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次の問いに答えなさい。

【1】 但馬は、兵庫県の他地域と比べて降水量が多い地域ですが、豊岡市の年間平均降水量

はどのくらいでしょうか。

（ａ）1000mm （ｂ）2000mm （ｃ）3000mm （ｄ）4000mm

【2】 兵庫県推計人口（平成23年12月1日現在）が30,000人を超えている但馬の市町はい

くつあるでしょうか。

（ａ）１ （ｂ）２ （ｃ）３ （ｄ）４

【3】 日本海には寒流と暖流が流れ込んでいて豊かな漁場となっています。

日本海に流れ込んでいる寒流は何と呼ばれているでしょうか。

（ａ）対馬海流 （ｂ）黒潮 （ｃ）親潮 （ｄ）リマン海流

【4】 次の河川で但馬内に源流があるのはどの河川でしょうか。

（ａ）千種川 （ｂ）揖保川 （ｃ）市川 （ｄ）加古川

【5】 次の鉄道で一番早く全線開通したのはどこでしょうか。

（ａ）播但線 （ｂ）山陰線 （ｃ）出石鉄道 （ｄ）宮津線（舞鶴～豊岡間）

【6】 次の地名のうち、下線部の読み方が誤っているのはどれでしょうか。

（ａ）豊岡市城崎町上山（うやま） （ｂ）養父市上箇（あげ）

（ｃ）養父市大屋町上山（うえやま） （ｄ）香美町香住区上計（あげ）

【7】 平家滅亡後、源頼朝は義経追討という大義名分で全国に守護・地頭を置いたが最初の但

馬守護に任じたのはだれでしょうか。

（ａ）太田昌明 （ｂ）太田政頼 （ｃ）安達親長 （ｄ）山名時氏

【8】 次の武将のうち但馬地方に一度もやってきたことがない武将は誰でしょうか。

（ａ）山名宗全 （ｂ）織田信長 （ｃ）藤堂高虎 （ｄ）羽柴秀吉

【9】 1871 年（明治 4）廃藩置県によって誕生した県で誤っているのはどれでしょうか。

（ａ）豊岡県 （ｂ）村岡県 （ｃ）朝来県 （ｄ）出石県
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【10】 豊岡市竹野町の鬼神谷窯跡では県下最古の窯を含む 3 基の窯跡群が発見されていま

す。ここでは何を生産していたのでしょうか。

（ａ）縄文土器 （ｂ）須恵器 （ｃ）磁器 （ｄ）瓦

【11】 養父市の別宮家の遺跡は炉跡を中心とした平地式住居跡や貯蔵穴のほか、特殊菱形

文や山形文・格子文と呼ばれる押型文土器が大量に出土したことから何時代の遺跡と考

えられているでしょうか。

（ａ）石器時代 （ｂ）縄文時代 （ｃ）弥生時代 （ｄ）大和時代

【12】 1917 年（大正 6）に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」が発見された古墳はどれでしょうか。

（ａ）文堂古墳 （ｂ）八幡山古墳群 （ｃ）観音塚古墳 （ｄ）森尾古墳

【13】 大きな前方後円墳は南但馬に集中していますが、次の古墳のうち前方後円墳でないの

はどれでしょうか。

（ａ）茶すり山古墳 （ｂ）池田古墳 （ｃ）船宮古墳 （ｄ）小丸山古墳

【14】 豊岡市の神武山に残る城址は、宮部継潤によって豊岡城と改名されましたが、築城当

時は何と呼ばれていたでしょうか。

（ａ）三開山城 （ｂ）木崎（城崎）城 （ｃ）楽々前城 （ｄ）妙楽寺城

【15】 近年「天空の城」として人気になっている竹田城の最後の城主は誰だったでしょうか。

（ａ）赤松広秀 （ｂ）山名持豊 （ｃ）桑山重晴 （ｄ）太田政頼

【16】 出石神社の祭神天日槍命が持ち帰り祀られている宝物はどれでしょうか。

（ａ）六種神宝 （ｂ）七種神宝 （ｃ）八種神宝 （ｄ）九種神宝

【17】 豊岡市日高町にある天台宗の寺院で 1197 年（建久 8）から源平合戦で犠牲になった

人々の霊を供養するため、『五輪宝塔三百基造立供養』が行われた寺院はどれでしょう

か。

（ａ）進美寺 （ｂ）観音寺 （ｃ）隆国寺 （ｄ）法宝寺

【18】 新温泉町の宇都野神社境内に湧き出る清水は、その昔、船の穴をふさぎ遭難から救っ

たという伝承に由来する魚介類の名前を付けて何と呼ばれているでしょうか。

（ａ）アワビ之霊水 （ｂ）タコ之霊水 （ｃ）サザエ之霊水 （ｄ）ヒトデ之霊水
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【19】 但馬一の宮と呼ばれたこともある神社で、古来より朝廷の尊崇が篤く、勅使門が建てられ

たとされているのはどの神社でしょうか。

（ａ）絹巻神社 （ｂ） 小田井縣神社 （ｃ） 養父神社 （ｄ）粟鹿神社

【20】 新温泉町の久谷八幡神社の境内には 1912 年（明治 45）に招魂碑が建てられました。

何の犠牲者を供養したものでしょうか。

（ａ）日清戦争の犠牲者 （ｂ）日露戦争の犠牲者

（ｃ）山陰線工事の犠牲者 （ｄ）北前船の遭難者

【21】 豊岡市日高町にある神社で、名前がロシア語で「鮭」を指すのはどの神社でしょうか。

（ａ）二方神社 （ｂ）郡主神社 （ｃ）気多神社 （ｄ）十二所神社

【22】 生野鉱山は閉山しましたが、現在も生野では鉱物の精錬が行われている。その鉱物とは

何でしょうか。

（ａ）銀 （ｂ）銅 （ｃ）鉛 （ｄ）錫

【23】 当初生野鉱山の「御雇外国人官舎」として建てられた通称「ムーセ旧居」は、その後用途

を変えてどこに移築されたでしょうか。

（ａ）明延鉱山 （ｂ）神子畑選鉱所 （ｃ）口銀谷地区 （ｄ）飾磨港

【24】 明延と神子畑の間を走っていた電車は、1952 年（昭和 27）以降、「一円電車」の愛称

で親しまれました。どうしてそう呼ばれていたのでしょうか。

（ａ）一円玉の様な丸い小さな電車だった。

（ｂ）一円玉に似たマークが付いていた。

（ｃ）乗車券に一円と表示されていた。

（ｄ）乗車すると一円分のサービス券がついた。

【25】 余部駅と久谷駅の間にある桃観トンネルの記述について正しいのはどれでしょうか。

（ａ）トンネルが完成したのは 1912 年（明治 45）である。

（ｂ）トンネルの長さ 1991ｍは山陰線で一番長いトンネルである。

（ｃ）久谷側の出入り口だけに石額が掲げられている。

（ｄ）トンネルは久谷側が高く余部側に下っている。
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【26】 次の橋のうち国の重要文化財に指定されているのはどの橋でしょうか。

（ａ）神子畑鋳鉄橋 （ｂ）羽淵鋳鉄橋

（ｃ）余部橋りょう （ｄ）城崎温泉弓型橋群・王橋

【27】 次の但馬の山で一番標高の高い山はどれでしょうか。

（ａ）妙見山 （ｂ）蘇武岳 （ｃ）段ケ峰 （ｄ）鉢伏山

【28】 但馬の中央部には養父市から香美町にかけて山脈状に連なる山々があります。並びの

正しいのはどれでしょうか。

（ａ）妙見山―蘇武岳―三川山 （ｂ）妙見山―蘇武岳―大岡山

（ｃ）妙見山―瀞川山―三川山 （ｄ）妙見山―鉢伏山―瀞川山

【29】 山陰海岸ジオパークの記述で誤っているのはどれでしょうか。

（ａ）テーマは「日本海形成に伴う多様な地形・地質・風土と人々の暮らし」である。

（ｂ）地形・地質の博物館といわれている。

（ｃ）エリア内の但馬の市町は豊岡市、養父市、香美町、新温泉町の４市町である。

（ｄ）玄武洞は地磁気逆転発見の場所として海外の地質学者の関心の高い場所である。

【30】 新温泉町浜坂湾東部から香美町伊笹岬までの海岸は但馬御火浦と呼ばれています。

次のうち但馬御火浦に含まれないのはどれでしょうか。

（ａ）田井の浜 （ｂ）三尾大島 （ｃ）鋸岬と旭洞門 （ｄ）鎧の袖

【31】 神鍋火山群の活動により流れ出た溶岩流がつくる様々な地形の中で県指定の天然記念

物になっているのはどれでしょうか。

（ａ）八反の滝 （ｂ）ひょうたん淵 （ｃ）風穴 （ｄ）栃本の溶岩瘤

【32】 日本の秘境百選にも選ばれている渓谷で遊歩道に不動明王など 13 体の石造仏が祭ら

れている渓谷はどれでしょうか。

（ａ）霧ケ滝渓谷 （ｂ）小代渓谷 （ｃ）黒川渓谷 （ｄ）瀞川渓谷
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【33】 コウノトリの模様で正しいのはどれでしょうか。

（ａ） （ｂ） （ｃ） （ｄ）

【34】 豊岡市竹野町では古くから麻の生産が盛んでしたが、「おまきザクラ」（中村）や「三原の

ヤマザクラ」のような巨木は、地元住民にとって何の役割を果たしていたでしょうか。

（ａ）航行の目標 （ｂ）雨乞いの木 （ｃ）境界木 （ｄ）季節暦の木

【35】 豊岡市畑上にある国指定天然記念物の古木で海岸近くの山頂に生えるのは珍しい木は

何でしょうか。

（ａ）サクラ （ｂ）トチ （ｃ）イチョウ （ｄ）アベマキ

【36】 平成の名水百選に認定されている「かつらの千年水」はどのカツラの木のそばから湧きだ

しているでしょうか。

（ａ）別宮の大カツラ （ｂ）糸井の大カツラ

（ｃ）兎和野の大カツラ （ｄ）和池の大カツラ

【37】 ツキノワグマの三日月型の模様はどこにあるでしょうか。

（ａ）額 （ｂ）首 （ｃ）背中 （ｄ）腹

【38】 明るい黄色の地に黒の縞模様、後翅にはオレンジ色とブルーの縁取り、真紅のマークの

鮮やかなアゲハチョウの仲間で、食草のカンアオイが減少したことが影響して減少している

チョウは何でしょうか。

（ａ）モンキチョウ （ｂ）アサギマダラ

（ｃ）ヒョウモンモドキ （ｄ）ギフチョウ
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【39】 雪の積もっている中で産卵し、3月か 4月頃ふ化することが特徴の小型のサンショウウオ

はどれでしょうか。

（ａ）アベサンショウウオ （ｂ）カスミサンショウウオ

（ｃ）ヒダサンショウウオ （ｄ）ブチサンショウウオ

【40】 ドウダンツツジで有名な豊岡市の安国寺で手厚く保護されている主に樹上生活するカエ

ルはどれでしょうか。

（ａ）アマガエル （ｂ）トノサマガエル

（ｃ）モリアオガエル （ｄ）ダルマガエル

【41】 ヒヌマイトトンボは全国で 20 数カ所でしか見つかっていないトンボですが、但馬では 1992

年（平成 4）に発見された。どこで見つかったのでしょうか。

（ａ）古生沼 （ｂ）田君川 （ｃ）銀山湖 （ｄ）桃島池

【42】 但馬で最も古い時代の化石としては養父市でフズリナの化石が見つかっているがどの時

代の化石でしょうか。

（ａ）先カンブリア時代 （ｂ）古生代 （ｃ）中生代 （ｄ）新生代

【43】 養父市の水谷神社で行われるネッテイ相撲の掛け声で正しいのはどれでしょうか。

（ａ）ヨイ、ヨイ、ヨイ、ヨイ （ｂ）ハットウ、ヨコザァルカァ

（ｃ）さあござれ （ｄ）エイトー、エイトー

【44】 豊岡市日高町田ノ口や養父市安井では1月にある物を賽の神に奉納する神事が行われ

る。奉納するある物とはどれでしょうか。

（ａ）大しめ縄 （ｂ）大わらじ （ｃ）大たいまつ （ｄ）鏡餅

【45】 日本三大権現の一つに数えられる神社で毎年 5月３日に開催される全国各地から修験

者や山伏が集まり「智恵の火で煩悩を焼く」という護摩供が行われる祭りはどれでしょうか。

（ａ）三川権現大祭 （ｂ）瀞川稲荷大祭

（ｃ）初午大祭 （ｄ）鬼子母神大祭
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【46】 疫病の蔓延や農作物の害虫に対する厄除けの儀式として始まった行事。「ジーロンボ、タ

ーロンボ・・・」という囃子言葉とともに無数の松明を孤を描くように打ち振り回す火祭りは次

のうちどれでしょうか。

（ａ）愛宕の火祭り（豊岡市出石町） （ｂ）三谷万燈の火祭り

（ｃ）湯村の火祭り （ｄ）松岡御柱まつり

【47】 かつて端午の節句に全国的に行われていた菖蒲綱引きは、現在、但馬の３カ所で残って

います。誤っているのはどこでしょうか。

（ａ）朝来市和田山町竹田 （ｂ）香美町村岡区和田

（ｃ）新温泉町久谷 （ｄ）新温泉町湯

【48】 豊岡京極家2代目当主京極高住が建立した寺で、但馬一の大寺といわれた藩寺はどれ

でしょうか。

（ａ）金剛寺 （ｂ）興国寺 （ｃ）妙楽寺 （ｄ）東楽寺

【49】 出石藩士出身で東京大学初代総理（長）になった加藤弘之の著書で、開明的民権思想

が今も高く評価されている著書はどれでしょうか。

（ａ）国体新論 （ｂ）校補但馬考 （ｃ）村を育てる学力 （ｄ）法帖事典

【50】 養父市出身の作家山田風太郎の一世を風靡した忍法帖シリーズで最初に発表したのは

どれでしょうか。

（ａ）伊賀忍法帖 （ｂ）甲賀忍法帖 （ｃ）江戸忍法帖 （ｄ）くノ一忍法帖

【51】 新温泉町諸寄出身の歌人で東の啄木、西の翆渓と並び称された前田純孝の歌はどれで

しょうか。

（ａ）東海の小島の磯の白砂にわれ泣きぬれて蟹とたはむる

（ｂ）いくとせの前の落葉の上にまた落葉かさなり落葉かさなる

（ｃ）つらなりて山遠く見ゆ夕映えはただしばらくの間なれども

（ｄ）めくりきて入佐の山の月も日もはるやむかしに我身ひとつは

【52】 作家新田次郎が加藤文太郎をモデルとした山岳小説「孤高の人」を書くきっかけとなった

二人の出会いの山はどこでしょうか。

（ａ）富士山 （ｂ）槍ケ岳 （ｃ）立山 （ｄ）八ヶ岳
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【53】 平成 22 年から但馬地域で運行しているドクターヘリの目的・業務でないものはどれでしょ

うか。

（ａ）救急現場への医師搬送 （ｂ）病院間の施設間搬送

（ｃ）救急現場からの患者搬送 （ｄ）夜間の救助活動

【54】 コウノトリ但馬空港から飛行機を利用して伊丹空港乗継で東京（羽田空港）まで約何時間

で行くことができるでしょうか。

（ａ）約１時間 （ｂ）約２時間 （ｃ）約３時間 （ｄ）約４時間

【55】 第２次世界大戦中に大阪市内の工場が朝来市和田山町に疎開し、工場を開設したのが

始まりとされている産業はどれでしょうか。

（ａ）鞄 （ｂ）金属バネ （ｃ）家具 （ｄ）家電製品

【56】 新温泉町浜坂で、かつて長崎から製造技術が導入され、盛んに生産された特産品は何

でしょうか。

（ａ）縫針 （ｂ）但馬ちりめん （ｃ）畳 （ｄ）酒造

【57】 湯村温泉の中心を流れる川で、川のほとりに湧く源泉・荒湯では、春になると観光客にま

じって地元の人が山菜などをゆがく姿が風物詩となっているのは次のどの川でしょうか。

（ａ）久斗川 （ｂ）春来川 （ｃ）湯船川 （ｄ）大谿川

【58】 但馬では香美町の漁港だけ水揚げされるカニはどれでしょうか。

（ａ）ズワイガニ （ｂ）ベニズワイガニ （ｃ）タラバガニ （ｄ）ケガニ

【59】 但馬では古くから底引き網漁業が行われている。松葉ガニ、カレイ類、ニギス、エビなどと

一緒に漁獲されるものは次のうちどれでしょうか。

（ａ）イカ （ｂ）タコ （ｃ）タイ （ｄ）ハタハタ

【60】 朝来市の特産品として全国に出荷されている岩津ねぎの記述について誤っているのはど

れでしょうか。

（ａ）生野銀山の労働者を定着させるため代官所が栽培を奨励した。

（ｂ）根深ねぎと葉ねぎの兼用種であり、柔白部分から葉先まで食べられるのが特徴。

（ｃ）深谷ねぎの改良種といわれている。

（ｄ）野菜の少なくなる冬が旬である。
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【61】 但馬を代表する果樹で香美町、新温泉町、養父市、豊岡市と広く栽培されています。ワ

インなども作られている果樹はどれでしょうか。

（ａ）柿 （ｂ）ブドウ （ｃ）リンゴ （ｄ）梨

【62】 城崎温泉の町並みは古くから「駅は○○、道は廊下で宿は客室。土産物屋は売店で、外

湯は大浴場」といわれています。○○に入る言葉は何でしょうか。

（ａ）食堂 （ｂ）居間 （ｃ）玄関 （ｄ）寝室

【63】 湯村温泉を開発した慈覚大師を祀ったお堂は何と呼ばれているでしょうか。

（ａ）薬師堂 （ｂ）まんだら堂 （ｃ）観音堂 （ｄ）地蔵堂

【64】 朝来市竹田地区には歴代の竹田城主の菩提寺が４ケ寺並んでいる。初代城主太田垣

氏の菩提寺はどれでしょうか。

（ａ）善證寺 （ｂ）常光寺 （ｃ）勝賢寺 （ｄ）法樹寺

【65】 朝来市生野町口銀谷地区独特の景観の一つに擁壁や土台に使われているカラミ石があ

る。カラミ石の記述で正しいのはどれでしょうか。

（ａ）生野周辺で産出する石

（ｂ）鉱山技術と一緒に輸入された

（ｃ）金属を取り出す製錬過程のクズを固めたもの

（ｄ）生野瓦のクズを固めたもの

【66】 次の中で兵庫県が優れた景観の保全活用のために指定する景観形成地区に指定され

ていない地区はどれでしょうか。

（ａ）豊岡市出石町城下町地区 （ｂ）新温泉町湯・細田地区

（ｃ）豊岡市竹野町竹野地区 （ｄ）朝来市和田山町竹田地区

【67】 お菓子の神様として中嶋神社に祀られている田道間守が常世国から持ち帰った非時香

菓（ときじくのかぐのこのみ）とされているのはどれでしょうか。

（ａ）梨 （ｂ）柿 （ｃ）橘 （ｄ）桃

【68】 平成 23 年 3月水鳥を模した鳥型埴輪が全国で初めてほぼ完全な形で見つかったのは

どの古墳でしょうか。

（ａ）池田古墳 （ｂ）小丸山古墳 （ｃ）船宮古墳 （ｄ）城ノ山古墳
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【69】 但馬地域が抱える課題解決や但馬の夢の実現の契機として但馬・理想の都の祭典 20

周年事業が計画されています。20 周年に当たる年度はいつでしょうか。

（ａ）平成２４年度 （ｂ）平成２６年度

（ｃ）平成２８年度 （ｄ）平成３０年度

【70】 北近畿自動車は 2012 年（平成 24）秋にはどこまで開通する予定でしょうか。

（ａ）養父市浅野 （ｂ）養父市八鹿町高柳

（ｃ）豊岡市日高町久斗 （ｄ）豊岡市上佐野
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以下の問題は記述問題です。問題の答えを答案用紙に記入してください。

【71】 但馬で最も古い旧石器時代のナイフ型石器が発見された畑ケ平遺跡はどこの市町にあ

るでしょうか。

【72】 江戸後期は但馬各地で教育熱が高まった時期です。豊岡藩が開設した藩校の名前は

何というでしょうか。

【73】 1912 年（大正元）豊岡市気比で発見され、現東京国立博物館の蔵品となっている弥生

時代の遺物は何でしょうか。

【74】 標高 1,139ｍの妙見山の山腹にあり、出雲大社から譲り受けた三重の塔があるのは何神

社でしょうか。

【75】 全国においても数少ない煉瓦造りの機関庫で、機関車引き込み線２線を有し、両妻面に

設けられた各２カ所の開口部が石造半円型アーチの機関庫が残るのは何駅でしょうか。

【76】 平家の落人伝説を秘める「平家ケ城址」や「姫が淵」などの地名が残されていて、氷ノ山

登山ルートである大段ケ平への道中にあるのは何渓谷でしょうか。

【77】 養父市大屋町加保に晩氷河期以来自生している植物で、県指定天然記念物となってい

るのは何の花でしょうか。

【78】 豊岡市では、円山川下流域をラムサール条約に登録する取り組みが行われていま

が、ラムサール条約の正式名称は「特に○○の生息地として国際的に重要な湿地に関す

る条約」です。○○に入る言葉は何でしょうか。

【79】 寒い時期（１～４月）にイワシやサバなどの魚でつくるぬか漬けで、わが家の味で保存食と

して重宝される伝統料理の名前は何というでしょうか。

【80】 コウノトリの生息域を拡大させるため、平成23年12月に豊岡市からペア1組が移送され

たのはどの都道府県でしょうか。


