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第 12回但馬検定 (3級 ) 

次の問いに答えなさい。 

【１】平成 29 年 6 月に運行が始まった、ＪＲ西日本の豪華寝台列車「トワイライトエクスプレス 

瑞風」。県内で唯一、乗客が観光するために下車するのは、何駅でしょうか。   

(a) 和田山駅       (b) 豊岡駅         (c) 城崎温泉駅     (d) 香住駅 

 

【２】土曜・日曜・祝日のみ運転される、ＪＲ山陰本線「豊岡～香住～鳥取」間を結ぶ列車の名前

は何でしょうか。                               

(a) 山陰海岸ジオパーク    (b) 山陰海岸ジオライナー 

(c) ジオパーク号       （d）ジオパーク列車 

 

【３】兵庫県が開発した梨の新品種「但馬１号」は、大玉で甘く、収穫が早いのが特徴です。平成

28年に決まったこの梨の愛称は次のうちどれでしょう。             

 (a) 香住梨           (b) 幸水            (c) なしおとめ       (d) とちおとめ 

 

【４】養父市八鹿町にあるコウノトリ放鳥拠点から、平成 29 年 7 月に放鳥したヒナ２羽の名は何

でしょうか。                                 

(a) 「幸」「福」          (b) 「幸」「来」  

(c) 「福」「来」          (d) 「幸」「舞」 

 

【５】今年９月21日、新温泉町にオープンする道の駅は何というでしょうか。                                

(a) 日本遺産浜坂の郷      (b) 山陰海岸ジオパーク新温泉町の郷   

(c) 世界遺産浜坂の郷      (d) 山陰海岸ジオパーク浜坂の郷 
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【６】豊岡市・香美町・新温泉町が主体となり、平成28年度に運用が開始されたごみ処理施設。

環境にも配慮されたこの施設の名称は何でしょうか。                 

(a) 北但エコセンター       (b) クリーンパーク北但  

(c) 南但クリーンセンター    (d) グリーンピア北但  

 

【７】松葉ガニや香住ガニのカラで土作りをし、香美町で生産される、甘みとねばりが特徴の米

の名称は何でしょうか。                               

(a) かにのほほえみ  (b) かにのささやき  (c) 松葉米    (d) 山田錦 

 

【８】平成28年12月に朝来市の生野工業団地で操業を開始した発電所は、木材の根株や枝葉など

の未利用材を燃料とし林業の再生にも寄与しています。この発電所の名称は次のうちどれ

でしょうか。 

(a) 朝来・森の発電所        (b) 朝来ウッドパワー発電所                

(c) 朝来グリーン発電所      (d) 朝来バイオマス発電所    

 

【９】ＪＲ山陰本線線の旧余部橋梁を活用した、平成 29年 11月に完成予定のエレベーターの愛称

は、何というでしょうか。                          

(a) 余部スカイツリー        (b) 余部クリスタルタワー    

(c) 余部ジオタワー        (d) 余部鉄塔    

 

【10】但馬の空の玄関「コウノトリ但馬空港」では、平成 30 年度に現在運航している機種よりも

一回り大きい新たな飛行機が導入されます。この新型機の名称はどれでしょうか。 

(a) ＳＡＡＢ３４０Ｂ         (b) ＡＴＲ４２-６００   

  (c) Ｆ－１５Ｊ            (d) ＭＲＪ９０   
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【11】国の天然記念物コウノトリが今年、放鳥 12年を迎え、日本の野外で暮らすコウノトリの数

が何羽に達したでしょうか。 

(a) 10羽       (b) 50羽        (c) 100羽      (d) 200羽 

 

【12】平成29年４月１日現在の兵庫県推計人口で、但馬の人口は次のうちどれでしょうか。 

(a) 約14 万6千人    (b) 約15 万6千人    (c) 約16 万6千人    (d) 約17 万6千人 

 

【13】但馬の面積は兵庫県全体の約４分の１を占め、東京都とほぼ同じ面積ですが、その面積はど

れくらいでしょうか。 

 (a) 約１,８００㎢        (b) 約２，１００㎢ 

(c) 約２，４００㎢        (d) 約２，７００㎢ 

 

【14】但馬地域を通らない国道は、次のうちどれでしょうか。 

(a) 国道178号線     (b) 国道312号線     (c) 国道176号線      (d) 国道426号線 

 

【15】次のうち、但馬地域と他府県との境になっている峠は、どこでしょうか。 

(a) 若杉峠          (b) 春来峠          (c) 河梨峠          (d) 生野峠 

 

【16】但馬地域には、ＪＲ播但線の駅は和田山駅を含めいくつあるでしょうか。 

(a) ３             (b) ４             (c) ５             (d) ６ 

 

【17】1925 年（大正 14 年）の北但大震災で壊滅し、その後、鉄筋コンクリートで建造され、今で

は震災復興建築物のひとつに数えられている駅舎はどれでしょうか。 

(a) 城崎温泉駅舎     (b) 浜坂駅舎        (c) 竹野駅舎        (d) 香住駅舎 

 

【18】但馬沿岸で江戸時代から明治時代に栄えた廻船で、1847年、久美浜代官所に免許の申請をし

た船数が一番多かった港は、次のうちどこでしょうか。 

(a) 柴山港          (b) 浜坂港          (c) 竹野港          (d) 諸寄港 
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【19】豊臣秀吉が天下統一後、但馬の大名配置を決定しましたが、但馬地域を治めるために形成さ

れた城下町は、豊岡、出石、八木ともう一つは、どこでしょうか。 

 (a) 村岡            (b) 大屋            (c) 竹田             (d) 生野 

 

【20】江戸時代、但馬の幕府領代官所は、どこにあったでしょうか。 

(a) 生野           (b) 出石           (c) 大屋           (d) 村岡 

 

【21】江戸時代末期 1863 年（文久 3）に全国に先駆けて倒幕の口火を切り、尊皇攘夷を掲げた北

垣国道らが起こした事件は、何と呼ばれているでしょうか。 

(a) 出石の変       (b) 村岡の変       (c) 豊岡の変       (d) 生野の変 

 

【22】幕末期は、但馬各地に藩校や私塾が開設されましたが、次の組合せで正しいのはどれでしょ

うか。 

(a) 豊 岡 藩 － 弘道館     (b) 出  石  藩 － 青谿書院 

(c) 池田草庵 － 稽古堂      (d) 村岡山名領 － 明 倫 館 

 

【23】但馬地方で最も古い遺跡である畑ケ平遺跡があるのは、次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 

 

【24】旧因幡道沿いの新温泉町対田に今も残る一里塚は、江戸時代に一里（約 4㎞）ごとに土、石、 

木などでつくられるものですが、その目的は、次のうちどれでしょうか。 

(a) 亡くなった人の供養のため      (b) 村の守り神として 

(c) 旅人のための目印や休憩所として   (d) 村に貢献した人を讃えるため 

 

【25】次のうち、城の名前と所在地の組合せが正しくないのは、どれでしょうか。 

(a) 有子山城－豊岡市    (b) 芦屋城－新温泉町 

(c) 三開山城－豊岡市    (d) 竹田城－香美町 
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【26】室町から戦国時代の武将塩冶氏が居城にしていた山城で、別名「亀ケ城」と呼ばれるのは、

どれでしょうか。 

(a) 八木城          (b) 芦屋（諸寄）城   (c) 三開山城        (d) 此隅山城 

 

【27】朝来市和田山町内には多くの古墳が所在していますが、その中で、我が国では最多の水鳥型

埴輪が出土したのはどの古墳でしょうか。 

(a) 縦縫古墳         (b) 観音塚古墳      (c) 池田古墳        （d) 文堂古墳 

 

【28】養父市八鹿町の標高 330ｍの位置にある但馬の代表的な山城跡で、豊臣時代に築かれた貴重 

な遺跡といわれているのは、次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 

 

【29】朝来市山東町にあり、朝来市のマスコットの名前にもなっている直径約 90m の近畿地方最 

大の円墳は、どの古墳でしょうか。 

(a) 茶臼山古墳       (b) 森尾古墳       (c) 二方古墳       (d) 茶すり山古墳 

 

【30】日本有数の鉱山として栄え、明治政府で最も早く官行が決定し、1973 年（昭和 48 年）に

閉山した、朝来市にある鉱山はどこでしょうか。 

(a) 明延鉱山     (b) 生野鉱山     (c) 神子畑鉱山    (d) 中瀬鉱山 

 

【31】豊岡市気比で発見され、国指定重要文化財になり、現東京国立博物館の蔵品となっているの

は、次のうちどれでしょうか。 

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

 

【32】香美町村岡区にある当時の郡役所を活用した民俗資料館は、次のうちどれでしょうか。 

(a) ふるさと       (b) まがたま       (c) まろにえ       (d) まほろば 
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【33】蒸気機関車に水を補給するため、1911 年（明治 44）に赤煉瓦でつくられた給水塔が残る駅

は次のうちどれでしょうか。 

(a) 浜坂駅         (b) 生野駅          (c) 国府駅         (d) 梁瀬駅 

 

【34】かつて、明延鉱山と神子畑鉱山の間を運行していた「明神電車線」は、その乗車料が電車の

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円           (b) ５円           (c) １０ 円        (d) １００ 円 

 

【35】全線営業は約15 年足らずの路線だったが、現在も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) 豊岡駅         (b) 江原駅         (c) 八鹿駅         (d) 養父駅 

 

【36】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 

 

【37】「鉱石の道」の組み合わせの中で、間違っているものはどれでしょうか。 

(a) 中瀬－金山－養父市       (b) 明延－銅山－朝来市  

 (c) 神子畑－銅山－朝来市      (d) 生野－銀山－朝来市 

 

【38】切妻屋根をもつ煉瓦造平屋建で、赤煉瓦の壁面を縁取るように設けられた御影石の白がアク

セントとなっている、全国でも数少ない煉瓦造りの機関庫がある駅は、次のうちどれでしょ

うか。 

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

 

【39】1934 年（昭和9 年）に建設され、平成17年から平成 24年まで豊岡市役所南庁舎別館とし

て利用されていた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 
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【40】1912 年（明治 45）に建設され、全長 309ｍ、橋脚の高さ 41.5ｍで、当時は国内最大規模を

誇った貴重な土木遺産であり、平成 26 年度の土木学会選奨土木遺産に認定されたのは、次

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) 八鹿駅の跨線橋 

 

【41】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

われるのは次のうちどれでしょうか。 

(a) 太鼓踊り        (b) はねそ踊り       (c) 芸踊り          (d) さえもん踊り 

 

【42】次の祭礼と神社の組合せで合っているのはどれでしょうか。 

(a) 菓子祭り（出石神社）       (b) ネッテイ相撲（水谷神社） 

(c) 竹田松明祭（久久比神社）     (d) 瓶子渡祭（愛宕神社） 

 

【43】香美町香住区にあり、円山応挙の障壁画が数多く残り、別名「応挙寺」とも呼ばれている寺

院は次のうちどれでしょうか。 

(a) 大乗寺      (b) 楽音寺      (c) 浅間寺      (d) 大同寺 

 

【44】香美町村岡区にあり、かつて伊津岐山にあったことから別称「伊津岐神社」といわれ、国指

定重要文化財である「絹本著色釈迦十六善神像」がある神社は、次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 

 

【45】朝来市岩津の鷲原寺では、2月の節分に幸福の祈願に 1周 30mにもなる「あるもの」を使い

ます。「あるもの」とは、次のうちどれでしょうか。 

(a) コマ           (b) 綱             (c) しめ縄         (d) 数珠 

 

【46】養父市大屋町にあり、弘法大師によって開創され、亀島を持つ阿字池と渓谷風の滝を持つ心

字池の２庭園があるお寺で、別名「夏梅の庭寺」とも呼ばれているのは、次のうちどれでし   

ょうか。 

(a) 今滝寺         (b) 福王寺         (c) 蓮華寺         (d) 山路寺 
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【47】正福寺には、学名で「プルヌス・タジマエンシス・マキノ」といい、1つの花にめしべが複

数あるという「正福寺桜」がありますが、この寺院があるのは、次のどの温泉でしょうか。 

(a) 湯村温泉        (b) 城崎温泉        (c) 浜坂温泉        (d) 黒川温泉 

 

【48】コウノトリが求愛や威嚇する時などに、くちばしを打ち付ける行為は何でしょう。 

(a) クラッカーリング     (b) クラッタリング 

(c) クッキーリング      （d）プロレスリング 

 

【49】国の天然記念物に指定されている玄武洞は、約 160 万年前の溶岩が冷えてできたものです。

玄武洞の記述で誤っているものはどれでしょうか。 

 (a) 発達した柱状節理が見られる     (b) 岩石名「玄武岩」由来の地 

(c) 地磁気逆転が発見された場所     (d) 動物の足跡化石が発見された 

 

【50】コウノトリの成鳥の体重は、一般的に約何キログラムと言われているでしょうか。 

 (a) １          (b) ５          (c) ９          (d) １３ 

 

【51】山陰海岸ジオパークは鳥取県、兵庫県、京都府の 3府県にまたがる広大なエリアですが、こ

の範囲に含まれない場所は次のうちどれでしょう。 

   (a) 鳥取砂丘     (b) 但馬御火浦     (c) 出石城下町      (d) 伊根の舟屋地区 

 

【52】香美町香住区境から鎧に至る香住海岸の名勝のうち、当てはまらないものは次のうちどれで

しょうか。 

   (a) 鎧の袖         (b) 今子浦千畳敷    (c) 矢城ヶ鼻灯台    (d) 下浜の流痕 

 

【53】豊岡市竹野町にある猫崎半島で、海水の浸食作用により作られた兵庫県の天然記念物は何で

しょうか。 

     (a) はさかり岩     (b) 波食甌穴群      (c) 亀山洞門       (d) 象の足跡化石 
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【54】但馬地域には 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) 段ヶ峰        (b) 蘇武岳        (c) 大岡山        (d) 妙見山 

 

【55】但馬には兵庫県で一番高い山（1,510ｍ）がありますが、どの山でしょうか。 

   (a) 瀞川山         (b) 鉢伏山        (c) 氷ノ山        (d) 三川山 

 

【56】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朝来市の山は、次

のうちどの山でしょうか。 

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

 

【57】但馬には多くの滝がありますが、名称と所在地が全て一致しているものは、どれでしょうか。 

 (a) 八反の滝（新温泉町）・霧ヶ滝（香 美 町）・猿尾滝（養 父 市）・天滝（豊 岡 市） 

 (b) 八反の滝（香 美 町）・霧ヶ滝（養 父 市）・猿尾滝（豊 岡 市）・天滝（新温泉町） 

 (c) 八反の滝（養 父 市）・霧ヶ滝（豊 岡 市）・猿尾滝（新温泉町）・天滝（香 美 町） 

 (d) 八反の滝（豊 岡 市）・霧ヶ滝（新温泉町）・猿尾滝（香 美 町）・天滝（養 父 市） 

 

【58】裏から滝の流れを見ることができる、別名｢裏見の滝｣と呼ばれている珍しい滝で、兵庫県指

定名勝となっているのは、次のうちどれでしょうか。 

 (a) シワガラの滝    (b) 吉滝          (c) 布滝          (d) 白糸の滝 

 

【59】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 

 

【60】瀬戸内海に注ぐ市川の源流にあたり、紅葉の名所としても知られる朝来市の渓谷は次のうち

どれでしょうか。                                                         

(a) 黒川渓谷       (b) 小代渓谷      (c) 糸井渓谷        (d) 奥山渓谷  
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【61】1976 年（昭和 51 年）世界的にも珍しい自然産状の「硬玉ヒスイの原石」が発見された場

所は、どこでしょうか。 

(a) 豊岡市日高町    (b) 養父市大屋町     (c) 香美町村岡区    (d) 朝来市山東町 

 

【62】「カツラの天然水」として平成の名水百選に認定された水源近くにある、但馬高原植物園の

シンボルとなっている巨木はどれでしょうか。 

(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  

 

【63】養父市大久保にある大杉は、とてつもなく大きいを意味する方言で呼ばれていますが、何

杉といわれているでしょうか。 

(a) デッカイ杉     (b) ドエリャー杉    (c) ホードー杉     (d) ボーボー杉 

 

【64】朝来市の足鹿神社境内にあるケヤキで樹齢 1600 年と推定され、県下一の大ケヤキとして国

の天然記念物にも指定されているのは、次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 

 

【65】新温泉町竹田にあり、樹齢 250年、京都の天竜寺から移植されたしだれ桜の巨木は次のうち

どれでしょうか。 

(a) 延応寺のシダレザクラ   (b) 泰雲寺のシダレザクラ   

(c) 正福寺のシダレザクラ   (d) 畑上のシダレザクラ     

 

【66】平成 24 年に円山川下流域・周辺水田が登録された、世界の重要な湿地を守る国際条約の事

を何というでしょうか。 

    (a) パリ協定     (b) ワシントン条約   (c) ラムサール条約    (d) 京都議定書   
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【67】新温泉町の面沼神社で行われ、ある物の形・大きさ・光沢などでその年の吉凶・景気を占う

祭りは、どれでしょうか。 

(a) 大わらじ奉納    (b) お当の餅つき    (c) 御田植祭        (d) お茗荷祭り 

 

【68】国指定有形民俗文化財の「農村歌舞伎舞台」があり、農村歌舞伎が復活した養父市関宮の

地区はどこでしょうか。 

(a) 鵜縄        (b) 葛畑          (c) 轟           (d) 別宮 

 

【69】5月 5日に中学生達が初節句を迎える男の子がいる家々を回り、門前で丸い輪を描きながら

5本の幟を持ち祝う「幟まわし」が行われるのは次のうちどの神社でしょうか。 

(a) 日出神社     (b) 出石神社       (c) 中嶋神社       (d) 宇都野神社 

 

【70】香美町にある三川権現社では、無病息災などを願って大祭が開かれ、護摩供（ごまく）が行

われる。この祭事は何月に行われるでしょうか。 

(a) １月         (b) ３月          (c) ５月          (d) １１月 

  

【71】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) 弓矢    (c) だんじりのぶつけ合い      (d) 綱引き 

 

【72】江戸時代、出石藩主が始めたとされる「出石初午大祭」は、但馬に何を告げる祭りとして有

名でしょうか。 

 (a) 春        (b) 夏         (c) 秋          (d) 冬 

  

【73】養父市のお走り祭りで、神輿を担いで渡る「川渡御」が行われるのは次のうちどの川でしょ

うか。 

 (a) 大屋川      (b) 建屋川       (c) 米地川       (d) 八木川 
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【74】高さ約 7m の大松明が有名な朝来市和田山町の竹田松明祭の起源は、江戸時代中期に起こ

ったどんな災害に由来するでしょうか。 

(a) 地震        (b) 水害        (c) 火災        (d) 竜巻 

 

【75】次の祭りのうち、例年、開催日が一番遅いのはどれでしょうか。 

 (a) 和田山地蔵祭（朝来市）   (b) まいそうまつり（養父市） 

(c) 柳まつり（豊岡市）     (d) 川下まつり（新温泉町） 

 

【76】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 

 

【77】朝来市和田山町出身で、農民の喜びや悲しみを歌う「農民歌人」と称され、但馬歌壇の父と

もいわれているのは、誰でしょうか。 

(a) 前田周助     (b) 原 六郎      (c) 前田純孝      (d) 藤原東川 

 

【78】豊岡市出身で国土保全に尽くした「赤木正雄」の業績により、世界共通語になったのは、ど

の言葉でしょうか。 

 (a) ＢＯＵＳＡＩ（防災）     (b) ＣＨＩＳＡＮ（治山） 

(c) ＳＡＢＯ（砂防）       (d) ＣＨＩＳＵＩ（治水） 

 

【79】養父市関宮出身の作家「山田風太郎」の作品の中で、一世を風靡した人気シリーズは、どれ

でしょうか。 

   (a) 三度笠      (b) 捕物帖       (c) 忍法帖       (d) 必殺仕事人 

 

【80】新温泉町諸寄の出身で、社会的弱者への教育に尽力し「飛騨聖人」と呼ばれた社会教育者は

誰でしょうか。                             

(a) 近藤朔風      (b) 小島徹三       (c) 東井義雄      (d) 篠原無然  
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【81】「栃の木」「白き花」などの歌集で知られるアララギ派の歌人であり、医師でもあった丸

山修三の出身はどこでしょうか。 

 (a) 新温泉町春来     (b) 香美町村岡区    

(c) 香美町香住区     (d) 養父市関宮         

 

【82】豊岡市出石町出身の洋画家で、女性美を追究した作品を多数描き、1996年に文化勲章を受章

した洋画家は誰でしょうか。 

(a) 宇野雪村     (b) 平山郁夫     (c) 福沢一郎     (d) 伊藤清永 

 

【83】海や鳥をモチーフにした具象彫刻が有名で、あさご芸術の森美術館に生涯作品が展示されて

いる文化勲章を受章した彫刻家は、誰でしょうか。 

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

 

【84】出石で生まれ、明治の新国家設立に尽力した政治家・桜井勉の業績のうち、誤っているも

のはどれでしょうか。 

(a) 『校補但馬考』を執筆     (b) 琵琶湖疎水を着工  

 (c) 気象観測所の創設       (d) 徳島県知事に就任         

 

【85】現在、城崎温泉には 7 つの外湯がありますが、一の湯、御所の湯、まんだら湯、鴻の湯、地 

蔵湯、さとの湯と、もうひとつは次のうちどれでしょうか。 

(a) 松の湯        (b) 柳湯         (c) 竹の湯         (d) 桜湯 

 

【86】湯村温泉街の中心にある源泉で、摂氏 98 度の豊富な温泉が湧き出ている場所を何というで

しょうか。 

   (a) 足湯          (b) 荒湯         (c) 地獄湯         (d) 熱湯 

 

【87】「へしこ」はイワシ、サバ、イカなどの魚を寒い時期に漬け込む保存食ですが、何に漬け

込むのでしょうか。 

(a) みそ          (b) しょう油       (c) ぬか          (d) こうじ 
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【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】岩津ねぎは根深ねぎと葉ねぎの兼用種であり、柔白部分から葉先部分まで食べられるのが 

特徴です。次のうち、どのねぎの改良種といわれているでしょうか。 

(a) 深谷ねぎ      (b) 九条ねぎ      (c) 千住ねぎ      (d) 観音ねぎ 

 

【90】但馬牛は、優良牛の育成を目指して、何世代も近親繁殖を繰り返し、その優れた特質が固定

され血統をつくってきましたが、この系統を何と呼んでいるでしょうか。 

 (a) 蔓（つる）   (b) 蔦（つた）   (c) 葛（くず）   (d) 綱（つな） 

 

【91】豊岡のカバンは、もともとはある素材を用いたかご編みの技術から発展したといわれていま

すが、ある素材とは何でしょうか。 

 (a) 藤           (b) コリヤナギ    (c) カズラ        (d) 竹 

 

【92】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) 金属バネ       (c) 畳           (d) 家具 

 

【93】皿そばで有名な但馬の小京都・出石。この町並みのシンボルとなっている時計台は何という

でしょうか。 

 (a) 申鼓楼      (b) 午鼓楼       (c) 辰鼓楼       (d) 寅鼓楼 

 

【94】新温泉町浜坂には、北前船が寄港した江戸時代の雰囲気が残る遊歩道が整備されています。

小径（こみち）に沿って流れる川の名に由来するこの遊歩道の名前はどれでしょうか。 

(a) 久斗小径       (b) たぎみ小径     (c) きしだ小径     (d) あじわら小径   
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【95】通称「佐中千年家」は江戸初期に建設されたとされ、原六郎の生家としても知られています。

朝来市にあるこの文化財の名称はなんでしょうか。               

(a) 原家住宅       (b) 進藤家住宅     (c) 旧吉川家住宅    (d) 宿南家住宅   

 

【96】養父市の旧栃尾家住宅は、明治時代中期に診療所として建てられた、当時の生活文化を伝え

る貴重な建造物です。現在では別の用途で活用されていますが、次のうちどれでしょうか。 

(a) 飲食店        (b) 集会所        (c) 農家民宿       (d) 木彫展示館 

 

【97】冬の日本海岸で「うらにし」が吹くと、海がしけて漁に出られない日が続くことがある。こ

の「うらにし」はどの方角から吹く風でしょうか。              

(a) 北西         (b) 南西        (c) 北東       (d) 南東    

 

【98】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) 上巳の節句     (b) 端午の節句     (c) 七夕の節句     (d) 重陽の節句 

 

【99】昔、但馬の国を治めようと天日槍命と大国主命が争ったという伝説が残る藤無山は、次のう

ちどこにある山でしょうか。 

 (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 

 

【100】「耀山」と書いて「かかやま」と読みます。この地名はどこにあるでしょうか。 

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

 

 

 


