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次の問いに答えなさい。

【１】 豊岡市日高町の「但馬国分寺跡」では多くの出土品や遺構が確認されており、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が、どれでしょうか。

（a）金堂 （b）鋳所 （c）中門 （d）井戸

【２】 1221年（承久3年）、承久の変が起こったことにより、幕府は、但馬守護を安達親長に

代えて、ある人物を新たに任じましたが、誰でしょうか。

（a）太田昌明 （b）今川頼貞 （c）山名師義 （d）小野時宏

【３】 1753 年（宝暦 3 年）に、播磨や大坂（大阪）へ荷を運ぶ「近廻り通船」が始まりましたが、

円山川とどこの川を結んでいたでしょうか。

（a）千種川 （b）揖保川 （c）市川 （d）加古川

【４】 尊皇攘夷を掲げた「生野の変」に但馬の尊皇志士たちも多く関わったが、次のうち、この事

件に参加していないのは誰でしょうか。

（a）浜尾新 （b）北垣晋太郎 （c）新藤俊三郎 （d）中島太郎兵衛

【５】 江戸後期は但馬各地で教育熱の高まった時期ですが、出石藩が開設した藩校はどれで

しょうか。

（a）稽古堂 （b）明倫館 （c）弘道館 （d）青谿書院

【６】 郡制の施行により、但馬は「城崎、出石、美方、養父、朝来」の５郡に整理統合されました

が、いつの事だったでしょうか。

（a）１８７６年 （b）１８８６年 （c）１８９６年 （d）１９０６年

【７】 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）小丸山古墳 （b）船宮古墳 （c）池田古墳 （d）茶すり山古墳
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【８】 「横穴式石室」と日本海沿岸地域に分布する「竪穴系口式石室」を折衷させた、６世紀～

７世紀初めの石室が、県内で初めて見つかった円墳はどれでしょうか。

（a）森尾古墳 （b）池田古墳 （c）ケゴヤ古墳 （d）上佐野１号墳

【９】 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

ますが、ここでは何を生産していたのでしょうか。

（a）土器 （b）磁器 （c）須恵器 （d）瓦

【10】 養父市の「別宮家野遺跡」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

【11】 「天空の城」として人気の高い、「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）桑山重晴 （c）山名持豊 （d）八木安高

【12】 但馬の代表的な山城である「八木城跡」最後の城主「別所氏」は、何万石を領していた

でしょうか。

（a）１万石 （b）１万５千石 （c）２万石 （d）２万５千石

【13】 戦国時代「但馬水軍の将」と呼ばれたのは、塩冶周防守、佐々木三郎左衛門と、もう一

人は誰でしょうか。

（a）長越前守 （b）田公筑前守 （c）矢谷伯耆守 （d）奈佐日本助

【14】 絹巻神社には、３つの祭神が祀ってあります。

天火明命、天衣織女命と、あと一つはどの祭神でしょうか。

（a）海部直命 （b）船帆足尼命 （c）天日槍命 （d）日子坐王命

【15】 新温泉町の宇都野神社境内に湧き出る清水は、その昔、「ある魚介類が舟の穴をふさ

ぎ遭難から救った」という伝承に由来していますが、何と呼ばれているでしょうか。

（a）タコ之霊水 （b）サザエ之霊水

（c）ウニ之霊水 （d）アワビ之霊水
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【16】 「絹本著色釈迦十六善神像」が国の重要文化財に指定されており、別称「伊津岐神社」

と呼ばれているのは、次のどれでしょうか。

（a）黒野神社 （b）桑原神社 （c）愛宕神社 （d）牛ケ峰神社

【17】 円山応挙に師事した鳥取の絵師「片山楊谷」が描いた、老松図、猛虎図など、但馬を代

表する障壁画がある寺は、どの寺でしょうか。

（a）大乗寺 （b）大同寺 （c）善住寺 （d）山路寺

【18】 香美町にある「大乗寺」は、円山応挙とその一門によって障壁画が描かれていますが、

13の客殿に何面あるでしょうか。

（a）１５５面 （b）１６５面 （c）１７５面 （d）１８５面

【19】 新温泉町の「正福寺」には、県指定文化財の「不動明王立像」が安置されていますが、

何年毎に開帳されるでしょうか。

（a）１５年 （b）２１年 （c）２５年 （d）３１年

【20】 ＮＨＫ大河ドラマ「八重の桜」の主人公、山本八重の最初の夫である「川崎尚之助」は出

石藩の出身ですが、菩提寺はどこでしょうか。

（a）願成寺 （b）福成寺 （c）正福寺 （d）勝林寺

【21】 朝来市竹田地区には、歴代の竹田城主の菩提寺が４ケ寺並んでいますが、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）勝賢寺 （c）法樹寺 （d）常光寺

【22】 応仁の乱の西軍大将で、但馬の守護大名だった山名宗全の父、「時熈」が帰依した寺と

して名高い、朝来市にある寺どれでしょうか。

（a）日輪寺 （b）円龍寺 （c）大明寺 （d）法宝寺

【23】 明治時代の初めにフランス人技師の指導により造られた生野鉱山と、飾磨港（姫路市）を

結ぶ日本初の高速産業道路は、何と呼ばれているでしょうか。

（a）金の馬車道 （b）銀の馬車道 （c）銅の馬車道 （d）錫の馬車道
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【24】 「一円電車」の愛称で親しまれていた明神電車は、1985 年（昭和 60 年）に廃止されまし

たが、どの区間を結んでいたのでしょうか。

（a）明延 ― 新井 （b）明延 ― 生野

（c）明延 ― 神子畑 （d）神子畑 ― 生野

【25】 近畿地方でも最大の金山町で、日本一大きな「自然金」が出る鉱山として有名になりまし

たが、昭和 44 年に採掘を終了した鉱山はどれでしょうか。

（a）糸井鉱山 （b）万場鉱山 （c）阿瀬鉱山 （d）中瀬鉱山

【26】 但馬には、山陰本線、播但線、北近畿タンゴ鉄道の３路線ありますが、播但線（姫路～

和田山間）が開通したのはいつでしょうか。

（a）１９０６年（明治 39 年） （b）１９１２年（明治 45 年）

（c）１９２９年（昭和 4年） （d）１９４４年（昭和 19 年）

【27】 桃観トンネルの久谷駅側の石額に刻まれた、鉄道院総裁「後藤新平」の書は、次のどれ

でしょうか。

（a）萬事如意 （b）惟徳罔小 （c）生意興隆 （d）萬方惟慶

【28】 県景観形成重要建造物に指定され、原六郎の生家としても知られる「佐中の千年家」の

愛称で親しまれている建物はどれでしょうか。

（a）原家住宅 （b）森田家住宅 （c）新藤家住宅 （ｄ）赤木家住宅

【29】 現在、村岡民俗資料館「まほろば」として使われている香美町村岡区の建物は、元々、

何の建物でしょうか。

（a）郵便局 （b）郡役所 （c）警察署 （d）病院

【30】 国内の灯台では最も高所にあり、光は約 43 ㌔先まで届くといわれています。伊笹岬に立

つ余部埼（御崎）灯台の光源は、海面から何メートルの高さにあるでしょうか。

（a）１８４ｍ （b）２８４ｍ （c）３８４ｍ （d）４８４ｍ
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【31】 但馬には 1,000ｍを越える山が多くありますが、次に示した山のうち、標高の高い順に並

んでいるのは、どれでしょうか。

（a）氷ノ山・鉢伏山・段ケ峰・蘇武岳 （b）氷ノ山・段ケ峰・蘇武岳・鉢伏山

（c）氷ノ山・蘇武岳・鉢伏山・段ケ峰 （d）氷ノ山・鉢伏山・蘇武岳・段ケ峰

【32】 扇ノ山を源流として日本海に注ぐ全長 24km の河川で、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、どれでしょうか。

（a）矢田川 （b）竹野川 （c）久斗川 （d）岸田川

【33】 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

【34】 但馬地域には「アベマキ」として国内で唯一、国の天然記念物に指定されている貴重な

巨木があります。この木は次のどこにあるでしょうか。

（a）豊岡市 （b）養父市 （c）朝来市 （d）香美町

【35】 但馬の海は、寒流のリマン海流と暖流の何海流がぶつかり合う地域でしょうか。

（a）対馬海流 （b）黒潮（日本海流）

（c）千島海流 （d）北太平洋海流

【36】 兵庫県のレッドデータブックで、絶滅の危機にひんしている「ヤナギタンポポ」の群生地が

確認された場所は、次のどこでしょうか。

（a）朝来市 （b）香美町 （c）新温泉町 （d）養父市

【37】 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
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【38】 海域公園の次の記述について、誤っているのはどれでしょうか。

（a）海域公園は全国に82地区、160カ所ある

（b）海域公園は2010年4月に始まった制度である。

（c）但馬から鳥取砂丘にまたがる海岸線が山陰海岸国立公園に指定された。

（d）但馬では豊岡・竹野・浜坂の3地区が指定されている。

【39】 山陰海岸ジオパークの中にある、「浜坂県民サンビーチ・松の庭」に並んでいる松の本数

（平成 24 年度、浜坂北小学校調査）はおよそどれくらいあるでしょうか。

（a）約５,０００本 （b）約８,０００本

（c）約１１,０００本 （d）１４,０００本

【40】 山陰海岸ジオパークに関する記述のうち、正しいのはどれでしょうか

（a）山陰海岸ジオパークのエリアは、京都府京丹後市の経ヶ岬から鳥取県鳥取市

の湖山池西端を含めた白兎海岸までである。

（b）山陰海岸ジオパークのエリアは、京都府宮津市の天橋立から鳥取県鳥取市

の湖山池西端を含めた白兎海岸までである。

（c）山陰海岸ジオパークのエリアは、兵庫県豊岡市田結から鳥取県鳥取市の湖山

池西端を含めた白兎海岸までである。

（d）山陰海岸ジオパークのエリアは、京都府京丹後市の経ヶ岬から鳥取県岩美

町浦富海岸までである。

【41】 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）ニホンオニヤンマ （b）ハッチョウトンボ

（c）ヒヌマイトトンボ （d）ミヤマアカネ

【42】代々、但馬守護の山名氏の庇護を受け、禅寺として栄えた朝来市山東町の「大同寺」は、

近年何の生息地として知られているでしょうか。

（a）ウツギノヒメハナバチ （b）オオサンショウウオ

（c）ヤイロチョウ （d）モリアオガエル
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【43】 養父市では、平成 24 年 10 月にコウノトリを受け入れ、本年、2 羽のヒナが巣立ちました

が、このヒナの名前は何と何でしょうか。

（a）「たいら」と「ななみ」 （b）「だいち」と「なごみ」

（c）「だいち」と「ななみ」 （d）「たいら」と「なごみ」

【44】 次のうち一般的に「但馬の三大祭り」といわれている祭りではないものは、どれでしょうか。

（a）川下祭り （b）柳まつり （c）お走り祭り （d）和田山地蔵祭

【45】 豊岡市日高町松岡に伝わる「松岡御柱まつり」の由来となった雅成親王の妃は、誰でし

ょうか。

（a）天姫 （b）幸姫 （c）菊姫 （d）時姫

【46】 江戸時代初期に始まったとされる祭りで、井田神社に五穀豊穣や安全を願って神楽など

を奉納される「鶴岡大祭」は何年に１度開かれるでしょうか。

（a）２年 （b）３年 （c）４年 （d）５年

【47】 豊作、無病息災を祈願する養父市の「別宮のお綱打ち」は、年の初めに上組と下組に分

かれて綱引きを行います。最後にどうすることで、その年の豊作が約束されるでしょうか。

（a）上組と下組が引き分ける （b）上組が勝つ

（c）下組が勝つ （d）勝敗を決めない

【48】 養父市の水谷神社で行われる民族芸能で、青色地の裃（かみしも）を着た舞い手２ が、

宮司から木太刀を受け取り一連の所作を行った後、上半身裸になって「ヨイ、ヨイ、ヨイ、ヨ

イ」と声を掛けながら奉納するものは、次のうちどれでしょうか。

（a）はねそ踊り （b）笹踊り （c）太神楽 （d）ネッテイ相撲

【49】 朝来市岩津の鷲原寺では、２月の節分に幸福を祈願して、１周３０ｍもある何かを回す

行事が行われていますが、何を回すのでしょうか。

（a）綱 （ｂ）鎖 （c）数珠 （d）縄
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【50】 新温泉町や香美町に伝わる、麒麟獅子舞の麒麟は空想上の動物で、大きな口と鼻の

穴や金色の一本角など、ユーモラスな表情をしていますが、この獅子頭にどこを噛んでもらう

と、子どもたちが健康に育つといわれているでしょうか。

（a）手 （b）頭 （c）足 （d）尻

【51】 「ざんざか踊り」は氏神の夏祭り、秋祭りに災厄除けや五穀豊穣などを祈願する神事です

が、次の組合せのうち誤っているのはどれでしょうか。

（a）若杉ざんざか踊り（三社神社） （b）九鹿ざんざか踊り（日枝神社）

（c）寺内ざんざか踊り（山王神社） （d）久谷ざんざか踊り（二ノ宮神社）

【52】 豊岡市出石町出身で東京大学初代総理（長）を務めた「加藤弘之」の著書は、どれでし

ょうか。

（a）国体新論 （b）自由民権論 （c）日本道徳論 （d）校補但馬考

【53】 但馬を拠点とした社会人野球チームの理事長を務める、元米大リーガー選手は、誰でし

ょうか。

（a）長谷川滋利 （b）野茂英雄 （c）マック鈴木 （d）大家友和

【54】 世界の山で植村直己にちなんで「ウエムラ峰」と名付けられた山があります。

その国は、どこでしょうか。

（a）アルゼンチン （b）デンマーク （c）フランス （d）ネパール

【55】 朝来市出身で、黒沢明作品の名作「生きる」や「七人の侍」などに出演した、日本映画史

に残る俳優は誰でしょうか。

（a）今井雅之 （b）大友工 （c）志村 喬 （d）福本清三

【56】 次のうち、「朝来市生野町出身画家の三巨匠」と称される洋画家に当てはまらないのは、

誰でしょうか。

（a）青山熊治 （b）近藤朔風 （c）白瀧幾之助 （d）和田三造
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【57】 幕末期の儒学者で、「但馬聖人」と呼ばれた池田草庵は、多くの但馬内外の子弟を教育

しましたが、次のうち門下生だったのは、誰でしょうか。

（a）赤木正雄 （b）原 六郎 （c）斎藤隆夫 （d）太田垣士郎

【58】 香美町村岡区出身で「栃の木」「白き花」「暦日」「雑木山」などの歌集を残した「丸山修

三」は何派の歌人でしょうか。

（a）プロレタリア派 （b）浪漫派 （c）耽美派 （d）アララギ派

【59】 新温泉町出身で社会教育者の篠原無然は飛騨に入山し、人を愛し道を求め、その思想

を実践し、社会教育に身を呈したことで「飛騨の何」と呼ばれているでしょうか。

（a）先生 （b）聖人 （c）偉人 （d）尊者

【60】 但馬には多くの有名な人物がいますが、人物と関係のある職業・業績の組み合わせが一

致しているのは、どれでしょうか。

（a）伊藤清永 － 西洋画家 （b）堀田瑞松 － 政治家

（c）河本重次郎 － 画家 （d）淀井敏夫 － 俳人

【61】 城崎温泉には７つの外湯がありますが、最も早く見つかったのはどれでしょうか。

（a）御所の湯 （b）鴻の湯 （c）まんだら湯 （d）地蔵湯

【62】 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）大師堂 （c）観音堂 （d）地蔵堂

【63】 江戸時代半ばの始まりとされ、1876 年、桜井勉らが柴田善平を招いて盈進舎を設立し、

パリや東京の博覧会で名声を高めたといわれ、1980 年に「国の伝統的工芸品」に指定され

たのは、次のどれでしょうか。

（a）杞柳細工 （b）出石焼 （c）麦わら細工 （d）但馬ちりめん

【64】 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
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【65】 但馬の冬の味覚の王様「松葉ガニ」の雄の漁期は、いつ頃でしょうか。

（a）１０月下旬～２月初旬 （b）１１月初旬～１月初旬

（c）１１月初旬～３月中旬 （d）１２月初旬～３月中旬

【66】 但馬牛は長い間、優良な血統だけを「蔓牛」として守ってきましたが、その代表的な蔓牛

でないのは、どれでしょうか。

（a）ふき蔓 （b）にいや蔓 （c）よし蔓 （d）あつた蔓

【67】 皿そばで知られる出石そばに、受験生に向けた「合格祈願そば」が販売されていますが、

その名はどれしょうか。

（a）菅原そば （b）五角そば （c）天神そば （d）道真そば

【68】 平成１７年度から豊岡農業改良普及センター、たじま農業協同組合が中心となって取り

組んできた「コウノトリ育む農法」による栽培面積（稲作、大豆）は、平成２４年度、但馬地域全

体では、次のうちどれでしょう。

（a）約２００ｈａ （b）約３００ｈａ （c）４００ｈａ （d）５００ｈａ

【69】 昔話で、但馬の国も治めようとしていた、出雲の国の大国主命（大黒様）と、新羅の国か

ら日本に移住して住むところを探していた天日槍命が、但馬の国に入ろうとして争った山は、

どれでしょうか。

（a）三川山（香美町） （b）扇ノ山（新温泉町）

（c）大岡山（豊岡市） （d）藤無山（養父市）

【70】 兵庫県の人口は約５６０万人ですが（平成２２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１０．２％ （b）約８．２％ （c）約５．２％ （d）約３．２％

【71】 但馬の人口が最も多かった時は約 26 万 6 千人でしたが、それは昭和何年だったでしょ

うか。

（a）昭和１５年 （b）昭和２５年 （c）昭和３５年 （d）昭和４５年
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【72】 但馬地域は、兵庫県の中では降水量が多い地域ですが、豊岡市で一年間に降る雨の

量はどのくらいでしょうか。

（a）約５００㎜ （b）約１,０００㎜ （c）約２,０００㎜ （d）約５,０００㎜

【73】 1925 年（大正 14 年）、但馬地方に大きな被害をもたらした「北但馬地震」が発生しまし

たが、この地震の震源地はどこでしょうか。

（a）円山川河口付近 （b）神鍋高原付近

（c）矢田川河口付近 （d）岸田川河口付近

【74】 兵庫県では明石市が東経 135 度の子午線が通過していることで有名ですが、但馬地域

の中で、子午線が通過しているところはどこでしょうか。

（a）豊岡市出石町 （b）朝来市山東町

（c）朝来市和田山町 （d）豊岡市但東町

【75】 但馬地域には、ＪＲ山陰本線の駅はいくつあるでしょうか。

（a）１３ （b）１６ （c）１９ （d）２２

【76】 素晴らしい景観や資源の保全や活性化に取り組む「日本で最も美しい村」に、兵庫県で

初めて加盟認定された地域はどれでしょうか。

（a）新温泉町春来地区 （b）香美町小代区

（c）新温泉町丹土地区 （d）香美町村岡区

【77】 但馬地域で運行している「ドクターヘリ」の出動件数は全国最多ですが、平成 24 年度の

出動件数はおよそ何回でしょうか。

（a）約４００回 （b）約７００回

（c）約１０００回 （d）約１３００回

【78】 江戸時代の浮世絵師、歌川広重（二代目）が、諸国名所百景で「但馬鷹のはま」を描い

ています。その場所に今年、記念碑が建てられましたが次のどこでしょうか。

（a）豊岡市竹野町 （b）豊岡市気比

（c）新温泉町浜坂 （d）香美町香住区
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【79】 北近畿唯一の空港として開港した「コウノトリ但馬空港」は、来年（平成２６年）、開港何周

年を迎えるでしょうか。

（a）１０周年 （b）１５周年 （c）２０周年 （d）２５周年

【80】 この夏、豊岡市役所が新築され、旧本庁舎に市立交流センターが設置されましたが、そ

の名称は次のどれでしょうか。

（a）文殊堂 （b）円山堂 （ｃ）稽古堂 （ｄ）京極堂


