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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(2(2(2(2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、、、、市町市町市町市町とととと人口人口人口人口のののの組合組合組合組合せがせがせがせが間違間違間違間違っているのはっているのはっているのはっているのは、、、、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）豊岡市 － 81,723人   （b）養父市 － 33,685人 

（c）朝来市 － 30,753人   （d）新温泉町 － 14,674人 

 

【【【【２２２２】】】】市町市町市町市町とととと面積面積面積面積のののの組組組組合合合合せがせがせがせが間違間違間違間違っているのはっているのはっているのはっているのは、、、、次次次次のうちのうちのうちのうちどれでしょうかどれでしょうかどれでしょうかどれでしょうか。。。。    

（a）豊岡市 － 697.55㎢   （b）養父市 － 422.91㎢ 

（c）朝来市 － 241.01㎢   （d）香美町 － 368.77㎢ 

 

【【【【３３３３】】】】平成平成平成平成 6666 年年年年にににに開港開港開港開港したしたしたした「「「「コウノトリコウノトリコウノトリコウノトリ但馬空港但馬空港但馬空港但馬空港」」」」がががが、、、、開港以来開港以来開港以来開港以来のののの搭乗者数搭乗者数搭乗者数搭乗者数 50505050 万人万人万人万人をををを達成達成達成達成したのしたのしたのしたの

はいつだったでしょうかはいつだったでしょうかはいつだったでしょうかはいつだったでしょうか。。。。    

 （a）平成26年6月  （b）平成26年10月  (c)平成 27年2月  (d）平成27年7月 

 

【【【【４４４４】】】】次次次次のうちのうちのうちのうち、、、、県境県境県境県境にまたがっていないトンネルはどれでしょうかにまたがっていないトンネルはどれでしょうかにまたがっていないトンネルはどれでしょうかにまたがっていないトンネルはどれでしょうか。。。。    

（a）登尾トンネル  （b）春来トンネル    (c）河梨トンネル  (d）蒲生トンネル 

 

【【【【５５５５】】】】但馬但馬但馬但馬のののの市町市町市町市町のののの中中中中でででで、ＪＲ、ＪＲ、ＪＲ、ＪＲのののの駅駅駅駅がががが5555つつつつ以上以上以上以上あるあるあるある市町市町市町市町はいくつあるでしょうかはいくつあるでしょうかはいくつあるでしょうかはいくつあるでしょうか。。。。    

（a）2市町       （b）3市町        （c）4市町       (d）5市町 

    

【【【【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）ようか但馬蔵  （b）但馬のまほろば  (c）但馬楽座   （d）あまるべ 
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【【【【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１か１か１か１か月間月間月間月間、、、、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物物物などのなどのなどのなど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ななな

ツアーやツアーやツアーやツ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されていますされていますされていますがががが、、、、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）城崎歴史泊覧会 （d）城崎温泉泊覧会 

 

【【【【８８８８】】】】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。。。。ここここののの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 

    

【【【【９９９９】】】】1688168816881688年年年年のののの創業創業創業創業とととと伝伝伝伝えられえられえられえられ、、、、伝統伝統伝統伝統あるあるあるある城崎温泉街城崎温泉街城崎温泉街城崎温泉街のののの歴史的景観歴史的景観歴史的景観歴史的景観にににに寄与寄与寄与寄与しているとしてしているとしてしているとしてしているとして、、、、平成平成平成平成27272727

年年年年3333月月月月にににに国国国国のののの登録有形文化財登録有形文化財登録有形文化財登録有形文化財にににに登録登録登録登録されたされたされたされた旅館旅館旅館旅館はははは、、、、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）三木屋     （b）三國屋      (c）ゆとうや旅館  （d）つばきの旅館 

 

【【【【10101010】】】】湯村温泉湯村温泉湯村温泉湯村温泉ではバイナリーではバイナリーではバイナリーではバイナリー発電施設発電施設発電施設発電施設をををを使使使使ってってってって、、、、発電後発電後発電後発電後にににに放流放流放流放流するするするする温泉水温泉水温泉水温泉水をををを活用活用活用活用しししし平成平成平成平成 27272727 年年年年 4444

月月月月にににに足湯足湯足湯足湯をををを整備整備整備整備したしたしたした温泉施設温泉施設温泉施設温泉施設がありますがありますがありますがあります。。。。このこのこのこの施設施設施設施設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）リフレッシュパークゆむら （b）薬師湯  （c）ユートピア浜坂 （d）夢千代館 

 

【【【【11111111】】】】平成平成平成平成27272727年年年年8888月末現在野外月末現在野外月末現在野外月末現在野外にいるコウノトリはにいるコウノトリはにいるコウノトリはにいるコウノトリは約約約約８０８０８０８０羽羽羽羽ですですですです。。。。このほかコウノトリこのほかコウノトリこのほかコウノトリこのほかコウノトリのののの郷公園郷公園郷公園郷公園、、、、

保護増殖保護増殖保護増殖保護増殖センターセンターセンターセンター等等等等でででで飼育飼育飼育飼育されているものをされているものをされているものをされているものを含含含含めるとめるとめるとめると、、、、合計約何羽合計約何羽合計約何羽合計約何羽いるでしょうかいるでしょうかいるでしょうかいるでしょうか。。。。    

（a）約１４０羽   (b）約１６０羽   （c）約１８０羽    (d）約２００羽 

    

【【【【12121212】】】】国史跡国史跡国史跡国史跡・・・・竹田城跡竹田城跡竹田城跡竹田城跡のののの平成平成平成平成 26262626 年度年度年度年度入城者数入城者数入城者数入城者数はははは過去最高過去最高過去最高過去最高をををを更新更新更新更新しましたしましたしましたしました。。。。入城者数入城者数入城者数入城者数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）約３８万人   (b）約４８万人    （c）約５８万人      (d）約６８万人 

    

【【【【13131313】】】】1185118511851185年壇年壇年壇年壇ノノノノ浦浦浦浦のののの戦戦戦戦いのいのいのいの後後後後、、、、平家平家平家平家のののの落人落人落人落人としてとしてとしてとして豊岡市気比豊岡市気比豊岡市気比豊岡市気比にににに住住住住みみみみ、、、、そのそのそのその後捕後捕後捕後捕われてわれてわれてわれて刑死刑死刑死刑死しししし、、、、気気気気

比比比比とととと城崎町湯島城崎町湯島城崎町湯島城崎町湯島にににに残残残残るるるる宝篋印塔宝篋印塔宝篋印塔宝篋印塔がそのがそのがそのがその供養塔供養塔供養塔供養塔とととと伝伝伝伝わっているのはわっているのはわっているのはわっているのは、、、、次次次次のうちのうちのうちのうち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)門脇宰相平教盛                     (b)越中次郎兵衛盛継 

 (c)伊賀平内左衛門家長                  (d)矢引六郎右衛門 
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【【【【14141414】】】】1221122112211221年年年年((((承久承久承久承久3)3)3)3)承久承久承久承久のののの変変変変がががが起起起起こったことによりこったことによりこったことによりこったことにより、、、、幕府幕府幕府幕府がががが安達親長安達親長安達親長安達親長にににに替替替替えてえてえてえて新新新新たにたにたにたに但馬守護職但馬守護職但馬守護職但馬守護職

にににに任任任任じたじたじたじたのはのはのはのは、、、、次次次次のうちのうちのうちのうち誰誰誰誰だっただっただっただったでしょうかでしょうかでしょうかでしょうか。。。。    

(a)太田昌明        (b)山名時氏      (c)今川頼真      (d)桃井盛義 

 

【【【【15151515】】】】1847184718471847年年年年（（（（弘化弘化弘化弘化4444））））にはにはにはには但馬但馬但馬但馬のののの港港港港からからからから久美浜代官所久美浜代官所久美浜代官所久美浜代官所にににに169169169169艘艘艘艘がががが免許免許免許免許のののの申請申請申請申請をしましたがをしましたがをしましたがをしましたが、、、、中中中中    

でもでもでもでも申請数申請数申請数申請数がががが全体全体全体全体の３の３の３の３分分分分の１をの１をの１をの１を占占占占めていたのはめていたのはめていたのはめていたのは、、、、次次次次のうちのうちのうちのうちどのどのどのどの港港港港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）竹野港      （b）柴山港      （c）香住港     (d）諸寄港   

    

【【【【16161616】】】】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「「「「生野生野生野生野のののの変変変変」」」」にににに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加加加加わりましたがわりましたがわりましたがわりましたが、、、、次次次次のうちこのうちこのうちこのうちこ    

のののの事件事件事件事件にににに参加参加参加参加していないのはしていないのはしていないのはしていないのは誰誰誰誰だっただっただっただったでしょうかでしょうかでしょうかでしょうか。。。。    

(a)多田弥太郎     (b)北垣晋太郎      (c) 河本重次郎    (d)    進藤俊三郎    

    

【【【【17171717】】】】1896189618961896年年年年((((明治明治明治明治29292929））））にににに施行施行施行施行されたされたされたされた郡制郡制郡制郡制によりによりによりにより、、、、但馬但馬但馬但馬はははは何郡何町村何郡何町村何郡何町村何郡何町村にににに整理統合整理統合整理統合整理統合されたでしょうかされたでしょうかされたでしょうかされたでしょうか。。。。    

(a)４郡５６町村    (b)５郡６６町村    (c)６郡７６町村   (d)７郡８６町村    

 

【【【【18181818】】】】明治明治明治明治・・・・大正大正大正大正・・・・昭和昭和昭和昭和・・・・平成平成平成平成のののの時代時代時代時代にににに起起起起こったこったこったこった但馬但馬但馬但馬にににに関関関関するするするする出来事出来事出来事出来事のうちのうちのうちのうち、、、、年年年年とととと出来事出来事出来事出来事がががが一致一致一致一致しししし    

ていないのはどれでしょうかていないのはどれでしょうかていないのはどれでしょうかていないのはどれでしょうか。。。。 

(a) 1906年（明治39年）播但鉄道(播但線)全線が開通 

(b) 1925年（大正14年）北但大震災が起こる 

(c) 1973年（昭和48年）生野鉱山が閉山 

(d) 2010年（平成22年）「円山川下流域・周辺水田」がラムサール条約に湿地登録 

    

【【【【19191919】】】】但馬但馬但馬但馬でででで最最最最もももも古古古古いいいい旧石器時代旧石器時代旧石器時代旧石器時代のナイフのナイフのナイフのナイフ形石器形石器形石器形石器がががが発見発見発見発見されたされたされたされた畑畑畑畑ヶヶヶヶ平遺跡平遺跡平遺跡平遺跡はははは、、、、どこのどこのどこのどこの市町市町市町市町にあるでにあるでにあるでにあるで    

しょうかしょうかしょうかしょうか。。。。    

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

 

【【【【20202020】】】】但馬但馬但馬但馬ではではではでは池田古墳池田古墳池田古墳池田古墳にににに次次次次ぐぐぐぐ大大大大きさのきさのきさのきさの前方後円墳前方後円墳前方後円墳前方後円墳でででで、、、、同一水面同一水面同一水面同一水面のののの周濠周濠周濠周濠をををを備備備備えたえたえたえた前方後円墳前方後円墳前方後円墳前方後円墳としてとしてとしてとして    

はははは但馬唯一但馬唯一但馬唯一但馬唯一のものとされているのはのものとされているのはのものとされているのはのものとされているのは、、、、次次次次のうちのうちのうちのうちどのどのどの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）船宮古墳     （b）ケゴヤ古墳    （c）大薮古墳群    （d）城ノ山古墳 
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【【【【21212121】】】】1917191719171917年年年年((((大正大正大正大正6)6)6)6)にににに卑弥呼卑弥呼卑弥呼卑弥呼のののの鏡鏡鏡鏡ともいわれるともいわれるともいわれるともいわれる「「「「正始元年正始元年正始元年正始元年」」」」でででで始始始始まるまるまるまる文字文字文字文字がががが刻刻刻刻まれたまれたまれたまれた「「「「三角縁神三角縁神三角縁神三角縁神

獣鏡獣鏡獣鏡獣鏡」」」」がががが発見発見発見発見されたのはされたのはされたのはされたのは、、、、次次次次のうちのうちのうちのうちどのどのどの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）森尾古墳   （b）文堂古墳    （c）八幡山古墳群  （d）観音塚古墳 

 

【【【【22222222】】】】養養養養父市八鹿町父市八鹿町父市八鹿町父市八鹿町にあるにあるにあるにある箕谷古墳群箕谷古墳群箕谷古墳群箕谷古墳群にはにはにはには、、、、1983198319831983 年年年年((((昭和昭和昭和昭和 58)58)58)58)のののの発掘調査発掘調査発掘調査発掘調査によってによってによってによって発見発見発見発見されされされされ、、、、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にににに登録登録登録登録されたされたされたされた出土品出土品出土品出土品がありますがありますがありますがあります。。。。そのそのそのその出土品出土品出土品出土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）三角板革綴襟付短甲 （b）水鳥型埴輪  （c）戊辰年銘大刀  （d）須恵器 

 

【【【【23232323】】】】次次次次のののの遺跡等遺跡等遺跡等遺跡等とととと時代時代時代時代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）中谷貝塚 ― 弥生時代    （b）別宮家野遺跡 ― 縄文時代 

（c）雅成親王墓 ― 鎌倉時代   （d）巡見使・坂尾監物の塚 ― 江戸時代 

    

【【【【24242424】】】】豊岡市豊岡市豊岡市豊岡市のののの神武山神武山神武山神武山にににに残残残残るるるる城址城址城址城址はははは、、、、宮宮宮宮部継潤部継潤部継潤部継潤によってによってによってによって豊岡城豊岡城豊岡城豊岡城とととと改名改名改名改名されましたがされましたがされましたがされましたが、、、、築城時築城時築城時築城時はははは何何何何とととと

呼呼呼呼ばれていたでしょうかばれていたでしょうかばれていたでしょうかばれていたでしょうか。。。。    

(a）三開山城  （b）楽々浦城  （c）木崎（城崎）城 （d）妙楽寺城 

 

【【【【25252525】】】】穴太流石積穴太流石積穴太流石積穴太流石積みみみみ技法技法技法技法がががが用用用用いられたいられたいられたいられた豪壮豪壮豪壮豪壮なななな石垣石垣石垣石垣をををを持持持持つつつつ山城遺跡山城遺跡山城遺跡山城遺跡としてとしてとしてとして、、、、全国全国全国全国でもでもでもでも名高名高名高名高いいいい竹田城跡竹田城跡竹田城跡竹田城跡

ですがですがですがですが、、、、そのそのそのその石垣石垣石垣石垣をををを築築築築いたいたいたいた城主城主城主城主はははは何氏何氏何氏何氏でしょうかでしょうかでしょうかでしょうか。。。。    

(a)太田垣氏   (b)山名氏    (c)赤松氏    (d)八木氏 

    

【【【【26262626】】】】1574157415741574年年年年((((天正天正天正天正2)2)2)2)此隅山城此隅山城此隅山城此隅山城にににに代代代代わるわるわるわる新城新城新城新城としてとしてとしてとして有子山城有子山城有子山城有子山城がががが築築築築かれましたがかれましたがかれましたがかれましたが、、、、次次次次のうちのうちのうちのうち有子山城有子山城有子山城有子山城

のののの城主城主城主城主でなかったのはでなかったのはでなかったのはでなか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）羽柴秀吉  （b）前野長康  （c）小出吉政  （d）藤堂高虎 

    

【【【【27272727】】】】養父市八鹿町養父市八鹿町養父市八鹿町養父市八鹿町にありにありにありにあり、、、、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））））をはじめをはじめをはじめをはじめ、、、、垣屋垣屋垣屋垣屋・・・・八木八木八木八木・・・・太田垣氏太田垣氏太田垣氏太田垣氏などなどなどなど但但但但

馬馬馬馬のののの有力武将有力武将有力武将有力武将たちのたちのたちのたちの祈願所祈願所祈願所祈願所であったのはであったのはであったのはであったのは、、、、次次次次のうちのうちのうちのうちどのおどのおどのおどのお寺寺寺寺でしょうかでしょうかでしょうかでしょうか。。。。    

（a）日光院   （b）浅間寺    （c）今滝寺    （d）福王寺  
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【【【【28282828】】】】円山応挙円山応挙円山応挙円山応挙にににに師事師事師事師事したしたしたした鳥取鳥取鳥取鳥取のののの絵師絵師絵師絵師「「「「片山楊谷片山楊谷片山楊谷片山楊谷」」」」がががが描描描描いたいたいたいた、、、、松図松図松図松図、、、、猛虎図猛虎図猛虎図猛虎図などなどなどなど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障障障障

壁画壁画壁画壁画があるのはがあるのはがあるのはがあるのは、、、、次次次次のうちのうちのうちのうちどのおどのおどのおどのお寺寺寺寺でしょうかでしょうかでしょうかでしょうか。。。。    

(a）蓮華寺   （b）山路寺  （c）法宝寺  （d）大乗寺    

        

【【【【29292929】】】】豊岡市日高町豊岡市日高町豊岡市日高町豊岡市日高町にありにありにありにあり、、、、源平合戦源平合戦源平合戦源平合戦でででで犠牲犠牲犠牲犠牲になったになったになったになった人々人々人々人々のののの霊霊霊霊をををを供養供養供養供養するためするためするためするため、「、「、「、「五輪宝塔三百基五輪宝塔三百基五輪宝塔三百基五輪宝塔三百基

造立供養造立供養造立供養造立供養」」」」がががが行行行行われたのはわれたのはわれたのはわれたのは、、、、次次次次のうちのうちのうちのうちどのおどのおどのおどのお寺寺寺寺でしょうかでしょうかでしょうかでしょうか。。。。    

(a）進美寺    （b）観音寺   （c）大岡寺  （d）隆国寺    

    

【【【【30303030】】】】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つの神社神社神社神社はははは総称総称総称総称してしてしてして「「「「但馬五社明神但馬五社明神但馬五社明神但馬五社明神」」」」といわれていますといわれていますといわれていますといわれています。。。。次次次次のうちのうちのうちのうち、、、、組合組合組合組合

せがせがせがせが間違間違間違間違っているのはどれでしょうかっているのはどれでしょうかっているのはどれでしょうかっているのはどれでしょうか。。。。 

(a）出石神社－天日槍命－幟まわし   （b）粟鹿神社－阿米弥佐利命－瓶子渡 

（c）絹巻神社－須佐之男命－御田植祭  （d）養父神社－倉稲魂命－お走り祭り 

     

【【【【31313131】】】】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、、、、境内境内境内境内にににに1912191219121912年年年年（（（（明治明治明治明治45454545））））のののの山陰線工事山陰線工事山陰線工事山陰線工事のののの犠牲者犠牲者犠牲者犠牲者をををを供養供養供養供養したしたしたした「「「「招魂碑招魂碑招魂碑招魂碑」」」」がががが

建建建建てられているのはてられているのはてられているのはてられているのは、、、、次次次次のうちのうちのうちのうちどのどのどのどの神社神社神社神社でしょうかでしょうかでしょうかでしょうか。。。。    

（a）宇都野神社   （b）久谷八幡神社  （c）為世永神社  （d）郡主神社 

 

【【【【32323232】】】】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表米神社表米神社表米神社表米神社についてについてについてについて記述記述記述記述したものはしたものはしたものはしたものは、、、、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) 国指定重要文化財「三重塔」がある。 

(b) 半円形石積段型桟敷「相撲桟敷」が残る。 

（c）県指定有形民俗文化財「農村歌舞伎舞台」が残る。 

(d) 毎年秋まつりには「ネッテイ相撲」が奉納される。 

 

【【【【33333333】】】】香美町香美町香美町香美町にあるにあるにあるにある次次次次のののの神社神社神社神社のうちのうちのうちのうち、、、、三番叟三番叟三番叟三番叟がががが行行行行われていないのはどのわれていないのはどのわれていないのはどのわれていないのはどの神社神社神社神社でしょうかでしょうかでしょうかでしょうか。。。。    

（a）香住神社    （b）大放神社     （c）黒野神社   （d）吉野神社 

 

【【【【34343434】】】】明治末期明治末期明治末期明治末期にににに建設建設建設建設されたトレッスルされたトレッスルされたトレッスルされたトレッスル式式式式のののの橋脚橋脚橋脚橋脚をををを持持持持つつつつ建造物建造物建造物建造物でででで、、、、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としてとしてとしてとして、、、、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）旧余部橋梁     （c）竹野川橋梁   （d）八鹿駅跨線橋 
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【【【【35353535】】】】日本日本日本日本のののの近代化近代化近代化近代化をををを支支支支えたえたえたえた産業遺産群産業遺産群産業遺産群産業遺産群であるであるであるである明延鉱山明延鉱山明延鉱山明延鉱山、、、、神子畑鉱山神子畑鉱山神子畑鉱山神子畑鉱山、、、、生野鉱山生野鉱山生野鉱山生野鉱山をををを結結結結ぶぶぶぶ輸送輸送輸送輸送ルートルートルートルート

はははは、、、、現在何現在何現在何現在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）銀の馬車道   (b）鉱山の道  （c）明神電車道  （d）鉱石の道 

 

【【【【36363636】】】】神子畑鉱山神子畑鉱山神子畑鉱山神子畑鉱山でででで採掘採掘採掘採掘されたされたされたされた鉱石鉱石鉱石鉱石をををを生野生野生野生野のののの製錬製錬製錬製錬所所所所へへへへ運運運運ぶためにぶためにぶためにぶために建設建設建設建設されたされたされたされた、、、、鉱石運搬専用道路鉱石運搬専用道路鉱石運搬専用道路鉱石運搬専用道路にににに

はははは「「「「神子畑鋳鉄橋神子畑鋳鉄橋神子畑鋳鉄橋神子畑鋳鉄橋」」」」をををを含含含含めめめめ、、、、当時鉄橋当時鉄橋当時鉄橋当時鉄橋はいくつはいくつはいくつはいくつ架架架架けられていたでしょうかけられていたでしょうかけられていたでしょうかけられていたでしょうか。。。。    

（a）３       (b）５     （c）８      （d）１１ 

    

【【【【37373737】】】】明治時代明治時代明治時代明治時代にににに全国各地全国各地全国各地全国各地でででで鉄道鉄道鉄道鉄道がががが敷設敷設敷設敷設されるされるされるされる中中中中、、、、但馬但馬但馬但馬でもでもでもでも播但線播但線播但線播但線、、、、山陰線山陰線山陰線山陰線がががが開通開通開通開通しましたしましたしましたしました。。。。これこれこれこれ

らにらにらにらに関関関関するするするする次次次次のののの記述記述記述記述でででで間違間違間違間違っているのはどれでしょうかっているのはどれでしょうかっているのはどれでしょうかっているのはどれでしょうか。。。。    

（a）播但線は1906年(明治39)、最後の工区となった新井～和田山間が完成し全線開通した。 

（b）山陰線は、最大の難工事であった桃観トンネルが1911年(明治44)に、余部鉄橋が1912年 

(明治45)に完成し、京都～出雲間が全線開通した。 

（c）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『惟徳罔 

小』である。 

（d）旧余部鉄橋は長さ309m、高さ41.5mの鉄橋であったが、2010年(平成22)8月にはコンクリ 

ート製の新橋梁が完成した。 

      

【【【【38383838】】】】次次次次のことはのことはのことはのことは、、、、平成平成平成平成 27272727 年年年年 7777 月月月月にににに国登録有形文化財国登録有形文化財国登録有形文化財国登録有形文化財にににに登録登録登録登録するようするようするようするよう答申答申答申答申されたされたされたされた、、、、城崎温泉街城崎温泉街城崎温泉街城崎温泉街のののの

橋梁群橋梁群橋梁群橋梁群についてについてについてについて記述記述記述記述されたものですがされたものですがされたものですがされたものですが、、、、間違間違間違間違っているのはどれでしょうかっているのはどれでしょうかっているのはどれでしょうかっているのはどれでしょうか。。。。    

(a) 橋梁群は、王橋、愛宕橋、柳湯橋、桃島橋、弁天橋である。 

(b) 1925年(大正14)の北但大震災の被害による復興事業の一環として建設された。 

(c) 震災後、同時に大谿川の治水課題を解決するため、玄武岩を積み上げ高さ70～80cmの側 

溝を張り巡らせた。 

(d) きれいな円錐形をした橋脚は近代土木遺産としての価値が高く評価されている。 
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【【【【39393939】】】】朝来市生野町朝来市生野町朝来市生野町朝来市生野町にあるにあるにあるにある旧医院旧医院旧医院旧医院でででで、、、、色彩色彩色彩色彩をををを施施施施したしたしたした格天井等格天井等格天井等格天井等のののの特徴特徴特徴特徴がありがありがありがあり、、、、国登録有形文化財国登録有形文化財国登録有形文化財国登録有形文化財にににに指指指指    

定定定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）旧海崎医院  （b）旧小出医院  （c）旧上垣医院  （d）旧川崎医院    

 

【【【【40404040】】】】1929192919291929年年年年((((昭和昭和昭和昭和4)4)4)4)にににに開通開通開通開通しししし、、、、現在現在現在現在もホームもホームもホームもホーム跡跡跡跡などいくつかなどいくつかなどいくつかなどいくつか遺構遺構遺構遺構がががが残残残残るるるる出石鉄道出石鉄道出石鉄道出石鉄道はははは、、、、山陰本線山陰本線山陰本線山陰本線のののの

何駅何駅何駅何駅とととと結結結結ばれていたでしょうかばれていたでしょうかばれていたでしょうかばれていたでしょうか。。。。    

（a）江原駅    （b）八鹿駅    （c）豊岡駅    （d）国府駅 

    

【【【【41414141】】】】玄武洞玄武洞玄武洞玄武洞はははは自然自然自然自然がががが作作作作りりりり出出出出したしたしたした芸術芸術芸術芸術ともいうべきともいうべきともいうべきともいうべき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ますがられていますがられていますがられていますが、、、、このこのこのこの「「「「玄玄玄玄

武洞武洞武洞武洞」」」」とととと命名命名命名命名したのはしたのはしたのはしたのは、、、、次次次次のうちのうちのうちのうち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）柴野栗山   （b）小藤文次郎  （c）浜尾新    （d）松山基範    

    

【【【【42424242】】】】日本海日本海日本海日本海にににに面面面面するするするする但馬海岸但馬海岸但馬海岸但馬海岸ははは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のののの一角一角一角一角をなしをなしをなしをなし、、、、名勝名勝名勝名勝・・・・奇勝奇勝奇勝奇勝がががが多多多多くくくく存在存在存在存在しますしますしますします。。。。

次次次次のうちのうちのうちのうち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)  波食甌穴群   （b）宇日流紋岩の流理  （c）鎧の袖   （d）漣痕

化石  

    

【【【【43434343】】】】山陰海岸山陰海岸山陰海岸山陰海岸ジオパークにジオパークにジオパークにジオパークに関関関関するするするする記述記述記述記述でででで間違間違間違間違っているのはっているのはっているのはっているのは、、、、次次次次のうちのうちのうちのうちどれでしょうかどれでしょうかどれでしょうかどれでしょうか。。。。    

(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) 京都府(京丹後市)、兵庫県(豊岡市・養父市・香美町・新温泉町)、鳥取県(岩美町・鳥取市)

にまたがる広大なエリアを有する。 

(c) 火山岩や堆積岩が海食によって奇岩、洞門・洞窟を形成し、岩石海岸として見どころが多

いのも特徴である。 

(d) 平成25年12月、新たに白兎海岸から青谷海岸が日本ジオパークエリアに認定された。 

 

【【【【44444444】】】】神鍋火山群神鍋火山群神鍋火山群神鍋火山群のののの活動活動活動活動によりによりによりにより流流流流れれれれ出出出出たたたた溶岩溶岩溶岩溶岩がつくるがつくるがつくるがつくる様々様々様々様々なななな地形地形地形地形のののの中中中中でででで、、、、県指定県指定県指定県指定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なになになにな

っているのはっているのはっているのはっ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）池の島の大甌穴   （b）栃本の溶岩瘤  （c）海底面の流痕   (d）神鍋風穴 
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【【【【45454545】】】】次次次次のうちのうちのうちのうち標高標高標高標高のののの低低低低いいいい順順順順にににに並並並並んでいるのはどれでしょうかんでいるのはどれでしょうかんでいるのはどれでしょうかんでいるのはどれでしょうか。。。。    

（a）瀞川山・鉢伏山・段ヶ峰・氷ノ山  （b）瀞川山・段ヶ峰・鉢伏山・氷ノ山 

（c）段ヶ峰・鉢伏山・瀞川山・氷ノ山  （d）鉢伏山・瀞川山・段ヶ峰・氷ノ山 

    

【【【【46464646】】】】次次次次のののの県立自然公園県立自然公園県立自然公園県立自然公園のうちのうちのうちのうち但馬地域但馬地域但馬地域但馬地域をををを含含含含まないのはどれでしょうかまないのはどれでしょうかまないのはどれでしょうかまないのはどれでしょうか。。。。    

（a）多紀連山県立自然公園        (b) 朝来群山県立自然公園   

（c）出石糸井県立自然公園        (d) 雪彦峰山県立自然公園    

 

【【【【47474747】】】】扇扇扇扇ノノノノ山山山山をををを源流源流源流源流としてとしてとしてとして日本海日本海日本海日本海にそそぐにそそぐにそそぐにそそぐ川川川川でででで、、、、そのそのそのその支流支流支流支流のののの田君川田君川田君川田君川ではではではでは「「「「バイカモバイカモバイカモバイカモ」」」」のののの群落群落群落群落がががが生育生育生育生育    

していることでもしていることでもしていることでもしていることでも知知知知られるられるられるられる川川川川はははは、、、、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） 佐津川    （b）岸田川      （c）竹野川    （d）矢田川  

    

【【【【48484848】】】】次次次次のののの但馬但馬但馬但馬にあるにあるにあるにある滝滝滝滝のののの記述記述記述記述でででで、、、、間違間違間違間違っているのはどれでしょうかっているのはどれでしょうかっているのはどれでしょうかっているのはどれでしょうか。。。。    

（a）猿尾滝－上下２段の滝からなる。落差39ｍの下段の滝が猿の尾に似ている。  

（b）阿瀬五滝－阿瀬渓谷の中でも、いもじが滝、源太夫滝、恐れ滝、龍王滝、不動滝の5つの 

滝のことをいう。 

(c）天滝渓谷－夫婦滝、鼓ヶ滝など大小の滝が連続する滝群がある。天滝は落差が98mある。 

（d）吉滝－別名「裏見の滝」と呼ばれ、裏からの滝の流れを見ることができる。 

 

【【【【49494949】】】】数々数々数々数々のののの急崚急崚急崚急崚なななな断崖断崖断崖断崖からなるからなるからなるからなる県指定県指定県指定県指定のののの渓谷渓谷渓谷渓谷でででで、、、、下流域下流域下流域下流域でででではははは古照来湖古照来湖古照来湖古照来湖のののの堆積層堆積層堆積層堆積層からからからから貴重貴重貴重貴重なななな昆虫昆虫昆虫昆虫    

        やややや植物植物植物植物のののの化石化石化石化石がががが発見発見発見発見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）霧ヶ滝渓谷    (b) 小又川渓谷   （c）黒川渓谷   (d) 糸井渓谷    

 

【【【【50505050】】】】香美町小代区香美町小代区香美町小代区香美町小代区のののの小代神社小代神社小代神社小代神社のののの境内境内境内境内にあるにあるにあるにある池池池池のののの付近付近付近付近がががが、、、、そのそのそのその生息地生息地生息地生息地としてとしてとしてとして町町町町のののの指定指定指定指定をををを受受受受けていけていけていけてい    

るるるる、、、、主主主主にににに樹上生活樹上生活樹上生活樹上生活をするカエルはをするカエルはをするカエルはをするカエル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）アマガエル    (b) トノサマガエル (c）ダルマガエル (d) モリアオガエル 
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【【【【51515151】】】】次次次次のののの場所場所場所場所にににに自生自生自生自生((((群生群生群生群生))))するするするする植物植物植物植物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いるのはどれでしょうかっているのはどれでしょうかっているのはどれでしょうかっているのはどれでしょうか。。。。    

(a)  ハチ北高原(香美町)－ザゼンソウ     

(b) 鉢伏高原(養父市)－ミツガシワ 

(c) 加保坂(養父市)  －ヤマドリゼンマイ   (d) 別宮（養父市)  －オキナグサ 

    

【【【【52525252】】】】豊岡市畑上豊岡市畑上豊岡市畑上豊岡市畑上にあるにあるにあるにある「「「「大大大大トチノキトチノキトチノキトチノキ」」」」はははは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古木古木古木古木ですがですがですがですが、、、、そのそのそのその    

樹齢樹齢樹齢樹齢はおよそはおよそはおよそはおよそ何年何年何年何年とととと言言言言われているでしょうかわれているでしょうかわれているでしょうかわれているでしょうか。。。。    

(a)  600年      (b) 800年      (c) 1000年     (d) 2000年 

 

【【【【53535353】】】】次次次次のののの伝統行事伝統行事伝統行事伝統行事とととと行行行行われるわれるわれるわれる神社神社神社神社のののの組合組合組合組合せがせがせがせが間違間違間違間違っているのはどれでしょうかっているのはどれでしょうかっているのはどれでしょうかっているのはどれでしょうか。。。。    

（a）太刀振り  － 赤野神社         (b) ネッテイ相撲 － 養父神社 

（c）百手の儀式 － 平内神社         (d) お茗荷まつり － 面沼神社 

 

【【【【54545454】「】「】「】「ざんざかざんざかざんざかざんざか踊踊踊踊りりりり」」」」はははは但馬但馬但馬但馬ではではではでは5555かかかか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。。。。次次次次のうちのうちのうちのうち神社神社神社神社とのとのとのとの組合組合組合組合せがせがせがせが間違間違間違間違っっっっ    

ているのはどれでしょうかているのはどれでしょうかているのはどれでしょうかているのはどれでしょうか。。。。    

（a）大杉ざんざこ踊  － 二ノ宮神社     (b) 若杉ざんざか踊  － 三社神社 

（c）九鹿ざんざか踊り － 日枝神社      (d) 久谷ざんざか踊り － 宇都野神社 

    

【【【【55555555】】】】新温泉町新温泉町新温泉町新温泉町にににに伝伝伝伝わるわるわるわる踊踊踊踊りでりでりでりで、、、、鎌倉時代中期鎌倉時代中期鎌倉時代中期鎌倉時代中期にににに遊行上人遊行上人遊行上人遊行上人とととと言言言言われたわれたわれたわれた一遍上人一遍上人一遍上人一遍上人がががが山陰地方山陰地方山陰地方山陰地方をををを巡回巡回巡回巡回    

したしたしたした際際際際にににに、、、、念仏踊念仏踊念仏踊念仏踊りをりをりをりを残残残残したことがしたことがしたことがしたことが起源起源起源起源とされるのはとされるのはとされるのはとされるのは次次次次ののののうちうちうち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）丹土はねそ踊り  (b) 海上の傘踊り  （c）岸田さえもん踊り (d) 中辻芸踊り 

                                                                                                                                    

【【【【56565656】】】】香美町香美町香美町香美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、、、、全国各地全国各地全国各地全国各地からからからから修験者修験者修験者修験者やややや山伏山伏山伏山伏がががが集集集集まりまりまりまり「「「「智恵智恵智恵智恵のののの火火火火でででで煩悩煩悩煩悩煩悩をををを焼焼焼焼くくくく」」」」といといといとい    

うううう護摩供護摩供護摩供護摩供がががが毎年毎年毎年毎年5555月月月月3333日日日日にににに行行行行われますわれますわれますわれます。。。。このこのこのこの祭祭祭祭りをりをりをり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）御田植祭    (b) 三川権現大祭  （c）松岡御柱まつり  (d)初午大祭    

    

【【【【57575757】】】】江戸中期江戸中期江戸中期江戸中期のののの大火災大火災大火災大火災にににに由来由来由来由来するするするする祭祭祭祭りでりでりでりで、、、、高高高高ささささ約約約約7777ｍｍｍｍにににに及及及及ぶぶぶぶ大松明大松明大松明大松明3333本本本本をををを円山川円山川円山川円山川のののの川原川原川原川原にににに立立立立てててててててて、、、、
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火事災難火事災難火事災難火事災難のののの無事無事無事無事をををを祈祷祈祷祈祷祈祷するするするする火祭火祭火祭火祭りをりをりをりを何何何何とととといいいいうでしょうかうでしょうかうでしょうかうでしょうか。。。。    

（a）湯村の火祭り  (b) 竹田松明祭   （c）和田山地蔵祭   (d) 三谷万燈の火祭り    

    

【【【【58585858】】】】次次次次のことはのことはのことはのことは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あるにあるにあるにある出石神社出石神社出石神社出石神社でででで行行行行われるわれるわれるわれる「「「「幟幟幟幟まわしまわしまわしまわし」」」」についてについてについてについて記述記述記述記述したものですしたものですしたものですしたものです

がががが、、、、間違間違間違間違っているものはどれでしょうかっているものはどれでしょうかっているものはどれでしょうかっているものはどれでしょうか。。。。    

(a)  3月3日の節句の日、初節句を迎える女の子がいる家を廻る。 

(b)  古式の装束をまとうのは、地元宮内地区の中学生。 

(c)  5本の幟を持ち門前で丸い輪になり、歌を歌い、竹法螺を吹きながら祝う。 

(d)  幟には、豊臣秀吉や静御前などの姿が描かれている。 

 

【【【【59595959】】】】江戸時代江戸時代江戸時代江戸時代にににに但馬國出石但馬國出石但馬國出石但馬國出石にににに置置置置かれたかれたかれたかれた出石藩出石藩出石藩出石藩のののの歴代藩主歴代藩主歴代藩主歴代藩主でないのはでないのはでないのはでないのは、、、、次次次次のうちのうちのうちのうち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）小出氏    (b) 松平氏   （c）仙石氏    (d) 京極氏 

 

【【【【60606060】】】】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、、、、池田草庵池田草庵池田草庵池田草庵はははは1847184718471847年年年年((((弘化弘化弘化弘化4)4)4)4)にににに「「「「青谿書院青谿書院青谿書院青谿書院」」」」をををを建建建建てててて、、、、但馬内外但馬内外但馬内外但馬内外のののの多多多多くのくのくのくの子弟子弟子弟子弟    

をををを教育教育教育教育しましたしましたしましたしましたがががが、、、、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でなかったのはでなかったのはでなかったのはでなか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）加藤弘之   (b)原六郎   （c）北垣国道   (d) 浜尾新 

 

【【【【61616161】】】】養父市関宮町養父市関宮町養父市関宮町養父市関宮町にににに生生生生まれまれまれまれ、、、、東京医科専門学校在学中東京医科専門学校在学中東京医科専門学校在学中東京医科専門学校在学中、、、、懸賞小説懸賞小説懸賞小説懸賞小説のののの当選当選当選当選をきっかけにをきっかけにをきっかけにをきっかけに作家作家作家作家のののの道道道道へへへへ    

進進進進みみみみ、、、、そのそのそのその後後後後はははは推理小説推理小説推理小説推理小説などなどなどなど多数多数多数多数のののの作品作品作品作品をををを発表発表発表発表したのはしたのはしたのはし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）近藤朔風   (b)森はな    （c）藤井重夫   (d) 山田風太郎 

 

【【【【62626262】】】】村村村村をををを育育育育てるてるてるてる教育教育教育教育をををを実践実践実践実践したしたしたした情熱情熱情熱情熱のののの教育者教育者教育者教育者であったであったであったであった東井義雄東井義雄東井義雄東井義雄はははは、、、、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出身出身出身出身ですがですがですがですが、、、、    

彼彼彼彼のののの生家生家生家生家はどこでしょうかはどこでしょうかはどこでしょうかはどこでしょうか。。。。    

（a）安国寺    (b)東光寺   （c）宗鏡寺    (d)松禅寺 

    

【【【【63636363】】】】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、、、、2004200420042004年年年年    

((((平成平成平成平成16)16)16)16)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 
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  (c)ストロベリーナイト        (d)ＳＵＰＰＩＮぶるうす・ザ・ムービー 

 

【【【【64646464】】】】次次次次のののの但馬出身但馬出身但馬出身但馬出身のののの人物人物人物人物とととと、、、、成成成成しししし遂遂遂遂げたげたげたげた功績功績功績功績をををを称称称称えたえたえたえた呼呼呼呼びびびび名名名名とのとのとのとの組合組合組合組合せがせがせがせが間違間違間違間違っているのはっているのはっているのはっているのは、、、、どどどど    

れでしょうかれでしょうかれでしょうかれでしょうか。。。。    

        (a)前田周助 － 但馬牛改良の祖   (b)桜井勉  － 治水港湾の始祖 

  (c)斎藤隆夫 － 憲政の神様     (d)上垣守国 － 但馬養蚕業の先駆者 

    

【【【【65656565】】】】幕末幕末幕末幕末にににに起起起起こったこったこったこった戊辰戦争戊辰戦争戊辰戦争戊辰戦争でででで砲術砲術砲術砲術のののの才能才能才能才能をををを発揮発揮発揮発揮してしてしてして戦戦戦戦ったったったった会津藩士会津藩士会津藩士会津藩士、、、、川崎尚之助川崎尚之助川崎尚之助川崎尚之助のののの供養碑供養碑供養碑供養碑がががが建建建建    

てられているおてられているおてられているおてられているお寺寺寺寺はははは、、、、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）福成寺    (b)願成寺    （c）昌念寺    (d)勝林寺 

    

【【【【66666666】】】】海外留学海外留学海外留学海外留学でででで語学語学語学語学やややや鉱山学鉱山学鉱山学鉱山学をををを学学学学んだんだんだんだ経験経験経験経験をををを活活活活かしかしかしかし、、、、フランスフランスフランスフランス人技師人技師人技師人技師のののの通訳通訳通訳通訳としてとしてとしてとして生野生野生野生野にににに赴任赴任赴任赴任しししし、、、、

生野鉱山生野鉱山生野鉱山生野鉱山のののの近代化近代化近代化近代化にににに尽力尽力尽力尽力したのはしたのはしたのはし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)朝倉盛明    (b)浅田貞次郎   (c)白瀧幾之助   (d)中江種三 

 

【【【【67676767】「】「】「】「田園歌人田園歌人田園歌人田園歌人」「」「」「」「農民歌人農民歌人農民歌人農民歌人」」」」とととと称称称称されされされされ、「、「、「、「郷愁郷愁郷愁郷愁」「」「」「」「にいはりにいはりにいはりにいはり」」」」などのなどのなどのなどの歌集歌集歌集歌集をををを残残残残しているしているしているしている朝来市朝来市朝来市朝来市

和田山町出身和田山町出身和田山町出身和田山町出身のののの歌人歌人歌人歌人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)赤木正雄    (b)藤原東川    (c)前田純孝   (d)丸山修三 

 

【【【【68686868】】】】世界世界世界世界にににに誇誇誇誇るるるる不屈不屈不屈不屈のののの単独冒険家単独冒険家単独冒険家単独冒険家とととと言言言言われたわれたわれたわれた豊岡市出身豊岡市出身豊岡市出身豊岡市出身のののの植村直己植村直己植村直己植村直己はははは、、、、数々数々数々数々のののの冒険冒険冒険冒険をををを成功成功成功成功させまさせまさせまさせま

したがしたがしたがしたが、、、、次次次次のうちのうちのうちのうち達成達成達成達成できなかったことはどれでしょうかできなかったことはどれでしょうかできなかったことはどれでしょうかできなかったことはどれでしょうか。。。。    

(a) アマゾン河6000㎞筏下り 

(b) 北極圏1万2000㎞犬ぞり単独行で北極点到達 

(c) エベレスト登頂と世界初の五大大陸最高峰登頂 

(d) 南極大陸3000㎞犬ぞり単独横断 

      

【【【【69696969】】】】1400140014001400年前年前年前年前コウノトリがコウノトリがコウノトリがコウノトリが湯浴湯浴湯浴湯浴みしたことでみしたことでみしたことでみしたことで発見発見発見発見されたとされたとされたとされたと言言言言われわれわれわれ、、、、古古古古くからくからくからくから湯治湯治湯治湯治のののの湯湯湯湯としてとしてとしてとして親親親親しししし

まれているまれているまれているまれている温泉温泉温泉温泉はははは、、、、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。。。。    
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(a)城崎温泉   (b)湯村温泉    (c)浜坂温泉   (d)七釜温泉 

    

    

【【【【70707070】】】】次次次次のことはのことはのことはのことは、「、「、「、「松葉松葉松葉松葉ガニガニガニガニ」」」」についてについてについてについて記述記述記述記述したものですがしたものですがしたものですがしたものですが、、、、間違間違間違間違っているのはどれでしょうかっているのはどれでしょうかっているのはどれでしょうかっているのはどれでしょうか。。。。    

(a)クモガニ科に属するズワイガニの雄を山陰地方一帯では「松葉ガニ」と呼んでいる。 

(b)但馬ではカゴ漁法で漁獲され、全国の約30％を水揚げしている。 

(c)「松葉ガニ」と呼ばれる由来の一つに、旬が松葉の落ちる冬季であるということが言われて

いる。 

(d)「松葉ガニ」の子持ちの雌は地元で「セコガニ」と呼ばれている。 

      

【【【【71717171】】】】朝来市朝来市朝来市朝来市のののの特産品特産品特産品特産品であるであるであるである「「「「岩津岩津岩津岩津ねぎねぎねぎねぎ」」」」はははは全国全国全国全国にににに出荷出荷出荷出荷されるブランドされるブランドされるブランドされるブランド野菜野菜野菜野菜としてとしてとしてとして売売売売りりりり出出出出していましていましていましていま

すがすがすがすが、、、、次次次次のうちどのねぎののうちどのねぎののうちどのねぎののうちどのねぎの改良種改良種改良種改良種でしょうかでしょうかでしょうかでしょうか。。。。    

(a)下仁田ねぎ    (b)博多万能ねぎ   (c)九条ねぎ   (d)深谷ねぎ 

    

【【【【72727272】】】】次次次次のことはのことはのことはのことは「「「「豊岡豊岡豊岡豊岡ののののカバンカバンカバンカバン」」」」についてについてについてについて記述記述記述記述したものですがしたものですがしたものですがしたものですが、、、、間違間違間違間違っているのはどれでしょうかっているのはどれでしょうかっているのはどれでしょうかっているのはどれでしょうか。。。。    

(a) 江戸時代より発展していた杞柳産業が基盤になっている。 

(b) 1968年（昭和43）企業の共同化を進め近代化を図るために「豊岡鞄団地」を設置した。  

(c) 2006 年（平成 18）特許庁の「地域団体商標制度（地域ブランド）」に出願し、県下第 1

号 

の認定を受けた。 

(d) 2013年（平成25）4月、「かばんのまち豊岡」を象徴する拠点施設として｢トヨオカ カバ

ン アルチザン アベニュー｣がオープンした。 

 

【【【【73737373】】】】第第第第2222次世界大戦中次世界大戦中次世界大戦中次世界大戦中にににに大阪市内大阪市内大阪市内大阪市内のののの工場工場工場工場がががが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ににに疎開疎開疎開疎開しししし、、、、工場工場工場工場をををを開設開設開設開設したのがしたのがしたのがしたのが始始始始まりまりまりまり

とされるとされるとされるとされる産業産業産業産業はははは、、、、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）家具       （b）金属バネ     （c）畳      （d）縫い針 

 

【【【【74747474】】】】兵庫県兵庫県兵庫県兵庫県のののの伝統的工芸品伝統的工芸品伝統的工芸品伝統的工芸品にもにもにもにも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「「「「麦麦麦麦わらわらわらわら細工細工細工細工」」」」にににに使使使使われているわれているわれているわれている材料材料材料材料はははは、、、、次次次次のうちのうちのうちのうち    
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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）小麦       （b）大麦       （c）燕麦    （d）はと麦 

 

    

【【【【75757575】】】】明治明治明治明治からからからから大正大正大正大正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養蚕養蚕養蚕養蚕のののの中心地中心地中心地中心地としてとしてとしてとして栄栄栄栄ええええ、、、、生糸取引生糸取引生糸取引生糸取引のののの商商商商いでいでいでいで隆盛隆盛隆盛隆盛をををを誇誇誇誇ったったったった時代時代時代時代    

「「「「大正大正大正大正ロマンのロマンのロマンのロマンの漂漂漂漂うううう町町町町」」」」とととと評評評評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）城崎町温泉地区        （b）八鹿町八鹿地区  

（c）大屋町大杉地区        （d）生野町口銀谷地区 

 

【【【【76767676】】】】次次次次のことはのことはのことはのことは、、、、1998199819981998 年年年年((((平成平成平成平成 10)10)10)10)にににに兵庫県景観形成条例兵庫県景観形成条例兵庫県景観形成条例兵庫県景観形成条例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たされたされたされた、、、、和田山和田山和田山和田山

町竹田地区町竹田地区町竹田地区町竹田地区についてについてについてについて記述記述記述記述したものですがしたものですがしたものですがしたものですが、、、、間違間違間違間違っているのはっているのはっているのはっている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) 竹田は観音町・米屋町・殿町など9つの小字に分かれている。 

(b) 伝統的な商家の建物が多く残り、本うだつや切妻造の家屋、虫籠窓が各所で見られる。 

(c) 但馬の小京都といわれる町並みは黒または灰色の和瓦葺きとする民家が並ぶ。 

(d) 寺町通りは遊歩道として整備され、3000株の花しょうぶが川辺を彩っている。 

 

【【【【77777777】】】】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「「「「以命亭以命亭以命亭以命亭」」」」にはにはにはには、、、、郷土郷土郷土郷土のののの先人先人先人先人にににに関関関関するするするする資料資料資料資料やややや作品作品作品作品がががが多多多多くくくく所蔵所蔵所蔵所蔵されてされてされてされていますがいますがいますがいますが、、、、

次次次次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いるのはどれでしょうかっているのはどれでしょうかっているのはどれでしょうかっているのはどれでしょうか。。。。    

（a）森 梅園  － 政治家    （b）加藤文太郎 － 登山家 

(c) 藤田 威   － 画家      （d）前田純孝   － 歌人 

 

【【【【77778888】】】】江戸時代江戸時代江戸時代江戸時代にににに大庄屋大庄屋大庄屋大庄屋をををを務務務務めためためためた但馬屈指但馬屈指但馬屈指但馬屈指のののの大地主大地主大地主大地主でででで、、、、約約約約4,0004,0004,0004,000㎡㎡㎡㎡のののの敷地敷地敷地敷地にににに1896189618961896年年年年((((明治明治明治明治29)29)29)29)にににに建建建建

てられたてられたてられたてられた主屋主屋主屋主屋をはじめをはじめをはじめをはじめ大小約大小約大小約大小約20202020ものものものもの建物建物建物建物がががが点在点在点在点在するのはするのはするのはするのは、、、、次次次次のうちのうちのうちのうちどれでしょうかどれでしょうかどれでしょうかどれでしょうか。。。。    

（a）赤木家住宅  (b) 平尾家住宅  （c）宿南家住宅  （d）森田家住宅 

 

【【【【79797979】】】】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のののの赤赤赤赤淵淵淵淵神社神社神社神社にはにはにはには、、、、そのそのそのその昔昔昔昔、、、、あるあるあるある魚貝魚貝魚貝魚貝類類類類がががが嵐嵐嵐嵐にににに襲襲襲襲われたわれたわれたわれた船船船船のののの沈没沈没沈没沈没をををを救救救救ったといったといったといったとい

うううう伝説伝説伝説伝説がががが残残残残っていますっていますっていますっています。。。。このこのこのこの魚貝類魚貝類魚貝類魚貝類はははは次次次次のうちどれでのうちどれでのうちどれでのうちどれでしょうかしょうかしょうかしょうか。。。。    

（a）アワビ    (b) タコ     （c）サザエ    （d）ヒトデ 
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【【【【80808080】】】】但馬但馬但馬但馬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のののの組合組合組合組合せがせがせがせが正正正正しいのはどれでしょうかしいのはどれでしょうかしいのはどれでしょうかしいのはどれでしょうか。。。。    

1 虫生(豊岡市)    2 上箇（養父市）   3 久留引（朝来市） 

4 無南垣（香美町）  5 指杭(新温泉町) 

（a）1 むせい    2 あげ    3 くるぶき    4 むながき  5 さすくい 

（b）1 むしゅう  2 あげ    3 くるびき  4 むなんがき 5 さしくい 

（c）1 むしゅう  2 あげ    3 くるぶき    4 むながき    5 さしくい 

（d）1 むせい   2 あげい  3 くるびき    4 むなんがき  5 さしくい 


