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第第第第10101010回回回回但但但但馬馬馬馬検検検検定定定定(3(3(3(3級級級級))))    

次次次次のののの問問問問いにいにいにいに答答答答えなさいえなさいえなさいえなさい。。。。    

    

【【【【１１１１】】】】平成平成平成平成27272727年年年年７７７７月月月月１１１１日現在日現在日現在日現在のののの兵庫県推計人口兵庫県推計人口兵庫県推計人口兵庫県推計人口でででで、、、、但馬但馬但馬但馬のののの人口人口人口人口はははは次次次次のうちどれでしょうかのうちどれでしょうかのうちどれでしょうかのうちどれでしょうか。。。。    

(a)約14万9千人      (b)約15万9千人        (c)約16万9千人       (d)約17万9千人 

 

【【【【２２２２】】】】但馬但馬但馬但馬のののの面積面積面積面積とほぼとほぼとほぼとほぼ同同同同じじじじ面積面積面積面積をををを持持持持つつつつ都道府県都道府県都道府県都道府県はははは、、、、次次次次のうちどこのうちどこのうちどこのうちどこでしょうかでしょうかでしょうかでしょうか。。。。    

(a)大阪府          (b)香川県        (c)東京都       (d)富山県 

 

【【【【３３３３】】】】平成平成平成平成６６６６年年年年のののの開港開港開港開港からからからから昨年昨年昨年昨年20202020周年周年周年周年をををを迎迎迎迎ええええたコウノトリたコウノトリたコウノトリたコウノトリ但馬空港但馬空港但馬空港但馬空港はははは、、、、平成平成平成平成27272727年年年年2222月月月月にににに累積搭乗累積搭乗累積搭乗累積搭乗    

者者者者数数数数がががが何万人何万人何万人何万人にににに達達達達したでしょうかしたでしょうかしたでしょうかしたでしょうか。。。。    

(a)３０万人        (b)４０万人      (c)５０万人      (d)６０万人 

 

【【【【４４４４】】】】但馬但馬但馬但馬にはにはにはにはＪＲＪＲＪＲＪＲのののの駅駅駅駅がいくつあるでしょうかがいくつあるでしょうかがいくつあるでしょうかがいくつあるでしょうか。。。。    

  (a)１９         (b)２３        (c)２６         (d)２８ 

 

【【【【５５５５】】】】次次次次のうちのうちのうちのうち、、、、国道国道国道国道９９９９号線号線号線号線がががが通通通通っていないっていないっていないっていない市町市町市町市町はどこはどこはどこはどこでしょうかでしょうかでしょうかでしょうか。。。。    

(a)朝来市        (b)豊岡市       (c)香美町       (d)新温泉町 

 

【【【【６６６６】】】】平成平成平成平成 27272727 年年年年 1111 月月月月、、、、国土交通省国土交通省国土交通省国土交通省がががが地方創生地方創生地方創生地方創生のののの拠点拠点拠点拠点としてとしてとしてとして支援支援支援支援するするするする「「「「重点道重点道重点道重点道のののの駅駅駅駅」」」」にににに但馬但馬但馬但馬でででで唯一唯一唯一唯一

選選選選    

ばれたのはばれたのはばれたのはばれたのは、、、、次次次次のうちどれでしょうかのうちどれでしょうかのうちどれでしょうかのうちどれでしょうか。。。。    

  (a)但馬のまほろば     (b) フレッシュあさご (c) ようか但馬蔵   (d) 但馬楽座 

 

【【【【７７７７】】】】但馬但馬但馬但馬ではではではでは、、、、城崎城崎城崎城崎をををを中心中心中心中心にににに約約約約1111ヶヶヶヶ月間月間月間月間、、、、地域地域地域地域のののの歴史歴史歴史歴史やややや文化文化文化文化、、、、食食食食べべべべ物等物等物等物等のののの魅力魅力魅力魅力にににに触触触触れるれるれるれる様々様々様々様々なツなツなツなツ    

アーやアーやアーやアーや体験体験体験体験ができるイベントがができるイベントがができるイベントがができるイベントが実施実施実施実施されていますがされていますがされていますがされていますが、、、、これをこれをこれをこれを何何何何というでしょうかというでしょうかというでしょうかというでしょうか。。。。    

  (a)城崎アート博覧会  (b)城崎グルメ博覧会   (c)城崎温泉泊覧会  (d)城崎歴史泊覧会 

 

【【【【８８８８】】】】現在養父市現在養父市現在養父市現在養父市でブランドでブランドでブランドでブランド化化化化がががが進進進進められているめられているめられているめられている、、、、大粒大粒大粒大粒でででで風味風味風味風味のののの良良良良いいいい山椒山椒山椒山椒（（（（さんしょさんしょさんしょさんしょうううう））））のののの名称名称名称名称はははは、、、、    

        次次次次のうちどれでしょうかのうちどれでしょうかのうちどれでしょうかのうちどれでしょうか。。。。    



10-3-2 

 

  (a)浅井山椒       (b)山名山椒      (c)朝倉山椒      (d)八木山椒 

 

【【【【９９９９】】】】養父市養父市養父市養父市ではではではでは、、、、企業企業企業企業などのなどのなどのなどの農業参入農業参入農業参入農業参入によりによりによりにより農地農地農地農地をををを再生再生再生再生しししし、、、、そこでそこでそこでそこで生生生生まれたまれたまれたまれた農産物農産物農産物農産物のののの加工加工加工加工・・・・販売販売販売販売

まままま    

でをでをでをでを手掛手掛手掛手掛けるけるけるける新新新新しいしいしいしい経営形態経営形態経営形態経営形態がががが生生生生まれていますまれていますまれていますまれています。。。。このこのこのこの取取取取りりりり組組組組みはみはみはみは何何何何とととと呼呼呼呼ばれているでしょうかばれているでしょうかばれているでしょうかばれているでしょうか。。。。    

  (a)４次産業       (b)５次産業     (c)６次産業      (d)７次産業 

 

【【【【10101010】】】】次次次次のうちのうちのうちのうち、、、、2015201520152015年年年年のできごとはどれでしょうかのできごとはどれでしょうかのできごとはどれでしょうかのできごとはどれでしょうか。。。。    

 (a)山陰海岸ジオパークが世界ジオパークに再認定される。 

 (b)北但大震災90周年記念事業が開催される。 

(c)「円山川下流域・周辺水田」がラムサール条約に湿地登録される。 

  (d)「トヨオカ カバン アルチザン アベニュー」がオープン。 

 

【【【【11111111】】】】2014201420142014 年年年年にににに但馬全域但馬全域但馬全域但馬全域でででで行行行行われたわれたわれたわれた「～「～「～「～出会出会出会出会い・い・い・い・感動感動感動感動～～～～夢但馬夢但馬夢但馬夢但馬 2014201420142014」」」」事業事業事業事業のののの中中中中でででで好評好評好評好評だっただっただっただった夢但夢但夢但夢但

馬馬馬馬    

周遊周遊周遊周遊バスをバスをバスをバスを何何何何とととと呼呼呼呼んでいるでしょうかんでいるでしょうかんでいるでしょうかんでいるでしょうか。。。。    

   (a)たじまバス    (b)夢バス       (c)たじまわる    (d)たじまる 

 

【【【【12121212】】】】室町幕府室町幕府室町幕府室町幕府にににに対対対対するするするする忠誠忠誠忠誠忠誠がががが認認認認められてめられてめられてめられて但馬守護職但馬守護職但馬守護職但馬守護職がががが与与与与えられえられえられえられ、、、、そのそのそのその領国領国領国領国はははは全国全国全国全国の６の６の６の６分分分分の１にもの１にもの１にもの１にも    

及及及及んだことからんだことからんだことからんだことから、、、、六分六分六分六分のののの一殿一殿一殿一殿とととと呼呼呼呼ばれるほどのばれるほどのばれるほどのばれるほどの隆盛隆盛隆盛隆盛をををを誇誇誇誇ったったったった一族一族一族一族はははは次次次次のうちどれでしょうかのうちどれでしょうかのうちどれでしょうかのうちどれでしょうか。。。。    

    (a)太田垣一族     (b)八木一族     (c)太田一族       (d)山名一族 

 

【【【【13131313】】】】江戸時代江戸時代江戸時代江戸時代にににに但馬但馬但馬但馬のののの代表的代表的代表的代表的なななな鉱山鉱山鉱山鉱山であるであるであるである但馬但馬但馬但馬３３３３山山山山のののの開発開発開発開発がががが進進進進めめめめられましたがられましたがられましたがられましたが、、、、但馬但馬但馬但馬３３３３山山山山はははは生野生野生野生野

銀山銀山銀山銀山、、、、明延銅山明延銅山明延銅山明延銅山とあととあととあととあと一一一一つはつはつはつは何金山何金山何金山何金山でしょうかでしょうかでしょうかでしょうか。。。。    

(a)中瀬        (b)床瀬       (c)梁瀬         (d)諸寄 

 

【【【【14141414】】】】1835183518351835年年年年（（（（天保天保天保天保6666））））にににに出石藩出石藩出石藩出石藩においてにおいてにおいてにおいて革新的革新的革新的革新的なななな藩財藩財藩財藩財政改革政改革政改革政改革にににに反対反対反対反対するするするする守旧派守旧派守旧派守旧派とのとのとのとの対立対立対立対立がががが騒動騒動騒動騒動をををを

招招招招きききき、、、、藩藩藩藩はははは所領所領所領所領を３を３を３を３万石万石万石万石にににに減減減減封封封封されましたされましたされましたされました。。。。このこのこのこの騒動騒動騒動騒動はははは次次次次のうちどれでしょうかのうちどれでしょうかのうちどれでしょうかのうちどれでしょうか。。。。    

   (a)仙石騒動      (b)加賀騒動     (c)黒田騒動       (d)伊達騒動 

 



10-3-3 

 

【【【【15151515】】】】1863186318631863年年年年（（（（文久文久文久文久3333））））にににに尊皇攘夷尊皇攘夷尊皇攘夷尊皇攘夷をををを掲掲掲掲げたげたげたげた平野国臣平野国臣平野国臣平野国臣のほかのほかのほかのほか、、、、但馬但馬但馬但馬のののの尊皇志士尊皇志士尊皇志士尊皇志士たちもたちもたちもたちも多多多多くくくく関関関関わりわりわりわり全全全全

国国国国にににに先駆先駆先駆先駆けてけてけてけて倒幕倒幕倒幕倒幕のののの口火口火口火口火をををを切切切切ったったったった事件事件事件事件はははは、、、、次次次次のうちどれでしょうかのうちどれでしょうかのうちどれでしょうかのうちどれでしょうか。。。。    

(a)出石の変     (b)香住の変     (c)生野の変       (d)竹田の変 

    

【【【【16161616】】】】1871187118711871年年年年（（（（明治明治明治明治4444））））にににに廃藩置県廃藩置県廃藩置県廃藩置県がががが断行断行断行断行されてされてされてされて但馬但馬但馬但馬は５は５は５は５県県県県となりましたがとなりましたがとなりましたがとなりましたが、、、、豊岡豊岡豊岡豊岡・・・・出石出石出石出石・・・・生野生野生野生野・・・・

久美浜久美浜久美浜久美浜とあととあととあととあと一一一一つはどこでしょうかつはどこでしょうかつはどこでしょうかつはどこでしょうか。。。。    

(a)但東        (b)浜坂        (c)日高         (d)村岡 

 

【【【【17171717】】】】明治明治明治明治になるとになるとになるとになると全国各地全国各地全国各地全国各地でででで交通輸送交通輸送交通輸送交通輸送のののの主役主役主役主役であるであるであるである鉄道鉄道鉄道鉄道がががが敷設敷設敷設敷設されましたがされましたがされましたがされましたが、、、、播但線播但線播但線播但線がががが全線開通全線開通全線開通全線開通    

したのはいつでしょうかしたのはいつでしょうかしたのはいつでしょうかしたのはいつでしょうか。。。。    

(a)1896年（明治29） (b)1906年（明治39） (c)1926年（大正15）  (d)1934年（昭和9) 

 

【【【【18181818】】】】但馬地方但馬地方但馬地方但馬地方でででで最最最最もももも古古古古いいいい遺跡遺跡遺跡遺跡であるであるであるである畑畑畑畑ケケケケ平遺跡平遺跡平遺跡平遺跡があるのはがあるのはがあるのはがあるのは、、、、次次次次のうちどこでしょうかのうちどこでしょうかのうちどこでしょうかのうちどこでしょうか。。。。    

  (a)朝来市       (b)養父市       (c)香美町          (d)新温泉町 

 

【【【【19191919】】】】但馬但馬但馬但馬でででで最大最大最大最大のののの規模規模規模規模をををを誇誇誇誇るるるる池田古墳池田古墳池田古墳池田古墳があるのはがあるのはがあるのはがあるのは、、、、次次次次のうちどこでしょうかのうちどこでしょうかのうちどこでしょうかのうちどこでしょうか。。。。    

  (a)豊岡市        (b)養父市       (c)朝来市         (d)新温泉町 

 

【【【【20202020】】】】北近畿豊岡自動車道建設北近畿豊岡自動車道建設北近畿豊岡自動車道建設北近畿豊岡自動車道建設のののの調査時調査時調査時調査時にににに見見見見つかりつかりつかりつかり、、、、国指定史跡国指定史跡国指定史跡国指定史跡になっているになっているになっているになっている近畿地方最大近畿地方最大近畿地方最大近畿地方最大のののの円墳円墳円墳円墳    

はどのはどのはどのはどの古古古古墳墳墳墳でしょうかでしょうかでしょうかでしょうか。。。。    

 (a)楯縫古墳      (b)茶臼山古墳      (c)茶すり山古墳     (d)森尾古墳  

 

【【【【21212121】】】】国指定重要文化財国指定重要文化財国指定重要文化財国指定重要文化財「「「「戊辰年銘大刀戊辰年銘大刀戊辰年銘大刀戊辰年銘大刀」」」」がががが出土出土出土出土されされされされ、、、、現在現在現在現在養父市養父市養父市養父市のつるぎがのつるぎがのつるぎがのつるぎが丘公園丘公園丘公園丘公園としてとしてとしてとして整備整備整備整備ささささ    

れているのはどのれているのはどのれているのはどのれているのはどの古墳古墳古墳古墳でしょうかでしょうかでしょうかでしょうか。。。。    

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

 

【【【【22222222】】】】正始元年正始元年正始元年正始元年というというというという中国中国中国中国のののの年号銘年号銘年号銘年号銘がががが刻刻刻刻まれたまれたまれたまれた「「「「三角縁三角縁三角縁三角縁神獣鏡神獣鏡神獣鏡神獣鏡」」」」がががが出土出土出土出土したのはどのしたのはどのしたのはどのしたのはどの古墳古墳古墳古墳でしょうかでしょうかでしょうかでしょうか。。。。    

(a)観音塚古墳     (b)楯縫古墳      (c)茶臼山古墳       (d)森尾古墳 

 

【【【【23232323】】】】豊岡市気比豊岡市気比豊岡市気比豊岡市気比でででで発見発見発見発見されされされされ、、、、国指定重要文化財国指定重要文化財国指定重要文化財国指定重要文化財になりになりになりになり現東京国立博物館現東京国立博物館現東京国立博物館現東京国立博物館のののの蔵品蔵品蔵品蔵品となっているとなっているとなっているとなっているののののはははは、、、、    



10-3-4 

 

次次次次ののののうちどれでしょうかうちどれでしょうかうちどれでしょうかうちどれでしょうか。。。。    

  (a)勾玉         (b)銅鐸        (c)埴輪          (d)銅鏡 

 

【【【【24242424】】】】741741741741年年年年（（（（天平天平天平天平13131313））））聖武天皇聖武天皇聖武天皇聖武天皇がががが五穀豊穣五穀豊穣五穀豊穣五穀豊穣、、、、国家鎮護国家鎮護国家鎮護国家鎮護をををを祈祈祈祈るためにるためにるためにるために建立建立建立建立をををを命命命命じじじじ、、、、現在現在現在現在のののの豊岡市日豊岡市日豊岡市日豊岡市日    

高町高町高町高町にににに建建建建てられたおてられたおてられたおてられたお寺寺寺寺はははは、、、、次次次次のうちどれでしょうかのうちどれでしょうかのうちどれでしょうかのうちどれでしょうか。。。。    

   (a) 隆国寺      (b)但馬国分寺     (c)松禅寺      (d)相応峰寺 

 

【【【【25252525】】】】但馬守護但馬守護但馬守護但馬守護のののの山名持豊山名持豊山名持豊山名持豊（（（（宗全宗全宗全宗全））））によりによりによりにより築築築築かれたといわれているかれたといわれているかれたといわれているかれたといわれている木崎城木崎城木崎城木崎城（（（（城崎城城崎城城崎城城崎城））））があるのはがあるのはがあるのはがあるのは、、、、

次次次次のうちどのうちどのうちどのうちどここここでしょうかでしょうかでしょうかでしょうか。。。。    

   (a)来日岳      (b)神武山      (c)大師山      (d)三開山 

 

【【【【26262626】】】】養父市八鹿町養父市八鹿町養父市八鹿町養父市八鹿町のののの標高標高標高標高330330330330ｍｍｍｍのののの位置位置位置位置にあにあにあにあるるるる但馬但馬但馬但馬のののの代表的代表的代表的代表的なななな山城跡山城跡山城跡山城跡でででで、、、、豊臣時代豊臣時代豊臣時代豊臣時代にににに築築築築かれたかれたかれたかれた貴重貴重貴重貴重

なななな遺跡遺跡遺跡遺跡といわれているのはといわれているのはといわれているのはといわれているのは、、、、次次次次のうちどれでしょうかのうちどれでしょうかのうちどれでしょうかのうちどれでしょうか。。。。    

   (a)竹田城跡     (b)八木城跡     (c)三開山城跡    (d)山名氏城跡 

 

【【【【27272727】】】】朝来市和田山町朝来市和田山町朝来市和田山町朝来市和田山町にあるにあるにあるにある竹田城竹田城竹田城竹田城はそのはそのはそのはその勇壮勇壮勇壮勇壮なななな姿姿姿姿からからからから別名別名別名別名「「「「○○○○○○○○城城城城」」」」とととと呼呼呼呼ばれていますばれていますばれていますばれています。｢。｢。｢。｢○○○○○○○○｣｣｣｣    

にににに入入入入るのはるのはるのはるのは、、、、次次次次のうちどれでしょうかのうちどれでしょうかのうちどれでしょうかのうちどれでしょうか。。。。    

   (a)虎臥       (b)獅子臥      (c)龍臥       (d)鬼臥 

 

【【【【28282828】】】】但馬開発但馬開発但馬開発但馬開発のののの祖神祖神祖神祖神のひとりのひとりのひとりのひとり、、、、天日槍命天日槍命天日槍命天日槍命がががが持持持持ちちちち帰帰帰帰ったというったというったというったという八種神宝八種神宝八種神宝八種神宝がががが祀祀祀祀られておりられておりられておりられており、、、、但馬国一但馬国一但馬国一但馬国一

宮宮宮宮    

といわれといわれといわれといわれるるるる神社神社神社神社はははは、、、、次次次次のうちどれでしょうかのうちどれでしょうかのうちどれでしょうかのうちどれでしょうか。。。。    

   (a)粟鹿神社     (b)出石神社      (c)養父神社      (d)中嶋神社 

 

【【【【29292929】】】】但馬但馬但馬但馬をををを代表代表代表代表する５つのする５つのする５つのする５つの主要神社主要神社主要神社主要神社でででで「「「「但馬五社明神但馬五社明神但馬五社明神但馬五社明神」」」」とととと称称称称されているされているされているされている組合組合組合組合せはせはせはせは、、、、次次次次のうちどれのうちどれのうちどれのうちどれ

でででで    

        しょうかしょうかしょうかしょうか。。。。    

   (a)出石神社・絹巻神社・中嶋神社・養父神社・粟鹿神社 

   (b)出石神社・八幡神社・小田井縣神社・養父神社・宇都野神社 

   (c)出石神社・絹巻神社・中嶋神社・養父神社・宇都野神社 
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   (d)出石神社・絹巻神社・小田井縣神社・養父神社・粟鹿神社 

 

【【【【30303030】】】】豊岡市豊岡市豊岡市豊岡市にありにありにありにあり、、、、春春春春のののの例祭例祭例祭例祭にはにはにはには「「「「御田植祭御田植祭御田植祭御田植祭」、」、」、」、秋秋秋秋にはにはにはには「「「「新穀感謝祭新穀感謝祭新穀感謝祭新穀感謝祭」」」」がががが行行行行われるわれるわれるわれる神社神社神社神社はははは次次次次のうのうのうのう

ちどれでしょうかちどれでしょうかちどれでしょうかちどれでしょうか。。。。    

    (a)雷神社      (b)酒垂神社     (c)養父神社     (d)粟鹿神社 

【【【【31313131】】】】香美町村岡区香美町村岡区香美町村岡区香美町村岡区にありにありにありにあり、、、、かつてかつてかつてかつて伊津岐山伊津岐山伊津岐山伊津岐山にあったことからにあったことからにあったことからにあったことから別称別称別称別称「「「「伊津岐神社伊津岐神社伊津岐神社伊津岐神社」」」」といわれといわれといわれといわれ、、、、国指国指国指国指

定重要文化財定重要文化財定重要文化財定重要文化財であるであるであるである「「「「絹本著色釈迦十六善神像絹本著色釈迦十六善神像絹本著色釈迦十六善神像絹本著色釈迦十六善神像」」」」があるがあるがあるがある神社神社神社神社はははは、、、、次次次次のうちどれでしょうかのうちどれでしょうかのうちどれでしょうかのうちどれでしょうか。。。。 

  (a)表米神社       (b)黒野神社      (c)名草神社      (d)平内神社 

 

【【【【32323232】】】】菓子菓子菓子菓子のののの神様神様神様神様をををを祭神祭神祭神祭神とするとするとするとする神社神社神社神社はははは、、、、次次次次のうちどれでしょうかのうちどれでしょうかのうちどれでしょうかのうちどれでしょうか。。。。 

(a)青倉神社       (b)為世永神社     (c)酒垂神社      (d)中嶋神社 

 

【【【【33333333】】】】新温泉町新温泉町新温泉町新温泉町にあるにあるにあるにある神社神社神社神社でででで、、、、境内境内境内境内にはにはにはには、、、、そのそのそのその昔大鮑昔大鮑昔大鮑昔大鮑がががが舟舟舟舟のののの穴穴穴穴をふさぎをふさぎをふさぎをふさぎ、、、、遭難遭難遭難遭難をををを救救救救ったというったというったというったという伝承伝承伝承伝承

にににに由来由来由来由来するするするする「「「「鮑之霊水鮑之霊水鮑之霊水鮑之霊水」」」」とととと呼呼呼呼ばれるばれるばれるばれる清水清水清水清水がががが湧湧湧湧きききき出出出出るるるる神社神社神社神社はははは、、、、次次次次のうちどれでしょうかのうちどれでしょうかのうちどれでしょうかのうちどれでしょうか。。。。    

  (a)宇都野神社     (b)久谷八幡神社    (c)名草神社     (d)黒野神社 

 

【【【【34343434】】】】豊岡市但東町豊岡市但東町豊岡市但東町豊岡市但東町にあるにあるにあるにある安国寺安国寺安国寺安国寺はツツジのはツツジのはツツジのはツツジの紅葉紅葉紅葉紅葉スポットとしてスポットとしてスポットとしてスポットとして大変人気大変人気大変人気大変人気がありますががありますががありますががありますが、、、、そのツツそのツツそのツツそのツツ

ジのジのジのジの種類種類種類種類はははは、、、、次次次次のうちどれでしょうかのうちどれでしょうかのうちどれでしょうかのうちどれでしょうか。。。。    

  (a)バイカツツジ    (b)ドウダンツツジ   (c)レンゲツツジ    (d)ミツバツツジ 

 

【【【【35353535】】】】豊岡市竹野町豊岡市竹野町豊岡市竹野町豊岡市竹野町ににににありありありあり、、、、臨済宗南禅寺派臨済宗南禅寺派臨済宗南禅寺派臨済宗南禅寺派のののの格式格式格式格式あるあるあるあるおおおお寺寺寺寺でででで、、、、別名別名別名別名「「「「あじさいあじさいあじさいあじさい寺寺寺寺」」」」ともともともとも呼呼呼呼ばれてばれてばれてばれて

いいいい    

るのはるのはるのはるのは、、、、次次次次のうちどれでしょうかのうちどれでしょうかのうちどれでしょうかのうちどれでしょうか。。。。    

  (a)妙楽寺       (b)蓮華寺       (c)隆国寺       (d)円通寺 

 

【【【【36363636】】】】1392139213921392年年年年（（（（明徳明徳明徳明徳3333））））豊岡市出石町豊岡市出石町豊岡市出石町豊岡市出石町にににに山名氏山名氏山名氏山名氏のののの菩堤寺菩堤寺菩堤寺菩堤寺としてとしてとしてとして建建建建てられたおてられたおてられたおてられたお寺寺寺寺でででで、、、、別名別名別名別名「「「「沢庵寺沢庵寺沢庵寺沢庵寺」」」」

とととと    

もももも呼呼呼呼ばればればればれているのはているのはているのはているのは、、、、次次次次のうちどれでしょうかのうちどれでしょうかのうちどれでしょうかのうちどれでしょうか。。。。    

     (a)宗鏡寺       (b)楽音寺       (c)大同寺       (d)相応峰寺 
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【【【【37373737】】】】養父市大屋町養父市大屋町養父市大屋町養父市大屋町ににににありありありあり、、、、弘弘弘弘法大師法大師法大師法大師によってによってによってによって開創開創開創開創されされされされ、、、、亀島亀島亀島亀島をををを持持持持つつつつ阿字池阿字池阿字池阿字池とととと渓谷風渓谷風渓谷風渓谷風のののの滝滝滝滝をををを持持持持つつつつ心心心心

字池字池字池字池の２の２の２の２庭園庭園庭園庭園があがあがあがあるおるおるおるお寺寺寺寺でででで、、、、別名別名別名別名「「「「夏梅夏梅夏梅夏梅のののの庭寺庭寺庭寺庭寺」」」」ともともともとも呼呼呼呼ばればればればれているのはているのはているのはているのは、、、、次次次次のうちどれでしょのうちどれでしょのうちどれでしょのうちどれでしょ

うかうかうかうか。。。。    

  (a)今滝寺       (b)福王寺       (c)蓮華寺       (d)山路寺 

 

【【【【38383838】】】】新温泉町新温泉町新温泉町新温泉町にあにあにあにありりりり、、、、幹周幹周幹周幹周りではりではりではりでは西日本一西日本一西日本一西日本一のののの大大大大きさをきさをきさをきさを誇誇誇誇りりりり県県県県のののの天然記念物天然記念物天然記念物天然記念物にににに指定指定指定指定されているされているされているされている「「「「シシシシ

ダレザクラダレザクラダレザクラダレザクラ」」」」があるがあるがあるがあるおおおお寺寺寺寺はははは、、、、次次次次のうちどれでしょうかのうちどれでしょうかのうちどれでしょうかのうちどれでしょうか。。。。    

  (a)正福寺       (b)泰雲寺       (c)相応峰寺      (d)玉田寺 

    

【【【【39393939】】】】1912191219121912 年年年年（（（（明治明治明治明治45454545））））にににに建設建設建設建設されされされされ、、、、全長全長全長全長 309309309309ｍｍｍｍ、、、、橋脚橋脚橋脚橋脚のののの高高高高ささささ 41414141.5.5.5.5ｍｍｍｍでででで、、、、当時当時当時当時はははは国内最大規模国内最大規模国内最大規模国内最大規模をををを

誇誇誇誇    

        ったったったった貴重貴重貴重貴重なななな土木遺産土木遺産土木遺産土木遺産でありでありでありであり、、、、平成平成平成平成 26262626 年度年度年度年度のののの土木学会推奨土木遺産土木学会推奨土木遺産土木学会推奨土木遺産土木学会推奨土木遺産にににに認定認定認定認定されたのはされたのはされたのはされたのは、、、、次次次次のうのうのうのう

ちちちち    

        どれでしょうかどれでしょうかどれでしょうかどれでしょうか。。。。    

  (a)神子畑鋳鉄橋      (b)旧余部橋梁      (c)竹野川橋梁      (d)八鹿駅の跨線

橋 

 

【【【【40404040】】】】明治政府明治政府明治政府明治政府はははは生野銀山生野銀山生野銀山生野銀山のののの近代化近代化近代化近代化をををを進進進進めるためめるためめるためめるため、、、、外国外国外国外国からからからから 24242424 人人人人のののの技術者技術者技術者技術者をををを招招招招へいしましたがへいしましたがへいしましたがへいしましたが、、、、

そそそそ    

のののの国国国国はははは次次次次のうちどこでしょうかのうちどこでしょうかのうちどこでしょうかのうちどこでしょうか。。。。    

  (a)アメリカ       (b)イギリス      (c)フランス      (d)ドイツ 

 

【【【【41414141】】】】県指定文化財県指定文化財県指定文化財県指定文化財であるであるであるである通称通称通称通称ムーセムーセムーセムーセ旧居旧居旧居旧居があるがあるがあるがある鉱山鉱山鉱山鉱山はははは、、、、次次次次のうちどこのうちどこのうちどこのうちどこでしょうかでしょうかでしょうかでしょうか。。。。    

  (a)神子畑鉱山      (b)明延鉱山       (c)朝日鉱山      (d)中瀬鉱山 

  

【【【【42424242】】】】1876187618761876 年年年年（（（（明治明治明治明治 9999））））にににに生野鉱山生野鉱山生野鉱山生野鉱山～～～～飾磨港飾磨港飾磨港飾磨港（（（（現姫路港現姫路港現姫路港現姫路港））））のののの約約約約 49494949 ㎞㎞㎞㎞をををを結結結結ぶぶぶぶ馬車専用道路馬車専用道路馬車専用道路馬車専用道路としてとしてとしてとして作作作作

らららら    

れれれれ、、、、““““日本初日本初日本初日本初のののの高速産業道路高速産業道路高速産業道路高速産業道路”といわれている”といわれている”といわれている”といわれている道路道路道路道路をををを現在何現在何現在何現在何とととと呼呼呼呼んでいるでしょうかんでいるでしょうかんでいるでしょうかんでいるでしょうか。。。。    

  (a)鉱石の道       (b)鉱山の道        (c)銀山の道       (d)銀の馬車道 
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【【【【43434343】】】】神子畑鉱山神子畑鉱山神子畑鉱山神子畑鉱山からからからから生野製錬所生野製錬所生野製錬所生野製錬所へへへへ銀鉱石銀鉱石銀鉱石銀鉱石をををを搬送搬送搬送搬送するためするためするためするため、、、、田路川田路川田路川田路川とととと円山川円山川円山川円山川のののの合流付近合流付近合流付近合流付近にににに架架架架かってかってかってかって    

いたいたいたいた橋橋橋橋でででで、、、、現在現在現在現在はははは国道国道国道国道312312312312号線沿号線沿号線沿号線沿いのいのいのいの河川公園内河川公園内河川公園内河川公園内でででで見学見学見学見学できるのはできるのはできるのはできるのは、、、、次次次次のうちどれでしょうかのうちどれでしょうかのうちどれでしょうかのうちどれでしょうか。。。。    

  (a)神子畑鋳鉄橋     (b)羽渕鋳鉄橋     (c)金木鋳鉄橋     (d)竹野川橋梁 

 

【【【【44444444】】】】切妻屋根切妻屋根切妻屋根切妻屋根をもつをもつをもつをもつ煉瓦造平屋建煉瓦造平屋建煉瓦造平屋建煉瓦造平屋建でででで、、、、赤煉瓦赤煉瓦赤煉瓦赤煉瓦のののの壁面壁面壁面壁面をををを縁取縁取縁取縁取るようにるようにるようにるように設設設設けられたけられたけられたけられた御影石御影石御影石御影石のののの白白白白がアクがアクがアクがアク    

セントとなっているセントとなっているセントとなっているセントとなっている、、、、全国全国全国全国でもでもでもでも数少数少数少数少ないないないない煉瓦造煉瓦造煉瓦造煉瓦造りのりのりのりの機関庫機関庫機関庫機関庫があるがあるがあるがある駅駅駅駅はははは、、、、次次次次のうちどれでしょうかのうちどれでしょうかのうちどれでしょうかのうちどれでしょうか。。。。    

  (a)浜坂駅         (b)豊岡駅        (c)八鹿駅        (d)和田山駅 

 

【【【【45454545】】】】山陰線山陰線山陰線山陰線のののの中中中中でででで最大最大最大最大のののの難所難所難所難所でありでありでありであり、、、、最後最後最後最後のののの工区工区工区工区となったとなったとなったとなった香住香住香住香住～～～～久谷間久谷間久谷間久谷間にあるトンネルはにあるトンネルはにあるトンネルはにあるトンネルは、、、、次次次次のののの

うううう    

ちどれでしょうかちどれでしょうかちどれでしょうかちどれでしょうか。。。。    

  (a)仕立トンネル       (b) 佐古峠トンネル  (c)芦谷トンネル    (d)桃観トンネル 

 

 

【【【【46464646】】】】1901190119011901 年年年年（（（（明治明治明治明治 34343434））））にににに建設建設建設建設されたされたされたされた近畿地方近畿地方近畿地方近畿地方にににに現存現存現存現存するするするする唯一唯一唯一唯一のののの芝居小屋芝居小屋芝居小屋芝居小屋でありでありでありであり、、、、明治後期明治後期明治後期明治後期からからからから

昭昭昭昭    

和初期和初期和初期和初期にかけてにかけてにかけてにかけて但馬但馬但馬但馬のののの大衆文化大衆文化大衆文化大衆文化のののの中心中心中心中心としてとしてとしてとして栄栄栄栄えたのはえたのはえたのはえたのは、、、、次次次次のうちどれでしょうかのうちどれでしょうかのうちどれでしょうかのうちどれでしょうか。。。。    

   (a)辰鼓楼      (b)出石永楽館     (c)達徳会館      (d)以命亭 

 

【【【【47474747】】】】1887188718871887 年年年年（（（（明治明治明治明治 20202020））））頃建設頃建設頃建設頃建設されたされたされたされた旧出石郡旧出石郡旧出石郡旧出石郡のののの郡役所郡役所郡役所郡役所でででで、、、、現在現在現在現在はははは資料館資料館資料館資料館としてとしてとしてとして一般公開一般公開一般公開一般公開されてされてされてされて

いいいい    

るるるる建物建物建物建物はははは、、、、次次次次のうちどれでしょうかのうちどれでしょうかのうちどれでしょうかのうちどれでしょうか。。。。    

   (a)旧出石郵便局   (b)山口公民館     (c)出石明治館     (d)旧七美郡役所 

 

【【【【48484848】】】】江戸時代後期江戸時代後期江戸時代後期江戸時代後期のののの儒学者儒学者儒学者儒学者・・・・柴野栗山柴野栗山柴野栗山柴野栗山がががが命名命名命名命名しししし、、、、見事見事見事見事なななな柱状節理柱状節理柱状節理柱状節理でででで知知知知られているられているられているられている豊岡市豊岡市豊岡市豊岡市のののの国指定国指定国指定国指定

天天天天    

然記念物然記念物然記念物然記念物はははは、、、、次次次次のうちのうちのうちのうちどれでしょうかどれでしょうかどれでしょうかどれでしょうか。。。。    

   (a)切浜のはさかり岩   (b)玄武洞     (c)宇日流紋岩     (d)海金剛 

 

【【【【49494949】】】】先端先端先端先端がががが兵庫県兵庫県兵庫県兵庫県のののの最北端最北端最北端最北端にににに位置位置位置位置しししし、、、、竹野川竹野川竹野川竹野川のののの河口河口河口河口からからからから細長細長細長細長くくくく日本海日本海日本海日本海にににに突突突突きききき出出出出たたたた半島半島半島半島はははは、、、、次次次次のうのうのうのう    
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        ちどれでしょうかちどれでしょうかちどれでしょうかちどれでしょうか。。。。    

   (a)猫崎半島      (b)丹後半島      (c)弓浜半島      (d)敦賀半島 

 

【【【【50505050】】】】山陰海岸山陰海岸山陰海岸山陰海岸にはにはにはには多多多多くのくのくのくの名所名所名所名所がありますががありますががありますががありますが、、、、次次次次のうちのうちのうちのうち正正正正しいしいしいしい組合組合組合組合せはどれでしょうかせはどれでしょうかせはどれでしょうかせはどれでしょうか。。。。    

   (a)豊岡市竹野町 ― 但馬御火浦    (b)香美町香住区 ― 日和山海岸 

(c)香美町香住区 ― 鎧の袖      (d)新温泉町浜坂 ― かえる島 

 

【【【【51515151】】】】山陰海岸山陰海岸山陰海岸山陰海岸ジオパークのエリアはジオパークのエリアはジオパークのエリアはジオパークのエリアは山陰海岸国立公園山陰海岸国立公園山陰海岸国立公園山陰海岸国立公園をををを中心中心中心中心とするとするとするとする京都府京都府京都府京都府からからからから兵庫県兵庫県兵庫県兵庫県、、、、鳥取県鳥取県鳥取県鳥取県にににに    

        またがるまたがるまたがるまたがる広大広大広大広大なエリアですがなエリアですがなエリアですがなエリアですが、、、、次次次次のうちジオパークにのうちジオパークにのうちジオパークにのうちジオパークに含含含含まれないのはどれでしょうかまれないのはどれでしょうかまれないのはどれでしょうかまれないのはどれでしょうか。。。。    

   (a)天の橋立       (b)玄武洞          (c)鳥取砂丘          (d)神鍋山 

 

【【【【52525252】】】】兵庫県下一兵庫県下一兵庫県下一兵庫県下一のののの高高高高さをさをさをさを誇誇誇誇りりりり、、、、但馬但馬但馬但馬をををを代表代表代表代表するするするする山山山山「「「「氷氷氷氷ノノノノ山山山山」」」」のののの標高標高標高標高はははは、、、、次次次次のうちのうちのうちのうちどれでしょうかどれでしょうかどれでしょうかどれでしょうか。。。。    

   (a)888ｍ        (b)1139ｍ         (c)1510ｍ        (d)1709ｍ 

    

【【【【53535353】】】】国道国道国道国道482482482482号線号線号線号線でででで豊岡市日高町豊岡市日高町豊岡市日高町豊岡市日高町とととと香美町村岡区香美町村岡区香美町村岡区香美町村岡区をををを結結結結ぶトンネルがぶトンネルがぶトンネルがぶトンネルが通通通通るのはるのはるのはるのは、、、、次次次次のうちどののうちどののうちどののうちどの山山山山でででで    

しょうかしょうかしょうかしょうか。。。。    

   (a)来日岳       (b)神鍋山        (c)蘇武岳       (d)三川山    

【【【【54545454】】】】地元地元地元地元ではではではでは倉谷山倉谷山倉谷山倉谷山とととと呼呼呼呼ばればればればれ、、、、秋秋秋秋にはドウダンツツジのにはドウダンツツジのにはドウダンツツジのにはドウダンツツジの紅葉紅葉紅葉紅葉がががが美美美美しいとされるしいとされるしいとされるしいとされる朝来市朝来市朝来市朝来市のののの山山山山はははは、、、、次次次次

のののの    

うちどのうちどのうちどのうちどの山山山山でしょうかでしょうかでしょうかでしょうか。。。。    

   (a)神鍋山     (b)大岡山       (c)段ヶ峯     (d)妙見山 

 

【【【【55555555】】】】但馬但馬但馬但馬でででで一番長一番長一番長一番長いいいい1111級河川級河川級河川級河川（（（（延長延長延長延長67km67km67km67km））））はははは、、、、どのどのどのどの川川川川でしょうかでしょうかでしょうかでしょうか。。。。    

  (a)円山川     (b)岸田川       (c)矢田川     (d)竹野川 

 

【【【【56565656】】】】香美町村岡区香美町村岡区香美町村岡区香美町村岡区にありにありにありにあり、、、、県指定名勝県指定名勝県指定名勝県指定名勝でででで日本日本日本日本のののの滝滝滝滝100100100100選選選選にもにもにもにも選選選選ばれたばれたばれたばれた上下上下上下上下2222段段段段のののの滝滝滝滝からなるからなるからなるからなる落差落差落差落差

60m60m60m60mのののの滝滝滝滝はははは、、、、次次次次のうちのうちのうちのうちどれでしょうかどれでしょうかどれでしょうかどれでしょうか。。。。    

  (a)天滝      (b)猿尾滝       (c)猿壺の滝    (d)霧ヶ滝 

 

【【【【57575757】】】】但馬但馬但馬但馬にはにはにはには多多多多くのくのくのくの渓谷渓谷渓谷渓谷がありがありがありがあり、、、、雄大雄大雄大雄大なななな但馬但馬但馬但馬のののの景観景観景観景観をををを形形形形づくっていますづくっていますづくっていますづくっています。。。。次次次次のうちのうちのうちのうち名称名称名称名称とととと所在地所在地所在地所在地
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のののの    

組合組合組合組合せでせでせでせで間違間違間違間違ってってってっているものいるものいるものいるものはどれでしょうかはどれでしょうかはどれでしょうかはどれでしょうか。。。。    

   (a)霧ヶ滝渓谷 ― 新温泉町        (b)阿瀬渓谷 ― 豊岡市 

   (c)黒川渓谷 ― 養父市         (d)瀞川渓谷 ― 香美町 

 

【【【【58585858】】】】但馬但馬但馬但馬ではではではでは氷氷氷氷ノノノノ山山系山山系山山系山山系、、、、扇扇扇扇ノノノノ山山系山山系山山系山山系などのなどのなどのなどの山岳地帯山岳地帯山岳地帯山岳地帯にににに生息生息生息生息するするするする大型大型大型大型のののの鳥鳥鳥鳥でででで、、、、近年国内近年国内近年国内近年国内でででで絶滅絶滅絶滅絶滅のののの

危危危危        

機機機機にににに瀕瀕瀕瀕しているしているしているしている国指定天然記念物国指定天然記念物国指定天然記念物国指定天然記念物はははは、、、、次次次次のうちどれでしょうかのうちどれでしょうかのうちどれでしょうかのうちどれでしょうか。。。。    

   (a)コウノトリ   (b)イヌワシ     (c)シロハヤブサ  (d)オオタカ 

 

【【【【59595959】】】】朝来市山東町朝来市山東町朝来市山東町朝来市山東町のののの楽音寺境内楽音寺境内楽音寺境内楽音寺境内にはにはにはには、、、、県指定天然記念物県指定天然記念物県指定天然記念物県指定天然記念物のウツギノヒメハナバチがのウツギノヒメハナバチがのウツギノヒメハナバチがのウツギノヒメハナバチが生息生息生息生息していましていましていましていま

すがすがすがすが、、、、どこにどこにどこにどこに巣巣巣巣をつくるでしょうかをつくるでしょうかをつくるでしょうかをつくるでしょうか。。。。    

   (a)葉の裏     (b)木の枝      (c)土の中     (d)家の軒 

 

【【【【60606060】】】】平成平成平成平成4444年年年年豊岡市城崎町桃島池豊岡市城崎町桃島池豊岡市城崎町桃島池豊岡市城崎町桃島池でででで見見見見つかりつかりつかりつかり、、、、日本海側日本海側日本海側日本海側ではではではでは全国初全国初全国初全国初のののの発見発見発見発見となったとなったとなったとなった全国全国全国全国でもでもでもでも希少希少希少希少

なトンボはなトンボはなトンボはなトンボは、、、、次次次次のうちどれでしょうかのうちどれでしょうかのうちどれでしょうかのうちどれでしょうか。。。。    

   (a)ヒヌマイトトンボ     (b)ベニイトトンボ 

(c)セスジイトトンボ     (d)クロイワカワトンボ 

    

    

【【【【61616161】】】】豊岡市豊岡市豊岡市豊岡市のののの一部一部一部一部がががが生息地等保護区生息地等保護区生息地等保護区生息地等保護区にににに指定指定指定指定されされされされておりておりておりており、、、、環境省環境省環境省環境省のののの絶滅危惧種絶滅危惧種絶滅危惧種絶滅危惧種にににに指定指定指定指定されているされているされているされている小小小小

型型型型のサンショウウオのサンショウウオのサンショウウオのサンショウウオはははは、、、、次次次次のうちのうちのうちのうちどれでしょうかどれでしょうかどれでしょうかどれでしょうか。。。。    

   (a)オオサンショウウオ     (b)ヒダサンショウウオ 

   (c)カスミサンショウウオ    (d)アベサンショウウウオ 

 

【【【【62626262】】】】新温泉町福富新温泉町福富新温泉町福富新温泉町福富のののの三柱神社三柱神社三柱神社三柱神社にににに生育生育生育生育しししし、、、、幹周幹周幹周幹周りりりり 4.6m4.6m4.6m4.6m でででで全国全国全国全国 2222 番目番目番目番目のののの大大大大きさをきさをきさをきさを誇誇誇誇るるるる植物植物植物植物はははは、、、、次次次次のののの

うううう    

ちどれでしょうかちどれでしょうかちどれでしょうかちどれでしょうか。。。。    

   (a)シダレザクラ   (b)アカメヤナギ   (c)大ヒノキ     (d)スギ 
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【【【【63636363】「】「】「】「カツラのカツラのカツラのカツラの天然水天然水天然水天然水」」」」としてとしてとしてとして平成平成平成平成のののの名水百選名水百選名水百選名水百選にににに認定認定認定認定されたされたされたされた水源近水源近水源近水源近くにあるくにあるくにあるくにある、、、、但馬高原植物園但馬高原植物園但馬高原植物園但馬高原植物園のののの

シシシシ    

ンボルとなっているンボルとなっているンボルとなっているンボルとなっている巨木巨木巨木巨木はどれでしょうかはどれでしょうかはどれでしょうかはどれでしょうか。。。。    

   (a)糸井の大カツラ        (b)別宮の大カツラ 

(c)兎和野の大カツラ      (d)和池の大カツラ 

 

【【【【64646464】】】】養養養養父市大屋町父市大屋町父市大屋町父市大屋町のののの樽見樽見樽見樽見のののの大大大大ザクラはザクラはザクラはザクラは県下県下県下県下でもでもでもでも最大最大最大最大クラスでクラスでクラスでクラスで、、、、推定樹齢推定樹齢推定樹齢推定樹齢 1000100010001000 年年年年とととと言言言言われていまわれていまわれていまわれていま

すすすす。。。。このこのこのこの桜桜桜桜はははは地元地元地元地元でででで何何何何とととと呼呼呼呼ばれているでしょうかばれているでしょうかばれているでしょうかばれているでしょうか。。。。    

   (a)千櫻       (b)扇櫻       (c)仙櫻       (d)遷櫻 

 

【【【【65656565】】】】朝来市朝来市朝来市朝来市のののの足鹿神社境内足鹿神社境内足鹿神社境内足鹿神社境内にあるケヤキにあるケヤキにあるケヤキにあるケヤキでででで樹齢樹齢樹齢樹齢 1600160016001600 年年年年とととと推定推定推定推定されされされされ、、、、県下一県下一県下一県下一のののの大大大大ケヤキとしてケヤキとしてケヤキとしてケヤキとして国国国国

のののの    

天然記念物天然記念物天然記念物天然記念物にもにもにもにも指定指定指定指定されているのはされているのはされているのはされているのは、、、、次次次次のうちどれでしょうかのうちどれでしょうかのうちどれでしょうかのうちどれでしょうか。。。。    

   (a)青倉の大ケヤキ       (b)与布土の大ケヤキ 

(c)藤和の大ケヤキ       (d)八代の大ケヤキ 

 

【【【【66666666】】】】新温泉町新温泉町新温泉町新温泉町のののの田君川田君川田君川田君川にににに群生群生群生群生するするするする、、、、水水水水がきれいなことをがきれいなことをがきれいなことをがきれいなことを示示示示すすすす指標植物指標植物指標植物指標植物はははは、、、、次次次次のうちのうちのうちのうちどれでしょうかどれでしょうかどれでしょうかどれでしょうか。。。。    

   (a)ザゼンソウ    (b)バイカモ   (c)ワカサハマギク    (d)ミズバショウ 

 

【【【【67676767】「】「】「】「ざんざかざんざかざんざかざんざか踊踊踊踊りりりり」」」」はははは現在但馬現在但馬現在但馬現在但馬のののの5555カカカカ所所所所でででで継承継承継承継承されていますされていますされていますされていますがががが、、、、このうちこのうちこのうちこのうち1111カカカカ所所所所だけだけだけだけ「「「「ざんざざんざざんざざんざ

ここここ踊踊踊踊」」」」とととと呼呼呼呼ばれるばれるばれるばれる場所場所場所場所はははは、、、、次次次次のうちどのうちどのうちどのうちどここここでしょうでしょうでしょうでしょうかかかか。。。。    

   (a)若杉       (b)久谷       (c)大杉       (d)寺内 

 

【【【【68686868】】】】但馬但馬但馬但馬ではではではでは、、、、久谷久谷久谷久谷・・・・湯村湯村湯村湯村・・・・和田和田和田和田のののの3333カカカカ所所所所でででで月遅月遅月遅月遅れのれのれのれの端午端午端午端午のののの節句節句節句節句のののの頃頃頃頃にににに行行行行われわれわれわれ、、、、そのそのそのその年年年年のののの五穀豊五穀豊五穀豊五穀豊    

穣穣穣穣やややや村村村村のののの発展発展発展発展をををを願願願願うううう伝統行事伝統行事伝統行事伝統行事はははは、、、、次次次次のうちのうちのうちのうちどれでしょうどれでしょうどれでしょうどれでしょうかかかか。。。。    

   (a)御田植祭    (b)お走り祭り     (c)菖蒲綱引き     (d)百手の儀式 

 

【【【【69696969】】】】朝来市岩津朝来市岩津朝来市岩津朝来市岩津のののの鷲原寺鷲原寺鷲原寺鷲原寺ではではではでは、、、、2222月月月月のののの節分節分節分節分にににに幸福幸福幸福幸福をををを祈願祈願祈願祈願してしてしてして1111周周周周30m30m30m30mにもなるにもなるにもなるにもなる「「「「あるものあるものあるものあるもの」」」」をををを回回回回

しますしますしますします。。。。「「「「あるものあるものあるものあるもの」」」」とはとはとはとは、、、、次次次次のうちどれでしょうかのうちどれでしょうかのうちどれでしょうかのうちどれでしょうか。。。。    

   (a)コマ      (b)綱         (c)しめ縄       (d)数珠 
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【【【【70707070】】】】豊岡市但東町豊岡市但東町豊岡市但東町豊岡市但東町のののの赤野神社赤野神社赤野神社赤野神社ではではではでは、、、、秋祭秋祭秋祭秋祭りのりのりのりの時時時時にににに五穀豊穣五穀豊穣五穀豊穣五穀豊穣とととと無病息災無病息災無病息災無病息災をををを祈祈祈祈りりりり「「「「あるものあるものあるものあるもの」」」」をををを使使使使っっっっ

たたたた舞舞舞舞をををを神社神社神社神社にににに奉納奉納奉納奉納しますしますしますしますがががが、、、、「「「「あるものあるものあるものあるもの」」」」とはとはとはとは、、、、次次次次のうちどれでしょうのうちどれでしょうのうちどれでしょうのうちどれでしょうかかかか。。。。    

   (a)太刀      (b)槍         (c)扇子        (d)鈴 

 

【【【【71717171】】】】朝来市山東町朝来市山東町朝来市山東町朝来市山東町のののの粟鹿神社粟鹿神社粟鹿神社粟鹿神社のののの秋季例大祭秋季例大祭秋季例大祭秋季例大祭にににに行行行行われるわれるわれるわれる「「「「瓶子渡瓶子渡瓶子渡瓶子渡」」」」のののの儀式儀式儀式儀式はははは、、、、そのそのそのその掛掛掛掛けけけけ声声声声からからからから別別別別のののの

呼呼呼呼    

びびびび名名名名でもでもでもでも親親親親しまれていますしまれていますしまれていますしまれていますがががが、、、、何何何何とととと呼呼呼呼ばれているでしょうかばれているでしょうかばれているでしょうかばれているでしょうか。。。。    

   (a)そうござれ   (b)ようござれ     (c)さあござれ     (d)どうござれ 

 

【【【【72727272】】】】新温泉町海上新温泉町海上新温泉町海上新温泉町海上のののの傘踊傘踊傘踊傘踊りはりはりはりは江戸時代江戸時代江戸時代江戸時代からからからから伝伝伝伝わるわるわるわる「「「「あるあるあるある儀式儀式儀式儀式」」」」からからからから派生派生派生派生したといわれていますしたといわれていますしたといわれていますしたといわれています。。。。    

「「「「あるあるあるある儀式儀式儀式儀式」」」」とはとはとはとは次次次次のうちどれでしょうかのうちどれでしょうかのうちどれでしょうかのうちどれでしょうか。。。。    

   (a)雨乞い     (b)豊作祈願      (c)大漁祈願      (d)疫病払い 

 

【【【【73737373】】】】豊岡市法花寺豊岡市法花寺豊岡市法花寺豊岡市法花寺にににに伝伝伝伝わるわるわるわる、、、、正月正月正月正月にににに家々家々家々家々のののの座敷座敷座敷座敷やややや門前門前門前門前でででで祝祝祝祝いをいをいをいを述述述述べるべるべるべる祝福芸祝福芸祝福芸祝福芸のことをのことをのことをのことを何何何何というでというでというでというで    

しょうかしょうかしょうかしょうか。。。。    

   (a)宮神楽     (b)万歳        (c)三番叟       (d)獅子舞 

 

【【【【74747474】】】】重要有形民俗文化財重要有形民俗文化財重要有形民俗文化財重要有形民俗文化財としてとしてとしてとして国国国国のののの指定指定指定指定をををを受受受受けたけたけたけた農村歌舞伎舞台農村歌舞伎舞台農村歌舞伎舞台農村歌舞伎舞台がありがありがありがあり、、、、農村歌舞伎農村歌舞伎農村歌舞伎農村歌舞伎のののの伝承活動伝承活動伝承活動伝承活動

にににに取取取取りりりり組組組組んでいるんでいるんでいるんでいる地域地域地域地域はははは、、、、次次次次のうちのうちのうちのうちどこでしょうかどこでしょうかどこでしょうかどこでしょうか。。。。    

   (a)轟（豊岡市）  (b)居組（新温泉町）  (c)奥米地（養父市）  (d)葛畑（養父市） 

 

 

 

【【【【75757575】】】】但馬各地但馬各地但馬各地但馬各地にはにはにはには平家平家平家平家のののの落人伝説落人伝説落人伝説落人伝説がががが数多数多数多数多くくくく残残残残されておりされておりされておりされており、、、、香美町香住区香美町香住区香美町香住区香美町香住区のののの御崎御崎御崎御崎ではではではでは現在現在現在現在もももも平家復平家復平家復平家復

興興興興をををを願願願願うううう儀式儀式儀式儀式がががが行行行行われていますわれていますわれていますわれています。。。。そのそのそのその儀式儀式儀式儀式はははは次次次次のうちどれでしょうかのうちどれでしょうかのうちどれでしょうかのうちどれでしょうか。。。。    

   (a)松岡御柱まつり  (b)百手の儀式  (c)三川権現大祭  (d)三谷万燈の火祭り 

 

【【【【76767676】】】】江戸中期江戸中期江戸中期江戸中期のののの日本画家日本画家日本画家日本画家でででで、、、、香美町香住区香美町香住区香美町香住区香美町香住区のののの大乗寺大乗寺大乗寺大乗寺にににに国国国国のののの重要文化財重要文化財重要文化財重要文化財となっているとなっているとなっているとなっている襖絵襖絵襖絵襖絵をををを多数残多数残多数残多数残    

したしたしたした人物人物人物人物はははは誰誰誰誰でしょうかでしょうかでしょうかでしょうか。。。。    
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   (a)尾形光琳    (b)伊藤清永    (c)円山応挙    (d)池大雅 

 

【【【【77777777】】】】朝来市生朝来市生朝来市生朝来市生まれのまれのまれのまれの彫刻家彫刻家彫刻家彫刻家でででで、、、、あさごあさごあさごあさご芸術芸術芸術芸術のののの森美術館森美術館森美術館森美術館にににに多多多多くのくのくのくの作品作品作品作品をををを寄贈寄贈寄贈寄贈しししし、、、、平成平成平成平成13131313年年年年にににに文化文化文化文化    

勲章勲章勲章勲章をををを受章受章受章受章したしたしたした芸術家芸術家芸術家芸術家はははは誰誰誰誰でしょうかでしょうかでしょうかでしょうか。。。。    

   (a)淀井敏夫    (b)青山熊治    (c)和田三造    (d)白瀧幾之助 

 

【【【【78787878】】】】豊岡市但東町出身豊岡市但東町出身豊岡市但東町出身豊岡市但東町出身でででで、、、、「「「「日本日本日本日本のペスタロッチーのペスタロッチーのペスタロッチーのペスタロッチー」」」」とととと呼呼呼呼ばれたばれたばれたばれた教育者教育者教育者教育者はははは誰誰誰誰でしょうでしょうでしょうでしょうかかかか。。。。    

   (a)浜尾新     (b)東井義雄    (c)篠原無然    (d)池田草庵 

 

【【【【79797979】】】】新温泉町出身新温泉町出身新温泉町出身新温泉町出身でででで、、、、「「「「東東東東のののの啄木啄木啄木啄木、、、、西西西西のののの翠渓翠渓翠渓翠渓」」」」とととと並並並並びびびび称称称称されたされたされたされた、、、、明治末期明治末期明治末期明治末期にににに活躍活躍活躍活躍したしたしたした歌人歌人歌人歌人はははは誰誰誰誰でででで    

しょうしょうしょうしょうかかかか。。。。    

   (a)藤原東川    (b)前田純孝    (c)丸山修三    (d)近藤朔風 

 

【【【【80808080】】】】豊岡市豊岡市豊岡市豊岡市出石町出石町出石町出石町出身出身出身出身でででで国会議員国会議員国会議員国会議員をををを13131313期務期務期務期務めためためためた政治家政治家政治家政治家・・・・斎藤隆夫斎藤隆夫斎藤隆夫斎藤隆夫はははは、「、「、「、「憲政憲政憲政憲政のののの神様神様神様神様」「」「」「」「○○○○○○○○    

のののの殿様殿様殿様殿様」」」」というニックネームでというニックネームでというニックネームでというニックネームで呼呼呼呼ばれていましたばれていましたばれていましたばれていました。「。「。「。「○○○○○○○○」」」」とはとはとはとは、、、、次次次次のうちどれでしょうのうちどれでしょうのうちどれでしょうのうちどれでしょうかかかか。。。。    

   (a)トンビ     (b)タヌキ     (c)キツネ     (d)ネズミ 

 

【【【【81818181】】】】豊岡市城崎町出身豊岡市城崎町出身豊岡市城崎町出身豊岡市城崎町出身のののの財界人財界人財界人財界人でででで関西電力関西電力関西電力関西電力のののの初代取締役社長初代取締役社長初代取締役社長初代取締役社長にににに就任就任就任就任しししし、、、、黒部黒部黒部黒部ダムのダムのダムのダムの建設建設建設建設にににに着工着工着工着工しししし    

たほかたほかたほかたほか、、、、城崎城崎城崎城崎のののの振興振興振興振興のためロープウェイのためロープウェイのためロープウェイのためロープウェイ建設建設建設建設にににに尽力尽力尽力尽力したしたしたした人人人人はははは誰誰誰誰でしょうでしょうでしょうでしょうかかかか。。。。    

 (a)和田完二    (b)太田垣士郎   (c)赤木正雄    (d)沖野忠雄 

 

【【【【82828282】】】】青森県青森県青森県青森県でででで生生生生まれまれまれまれ、、、、戦時中夫戦時中夫戦時中夫戦時中夫のののの故郷養父市八鹿町故郷養父市八鹿町故郷養父市八鹿町故郷養父市八鹿町にににに移住移住移住移住。。。。平成平成平成平成26262626 年年年年9999 月月月月にににに107107107107 歳歳歳歳のののの天寿天寿天寿天寿をををを全全全全

うううう    

したしたしたした、、、、温温温温かみのあるかみのあるかみのあるかみのある農村農村農村農村のののの人人人人やややや風景風景風景風景をををを描写描写描写描写しししし続続続続けたけたけたけた人形作家人形作家人形作家人形作家はははは誰誰誰誰でしょうでしょうでしょうでしょうかかかか。。。。    

   (a)森はな     (b)大石りく    (c)渡辺うめ    (d)渡辺はな 

【【【【83838383】】】】次次次次のののの組合組合組合組合せのうちせのうちせのうちせのうち、、、、間違間違間違間違ってってってっているのはどれでしょうかいるのはどれでしょうかいるのはどれでしょうかいるのはどれでしょうか。。。。    

   (a)桜井勉 ― 気象測候所の創始者   (b)中江種三 ― 日本近代眼科の父 

   (c)沖野忠雄 ― 治水港湾の始祖    (d)加藤弘之 ― 東京大学初代総長 

 

【【【【84848484】】】】平成平成平成平成26262626年年年年「「「「ダメよダメよダメよダメよ～、～、～、～、ダメダメダメダメダメダメダメダメ」」」」がががが新語新語新語新語・・・・流行語大賞流行語大賞流行語大賞流行語大賞のののの年間大賞年間大賞年間大賞年間大賞にににに選選選選ばれたばれたばれたばれたおおおお笑笑笑笑いコンビいコンビいコンビいコンビ、、、、
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「「「「日本日本日本日本エレキテルエレキテルエレキテルエレキテル連合連合連合連合」」」」のののの橋本小雪橋本小雪橋本小雪橋本小雪はははは、、、、次次次次のうちのうちのうちのうちどこのどこのどこのどこの出身出身出身出身でしょうでしょうでしょうでしょうかかかか。。。。    

   (a)香美町     (b)朝来市     (c)新温泉町     (d)豊岡市 

 

【【【【85858585】】】】幕末期幕末期幕末期幕末期のののの儒学者儒学者儒学者儒学者でででで「「「「但馬聖人但馬聖人但馬聖人但馬聖人」」」」とととと呼呼呼呼ばれたばれたばれたばれた池田草庵池田草庵池田草庵池田草庵はははは、、、、多多多多くのくのくのくの但馬内外但馬内外但馬内外但馬内外のののの子弟子弟子弟子弟をををを教育教育教育教育しまししまししまししまし                                                                                

たがたがたがたが、、、、次次次次のうちのうちのうちのうち門下生門下生門下生門下生だったのはだったのはだったのはだったのは誰誰誰誰でしょうかでしょうかでしょうかでしょうか。。。。    

   (a)赤木正雄    (b)北垣国道    (c)斎藤隆夫     (d)太田垣士郎 

 

【【【【86868686】】】】平成平成平成平成27272727年年年年5555月月月月、、、、惜惜惜惜しまれながらしまれながらしまれながらしまれながら他界他界他界他界したしたしたした豊岡市日高町出身豊岡市日高町出身豊岡市日高町出身豊岡市日高町出身のののの人気俳優今井雅之人気俳優今井雅之人気俳優今井雅之人気俳優今井雅之がががが平成平成平成平成16161616年年年年

にににに制作制作制作制作したしたしたした初監督作品初監督作品初監督作品初監督作品はははは、、、、次次次次のうちどれでしょうかのうちどれでしょうかのうちどれでしょうかのうちどれでしょうか。。。。    

   (a)ＷＩＮＤＳ ＯＦ ＧＯＤ     (b)静かな生活 

   (c)ストロベリーナイト        (d)ＳＵＰＰＩＮぶるうす・ザ・ムービー 

 

【【【【87878787】】】】湯村温泉街湯村温泉街湯村温泉街湯村温泉街のののの中心中心中心中心にあるにあるにあるにある源泉源泉源泉源泉でででで、、、、摂氏摂氏摂氏摂氏98989898度度度度のののの豊富豊富豊富豊富なななな温泉温泉温泉温泉がわきがわきがわきがわき出出出出ているているているている場所場所場所場所をををを何何何何というでというでというでというで    

しょうかしょうかしょうかしょうか。。。。    

  (a)荒湯      (b)湯畑      (c)薬師湯      (d)足湯 

 

【【【【88888888】】】】但馬但馬但馬但馬にはにはにはには数多数多数多数多くのくのくのくの名湯名湯名湯名湯がありますがありますがありますがあります。。。。次次次次のうちのうちのうちのうち名称名称名称名称とととと場所場所場所場所のののの組合組合組合組合せせせせがががが間違間違間違間違っているっているっているっているのはどれでのはどれでのはどれでのはどれで

しょうかしょうかしょうかしょうか。。。。    

   (a)よふど温泉 ― 朝来市   (b)とがやま温泉「天女の湯」 ― 養父市 

   (c)城崎温泉 ― 豊岡市    (d)ふれあい温泉「おじろん」 ― 新温泉町 

 

【【【【89898989】】】】大大大大きさやきさやきさやきさや形形形形はははは松葉松葉松葉松葉ガニとガニとガニとガニと似似似似ていますがていますがていますがていますが、、、、全体全体全体全体がががが赤赤赤赤くくくく、、、、香美町香美町香美町香美町でででで「「「「香住香住香住香住ガニガニガニガニ」」」」としてブランドとしてブランドとしてブランドとしてブランド

化化化化        

をををを進進進進めているカニはめているカニはめているカニはめているカニは、、、、次次次次のうちのうちのうちのうちどれでしょうかどれでしょうかどれでしょうかどれでしょうか。。。。    

 (a)ベニガニ    (b)セコガニ    (c)タラバガニ    (d)ワタリガニ 

 

【【【【90909090】】】】但馬牛但馬牛但馬牛但馬牛はははは優良牛優良牛優良牛優良牛のののの育成育成育成育成をををを目指目指目指目指しししし、、、、何代何代何代何代にもわたりにもわたりにもわたりにもわたり近親繁殖近親繁殖近親繁殖近親繁殖によりによりによりにより血統血統血統血統をををを守守守守ってきましたってきましたってきましたってきました。。。。ここここ

のののの    

血統血統血統血統をををを何何何何というでしょうかというでしょうかというでしょうかというでしょうか。。。。    

 (a)蔦（つた）   (b)蔓（つる）    (c)綱（つな）       (d)根（ね） 
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【【【【91919191】】】】柔柔柔柔らかいらかいらかいらかい肉質肉質肉質肉質でででで甘甘甘甘みがあるみがあるみがあるみがある朝来市朝来市朝来市朝来市のののの特産野菜特産野菜特産野菜特産野菜はははは、、、、次次次次のうちどれでしょうかのうちどれでしょうかのうちどれでしょうかのうちどれでしょうか。。。。    

 (a)平家かぶら   (b)朝倉山椒      (c)美方大納言小豆   (d)岩津ねぎ 

    

【【【【92929292】】】】多多多多くのくのくのくの杜氏杜氏杜氏杜氏をををを全国全国全国全国にににに送送送送りりりり出出出出したしたしたした但馬但馬但馬但馬はははは地酒地酒地酒地酒もももも有名有名有名有名ですがですがですがですが、、、、次次次次のうちのうちのうちのうち但馬但馬但馬但馬のののの地酒地酒地酒地酒でないものはでないものはでないものはでないものは

どれでしょうかどれでしょうかどれでしょうかどれでしょうか。。。。    

 (a)関のみやび   (b)竹泉         (c)香住鶴       (d)土佐鶴 

    

【【【【93939393】】】】豊岡豊岡豊岡豊岡ののののカバンカバンカバンカバンはははは、、、、もともとはあるもともとはあるもともとはあるもともとはある素材素材素材素材をををを用用用用いたかごいたかごいたかごいたかご編編編編みのみのみのみの技術技術技術技術からからからから発展発展発展発展したとしたとしたとしたといわれいわれいわれいわれていまていまていまていま    

すすすすがががが、、、、あるあるあるある素材素材素材素材とはとはとはとは何何何何でしょうかでしょうかでしょうかでしょうか。。。。    

   (a)籐       (b)柳          (c)カズラ       (d)竹 

    

【【【【94949494】】】】新温泉町浜坂新温泉町浜坂新温泉町浜坂新温泉町浜坂ではではではでは、、、、江戸時代江戸時代江戸時代江戸時代にににに「「「「あるものあるものあるものあるもの」」」」のののの生産生産生産生産がががが盛盛盛盛んになりましたんになりましたんになりましたんになりました。。。。裁縫裁縫裁縫裁縫などになどになどになどに使使使使われわれわれわれ、、、、

現在現在現在現在ではレコードではレコードではレコードではレコード機器機器機器機器のののの部品部品部品部品としてもとしてもとしてもとしても知知知知られるられるられるられる「「「「あるものあるものあるものあるもの」」」」とはとはとはとは、、、、次次次次のうちどれのうちどれのうちどれのうちどれでしょうかでしょうかでしょうかでしょうか。。。。    

    (a)ハサミ     (b)ヘラ          (c)針             (d)定規 

    

【【【【95959595】】】】春来川春来川春来川春来川のほとりのほとりのほとりのほとり、、、、慈覚大師慈覚大師慈覚大師慈覚大師によってによってによってによって開開開開かれたといわれておりかれたといわれておりかれたといわれておりかれたといわれており、、、、旅情旅情旅情旅情あるあるあるある温泉街温泉街温泉街温泉街のののの風景風景風景風景がががが県県県県のののの

景景景景    

観形成地区観形成地区観形成地区観形成地区にににに指定指定指定指定されたされたされたされた場所場所場所場所はははは、、、、次次次次のうちどのうちどのうちどのうちどここここでしょうかでしょうかでしょうかでしょうか。。。。    

 (a)豊岡市城崎        (b)八鹿町八鹿    

(c)新温泉町湯・細田     (d)朝来市生野 

    

【【【【96969696】】】】かつてかつてかつてかつて城下町城下町城下町城下町としてとしてとしてとして栄栄栄栄ええええ、、、、県県県県のののの景観形成地区景観形成地区景観形成地区景観形成地区にににに指定指定指定指定されているされているされているされている朝来市和田山町竹田朝来市和田山町竹田朝来市和田山町竹田朝来市和田山町竹田ではではではでは、、、、住住住住

民民民民    

のののの手手手手によりによりによりにより植植植植えられたえられたえられたえられた3000300030003000株株株株のののの初夏初夏初夏初夏にににに咲咲咲咲くくくく花花花花がががが有名有名有名有名ですですですです。。。。何何何何のののの花花花花でしょうかでしょうかでしょうかでしょうか。。。。    

   (a)花ショウブ   (b)チューリップ   (c)ミズバショウ    (d)ヒマワリ 

    

    

    

【【【【97979797】】】】香美町香住区香美町香住区香美町香住区香美町香住区のののの森田家住宅森田家住宅森田家住宅森田家住宅はははは、、、、入母屋造入母屋造入母屋造入母屋造りのりのりのりの屋根屋根屋根屋根やややや漆喰塗漆喰塗漆喰塗漆喰塗りのりのりのりの土塀土塀土塀土塀などがなどがなどがなどが評価評価評価評価されされされされ、、、、国国国国のののの登登登登
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録録録録    

有形文化財有形文化財有形文化財有形文化財になっていますになっていますになっていますになっていますがががが、、、、このこのこのこの家屋家屋家屋家屋はもともとはもともとはもともとはもともと何何何何のののの建物建物建物建物だったでしょうかだったでしょうかだったでしょうかだったでしょうか。。。。    

   (a)廻船問屋     (b)酒蔵       (c)養蚕農家     (d)道場 

 

【【【【98989898】】】】新温泉町新温泉町新温泉町新温泉町のののの浜坂先人記念館浜坂先人記念館浜坂先人記念館浜坂先人記念館はははは、、、、江戸時代江戸時代江戸時代江戸時代にににに商業商業商業商業・・・・酒造業酒造業酒造業酒造業でででで財財財財をををを築築築築いたいたいたいた森家邸宅森家邸宅森家邸宅森家邸宅のののの一部一部一部一部をををを改修改修改修改修

しししし    

        たたたた施設施設施設施設ですですですですがががが、、、、このこのこのこの施設施設施設施設のののの別名別名別名別名はははは次次次次のうちどれでしょうかのうちどれでしょうかのうちどれでしょうかのうちどれでしょうか。。。。    

 (a)井筒屋       (b)以命亭     (c)永楽館       (d)松籟庵 

 

【【【【99999999】】】】昔昔昔昔、、、、但馬但馬但馬但馬のののの国国国国をををを治治治治めようとめようとめようとめようと天天天天日槍日槍日槍日槍命命命命とととと大国主命大国主命大国主命大国主命がががが争争争争ったというったというったというったという伝説伝説伝説伝説がががが残残残残るるるる藤無山藤無山藤無山藤無山はははは、、、、次次次次のうのうのうのう

ちちちち    

どこにあるどこにあるどこにあるどこにある山山山山でしょうかでしょうかでしょうかでしょうか。。。。    

 (a)朝来市山東町柴        (b)豊岡市城崎町楽々浦 

 (c)香美町小代区石寺       (d)養父市大屋町若杉 

 

【【【【100100100100】】】】但馬地域但馬地域但馬地域但馬地域にあるにあるにあるにある地名地名地名地名のうちのうちのうちのうち、、、、下線部下線部下線部下線部のののの読読読読みみみみ方方方方がががが間違間違間違間違ってってってっているのはいるのはいるのはいるのは、、、、次次次次のうちのうちのうちのうちどれでしょうどれでしょうどれでしょうどれでしょう

かかかか。。。。    

   (a)豊岡市八社宮（はさみ）    (b)新温泉町海上（うみがみ） 

   (c)養父市上箇（あげ）      (d)養父市九鹿（ここのか） 


