （d）ビンソン・マシフ 

 

【81】豊岡市出身のプロ野球選手で阪神タイガースに所属しているのは、誰で

しょうか。 

（a）鳥谷 敬 （b）桜井広大 （c）能見篤史 （d）片岡篤史 

 

【82】城崎温泉には７つの外湯がありますが、駅舎温泉さとの湯・一の湯・地

蔵湯・まんだら湯・鴻の湯・柳湯と、あと一つは何湯でしょうか。 

（a）乙女の湯 （b）天女の湯 （c）御所の湯 （d）万灯の湯 

 

【83】湯村温泉を発見したと伝えられているのは、誰でしょうか。 

（a）道智上人 （b）南溟禅師 （c）慈覚大師 （d）弘法大師 

 

【84】豊かな自然や歴史と調和した町並みを保存し、魅力ある景観を形成する

ため、兵庫県の景観形成地区に指定された地区が、但馬では昨年末時点

で何カ所あるでしょうか。 

（a）２ （b）４ （c）６ （d）８ 

 

【85】2004 年に兵庫県景観形成地区に指定された養父市八鹿町八鹿地区にある

民家の特徴的なものは、何でしょうか。 

（a）うだつ （b）虫籠窓 （c）カラミ石 （d）白壁 

 

【86】朝来市和田山町竹田地区の寺町通りには、約 3,000株の何の花が植えられ



ているでしょうか。 

（a）あじさい （b）花しょうぶ （c）タンポポ （d）ひまわり 

 

【87】朝来市生野町口銀谷地区では、旧海崎医院を始め、国の文化財建造物に

登録されている建物がいくつあるでしょうか。 

（a）８ （b）18 （c）28 （d）38 

 

【88】但馬で「松葉ガニ」と呼ばれているズワイガニは、雄より雌の方が小さ

いが、子持ちの雌は地元では何と呼ばれているでしょうか。 

（a）ワタリガニ （b）ベニガニ （c）ミズガニ （d）セコガニ 

 

【89】深海底で砂や泥に潜って生息している「ハタハタ」を、但馬では沖合底

引き網漁法により漁獲していますが、脂がのって１番おいしいとされて

いる時期はいつでしょうか。 

（a）春 （b）夏 （c）秋 （d）冬 

 

【90】但馬杜氏の郷として、かつて但馬から多数の人が各地に酒づくりに出か

けましたが地酒も豊富につくられています。 次のうち但馬の地酒銘柄で

ないのは、どれでしょうか。 

（a）香住鶴 （b）翔鸛 （c）越乃寒梅 （d）竹泉 

 

【91】但馬牛の本場として江戸時代から続いてきた市場で、昨年 12月 1日のセ

リを最後に幕を閉じ、他の市場に統合されたのは、どれでしょうか。 

（a）湯村家畜市場 （b）香住家畜市場 

（c）但馬家畜市場 （d）美方家畜市場 

 

【92】但馬で一番多く栽培されている米の品種は、どれでしょうか。 

（a）ドントこい （b）五百万石 （c）コシヒカリ （d）フクヒカリ 

 

【93】1929 年に苗木を植えて栽培に取り組んだのが兵庫県の二十世紀梨の発祥

と言われていますが、それはどの市町だったでしょうか。 

（a）新温泉町 （b）養父市 （c）豊岡市 （d）香美町 

 

【94】戦時中、大阪市内の企業が朝来市和田山町に疎開し工場を造ったのが始

まりとされる地場産業で、自動車、コンピューター、携帯電話等の部品

として欠かせないものは、どれでしょうか。 

 （a）半導体 （b）液晶 （c）モーター （d）金属バネ 



【95】豊岡市日高町で昭和の初め頃から盛んになった地場産業で、品質の良さ

から全国的にも高い評価を受けているのは、どれでしょうか。 

（a）家具 （b）縫針 （c）畳 （d）バネ 

 

【96】奈良時代の始まりとされ、江戸時代に藩主の産業奨励により発展し、そ

の後時代とともに大きな変遷を遂げつつも但馬の地場産業として伝承さ

れ、1992年に国の伝統的工芸品に指定されたのは、どれでしょうか。 

（a）杞柳細工 （b）出石焼 （c）麦わら細工 （d）但馬ちりめん 

 

【97】城崎温泉で温泉客に人気の高い麦わら細工は３種類ありますが、「編組

物」、「模様物」と、あと一つは何でしょうか。 

（a）大筋物 （b）中筋物 （c）小筋物 （d）細筋物 

 

【98】新温泉町浜坂ではかつて縫針の生産が盛んでしたが、何針として全国に

知られていたでしょうか。 

（a）ミシン針 （b）木綿針 （c）みすや針 （d）マチ針 

 

【99】但馬の地名、「袴狭」、「九鹿」、「柤岡」、「歌長」の読み方で、全部が正し

いのは、次のどれでしょうか。 

（a）ほこざ・きゅうか・けびおか・かちょう 

（b）はかざ・きゅうか・かびおか・かちょう 

（c）ほこざ・くろく ・かびおか・うたおさ 

（d）はかざ・くろく ・けびおか・うたおさ 

 

【100】香美町村岡区に伝わる「和田の竜」の伝説について、現在では何の節句

に菖蒲綱を作ると伝わっているでしょうか。 

（a）端午の節句 （b）上巳の節句 （c）重陽の節句 （d）人日の節句 


