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第１４回但馬検定（１級・２級） 

次の問いに答えなさい。 

 

【１】７世紀後半になると、但馬地方にも律令制度による地方支配が及び、中央政権から任命され

た国司が但馬国の政治を司り、国府が置かれましたが、「第２次但馬国府跡」とされる遺跡は、

次のうちどれでしょうか。 

(a) 畑ヶ平遺跡   (b) 神鍋遺跡   (c) 祢布ヶ森遺跡   (d) 袴狭遺跡 

 

 

【２】1285年（弘安8）、幕府に注進された土地台帳である「但馬国太田文」は、中世但馬の所領

関係を知る貴重な史料となっていますが、この台帳を注進したのは、次のうちだれでしょうか。 

(a) 太田昌明    (b) 太田政頼    (c) 太田守延    (d) 太田政綱 

 

 

【３】江戸時代後期、但馬各地に藩校や私塾が開設され、後の明治維新に貢献する若者が数多く輩

出されましたが、「池田草庵」が開設した塾は、次のうちどれでしょうか。 

(a) 稽古堂    (b) 明倫館    (c) 相馬塾    (d) 青谿書院 

 

 

【４】円筒埴輪が採集されていることなどの点から、北但馬の古墳時代中期を代表する大型古墳と

されているのは、次のうちどれでしょうか。 

(a) 茶臼山古墳    (b) 塚山古墳    (c) ケゴヤ古墳    (d) 小見塚古墳 

 

 

【５】但馬農業高等学校の南東に広がる尾根上に「国木とが山古墳群」があります。19基からなる

古墳群で県指定文化財となっていますが、主墳となる「上山古墳」は、養父市内で唯一の古墳

の形をしています。その古墳の形とは、次のうちどれでしょうか。 

(a) 円墳    (b) 前方後円墳    (c) 前方後方墳    (d) 方墳 
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【６】６世紀後半から７世紀中頃にかけて、大型古墳が連続してつくられた大薮古墳群には、但馬

最大の政治的権力者が埋葬されていると考えられていますが、その古墳群の１つで、但馬最大

の横穴式石室を有する古墳は、次のうちどれでしょうか。 

(a) 楯縫古墳    (b) 塚山古墳    (c) 堀畑１号墳    (d) 禁裡塚古墳 

 

 

【７】1971年（昭和 46）、和田山バイパス建設工事に伴い発掘調査が行われ、畿内の大和政権が配

付したものといわれている「三角縁神獣鏡」が出土した古墳は、次のうちどれでしょうか。 

(a) 小丸山古墳    (b) 茶すり山古墳    (c) 城ノ山古墳    (d) 船宮古墳 

 

 

【８】竪穴系横口式石室の名で呼ばれる石室に、「三角持送り式天井」という石室を堅固により高

く構築するための特殊な構築方法が用いられている古墳は、次のうちどれでしょうか。 

(a) 八幡山古墳群    (b) 三の谷壁画古墳    (c) 文堂古墳    (d) 二方古墳 

 

 

【９】1912年（大正元）、「ある地域」の石切場で発見された４個の銅鐸は、銅鐸の生産や流通を

考えるうえできわめて重要な資料のため、現在は東京国立博物館に所蔵されていますが、発見

された「ある地域」とは、次のうちどれでしょうか。 

(a) 豊岡市中谷   (b) 豊岡市気比   (c) 豊岡市高屋   (d) 豊岡市日高町国分寺 

 

 

【10】室町時代に築城された「木崎（城崎）城」は、後に宮部継潤によって「豊岡城」と改名され

ましたが、この「豊岡城」があったのは、次のうちどの山でしょうか。 

(a) 来日岳    (b) 三開山    (c) 戸辺羅山    (d) 神武山 

 

 

【11】雲海に浮かぶ「天空の城」として全国的に知られる「竹田城跡」は、山の地形を巧みに活用

し、防御に対して綿密に配慮された全国屈指の山城ですが、その勇壮な姿から別名として呼ば

れているのは、次のうちどれでしょうか。 

(a) 虎臥城    (b) 金鯱城    (c) 鷹岡城    (d) 亀ケ城 
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【12】祭神は但馬開発の祖神のひとりである「天日槍命（あめのひぼこのみこと）」で、古事記や

日本書紀にも名を連ね、古くから山陰の大社であったといわれる神社は、次のうちどれでしょ

うか。 

(a) 絹巻神社    (b) 中嶋神社    (c) 出石神社    (d) 粟鹿神社 

 

 

【13】祭神は「国作大己貴命(くにつくりおおなむちのみこと)」で、豊岡の地場産業「杞柳・かば

ん」の神として祭られる「柳の宮神社」が境内にある神社は、次のうちどれでしょうか。 

(a) 酒垂神社    (b) 小田井縣神社    (c) 八幡神社    (d) 海神社 

 

 

【14】日本書紀に記述された「ある動物」の伝説により、「久久比神社」には、子宝や安産祈願に

多くの人が訪れていますが、「ある動物」とは、次のうちどれでしょうか。 

(a) コウノトリ    (b) 白うさぎ    (c) たぬき    (d) ねずみ 

 

 

【15】城崎温泉街の中央に位置し、古来より城崎温泉の氏神、温泉の守護神として信仰されてきた

神社は、次のうちどれでしょうか。 

(a) 桑原神社    (b) 気多神社    (c) 雷神社    (d) 四所神社 

 

 

【16】豊岡市但東町の「日出神社」の境内には、「ある人物」が幽閉されたという黒木御所の跡が

ありますが、「ある人物」とは、次のうちだれでしょうか。 

(a) 雅成親王    (b) 恒良親王    (c) 護良親王    (d) 早良親王 

 

 

【17】中央の土俵を囲んで半円形に６段の石積みが施され、野外観覧席のような趣のある、全国的

にも珍しい桟敷が残っている神社は、次のうちどれでしょうか。 

(a) 赤淵神社    (b) 青倉神社    (c) 表米神社    (d) 當勝神社 
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【18】北前船の風待ち港として栄えた「諸寄港」を見下ろす高台に鎮座し、全国の船主などから寄

進された玉垣が残っている神社は、次のうちどれでしょうか。 

(a) 為世永神社    (b) 二方神社    (c) 宇都野神社    (d) 大歳神社 

 

 

【19】千眼寺の塔頭（たっちゅう）であった寺院で、平安時代中期の作品と言われている「木造四

天王立像」が残っているのは、次のうちどれでしょうか。 

(a) 文常寺    (b) 正楽寺    (c) 妙楽寺    (d) 東楽寺 

 

 

【20】大師山中腹に位置し、国指定重要文化財の「本堂・宝篋印塔」や「十一面観音立像」など貴

重な文化財や城崎温泉の歴史を伝える宝物を数多く所蔵している寺院（写真参照）を創建した

のは、次のうちだれでしょうか。 

 

(a) 道智上人 

  (b) 道照上人 

  (c) 慈覚大師 

  (d) 覚増上人 

 

 

 

【21】山名四天王のひとり楽々前（ささのくま）城主・垣屋隆国の菩提寺として、1587年（天正15）

阿瀬金山に建立された寺院（写真参照）は、関西花の寺第６番札所としても有名ですが、次の

うちどの花で有名でしょうか。 

 

(a) モクレン 

(b) ボタン 

(c) 桔梗 

(d) ツツジ 
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【22】６世紀に建立したと伝えられる真言宗の古刹で、但馬守護の山名持豊（宗全）をはじめ、垣

屋・八木・太田垣氏など但馬の有力武将たちの祈願所であり、境内には樹齢 600年の大イチョ

ウのある寺院（写真参照）は、次のうちどれでしょうか。 

 

                        (a) 観音寺 

                       (b) 浅間寺 

    (c) 日光院 

    (d) 今滝寺 

 

 

 

 

【23】写真の銅鐘は、1267年（文永 4）に鋳造された名鐘で、第２次世界大戦中、金属類が次々と

没収されるなか、この鐘は没収を免れ、後に県の文化財に指定されましたが、この珍しい銅鐘

のある寺院は、次のうちどれでしょうか。 

 

(a) 金蔵寺 

(b) 円龍寺 

(c) 大同寺 

(d) 日輪寺 

 

 

 

 

【24】江戸時代から「馬北（北但馬）の鬼道場」と知られ、曹洞宗を復興した学僧「玄楼和尚」な

ど代々名僧が出ている寺院で、2018 年（平成 30）に追加認定された日本遺産「荒波を越えた

男たちの夢が紡いだ異空間～北前船寄港地・船主集落」の構成文化財にもなっている寺院は、

次のうちどれでしょうか。 

(a) 大乗寺    (b) 正福寺    (c) 泰雲寺    (d) 龍満寺 
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【25】「生野銀山」は、807年（大同2）に開坑したと伝えられ、織田、豊臣、徳川の幕府直轄鉱山

として栄えた後、1868年（明治元）に政府の直轄となり、日本の近代鉱山第１号となりました

が、生野鉱山の近代化に携わった技術者「コワニエ」は、次のうちどこの国の人でしょうか。 

(a) イギリス    (b) フランス    (c) ドイツ    (d) イタリア 

 

 

 

【26】明延、神子畑、生野、中瀬の鉱山は、日本の近代化を支えた鉱山で、近代鉱山開発とともに

「３つの道」が作られ、明延から神子畑を結ぶ「明神電車」はその１つです。明神電車が運ん

だ当時産出量日本一の鉱石は、次のうちどれでしょうか。 

 

                       (a) 金 

                       (b) 銀 

    (c) 銅 

    (d) 錫 

 

 

 

 

【27】1991 年（平成 3）までのおよそ 80 年にわたり蒸気機関車やディーゼル機関車の点検修理の

ための施設として利用され、全国においても数少ない煉瓦造りの機関庫（写真参照）がある駅

は、次のうちどれでしょうか。 

 

(a) 生野駅 

(b) 豊岡駅 

(c) 和田山駅 

(d) 浜坂駅 
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【28】山陰本線江原駅と豊岡市出石町を結ぶため、地元住民の出資により建設された「出石鉄道」

は、1929年（昭和 4）に開通しましたが、不要不急線として営業休止となったのは、次のうち

いつでしょうか。 

(a) 1934年(昭和9) (b) 1944年(昭和19) (c) 1954年(昭和29) (d) 1964年(昭和39) 

 

 

 

【29】但馬の駅にも跨線橋（写真参照）を見かけますが、明治時代の鋳物を使った柱脚の跨線橋は

極めて珍しいものです。その跨線橋が但馬の２駅にあり、一つは竹野駅ですが、もう一つの駅

は、次のうちどれでしょうか。 

 

(a) 城崎温泉駅 

(b) 八鹿駅 

(c) 養父駅 

(d) 竹田駅 

 

 

 

 

【30】城崎温泉の景観を特徴づけている、愛宕橋、柳湯橋、桃島橋、弁天橋の「弓形橋群」（写真

参照）は、護岸に玄武岩を積み上げ、その上に高さ 70～80cm の側壁を張り巡らせたため、弓

形の橋となっていますが、この弓形橋群が建設されたのは、次のうちいつでしょうか。 

 

(a) 1912年（明治45） 

(b) 1917年（大正6） 

(c) 1926年（昭和元） 

(d) 1932年（昭和7） 
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【31】「近代化遺産」とは、幕末から第２次世界大戦期までの間に建設され、我が国の近代化に貢

献した産業・交通・土木に係る建造物とされていますが、次の近代化遺産のうち、建設された

年の順に並べたものは、次のうちどれでしょうか。 

    Ａ 旧山口村役場（現山口公民館） 

    Ｂ 旧兵庫県農工銀行（現豊岡 1925） 

    Ｃ 旧養父合同銀行大屋支店 

    Ｄ 旧豊岡町役場（現豊岡稽古堂） 

(a) Ａ→Ｄ→Ｃ→Ｂ      (b) Ａ→Ｂ→Ｄ→Ｃ 

(c) Ａ→Ｄ→Ｂ→Ｃ      (d) Ａ→Ｂ→Ｃ→Ｄ 

 

 

【32】1894年（明治27）頃建設された木造擬洋風建築物で、現在は「民俗資料館まほろば」（写真

参照）として、縄文時代早期の石器や土器などの資料を展示している建物は、次のうちどれで

しょうか。 

 

(a) 旧七美公民館 

(b) 旧七美警察署 

(c) 旧七美郵便局 

(d) 旧七美郡役所 

 

 

 

【33】どこか別世界の建物を思わせるような雰囲気のあるこの建物（写真参照）は、昭和の時代に

「東洋一の選鉱場」とうたわれた神子畑選鉱場跡で、今年開設 100周年を迎えました。この選

鉱場跡で行われていないイベントは、次のうちどれでしょうか。 

 

(a) ミュージックビデオの撮影 

(b) コスプレ撮影会 

(c) 一円電車「くろがね号」の運行 

(d) プロジェクションマッピング 
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【34】自然がつくり出した芸術とも言うべき、見事な柱状の節理（岩石の割れ目）で知られる「玄

武洞」ですが、玄武洞公園には５つの洞から成り、うち２つは 1931年（昭和 6）に国の天然記

念物に指定されています。一つは玄武洞ですが、もう一つ（写真参照）は、次のうちどれでし

ょうか。 

  

(a) 白虎洞 

(b) 青龍洞 

(c) 北朱雀洞 

(d) 南朱雀洞 

 

 

 

 

【35】海中から突き出た２本のロウソクのような礫岩の間に、球状の礫岩が挟まれて、奇観を形成

し、「はさかり岩」（写真参照）と呼ばれていますが、この「はさかり岩」を見ることができ

るのは、次のうちどの地域でしょうか。 

 

(a) 香美町香住区下浜 

(b) 新温泉町居組 

(c) 豊岡市竹野町田久日 

(d) 豊岡市竹野町切浜 

 

 

 

 

【36】冒険家の「植村直己」が、若き日によく登った山として知られ、山頂からは 360度の眺望が

得られ、麓の阿瀬渓谷、但馬や因幡の山々、遠く日本海まで見渡すことができる山は、次のう

ちどれでしょうか。 

(a) 蘇武岳   (b) 妙見山   (c) 三川山   (d) 神鍋山 
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【37】朝来市生野町と宍粟市一宮町を境とする位置にある山で、なだらかな山容や四季折々の自然

や景色を楽しむことができ、希少種でもあるイヌワシの数少ない生息地でもある山は、次のう

ちどれでしょうか。 

(a) 朝来山   (b) 青倉山   (c) 段ヶ峰   (d) 粟鹿山 

 

 

【38】夫婦滝、鼓ヶ滝、糸滝など大小の滝が連続する滝群や落差 98ｍを誇る「日本の滝 100選」に

選定された名瀑があり、四季折々の美しい表情を楽しめる渓谷（写真参照）は、次のうちどれ

でしょうか。 

 

  (a) 阿瀬渓谷 

  (b) 霧ヶ滝渓谷 

  (c) 黒川渓谷 

  (d) 天滝渓谷 

 

 

 

 

 

 

【39】「氷ノ山後山那岐山国定公園」の区域内にあり、「日本秘境100選」に兵庫県で唯一選ばれ

た秘境で、渓流と登山道が交差し、沢歩きと滝を楽しむことができる渓谷（写真参照）は、次

のうちどれでしょうか。 

 

   (a) 小代渓谷 

    (b) 瀞川渓谷 

    (c) 小又川渓谷 

    (d) 奥山渓谷 
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【40】香美町小代区の中心を流れる矢田川の源流近くには多くの滝があり、久須部渓谷の上流にあ

る「吉滝」もその一つです。この滝は、近畿でも珍しい滝として知られ、別名で呼ばれること

もありますが、その別名とは、次のうちどれでしょうか。 

(a) 吹き上げの滝   (b) 裏見の滝   (c) 四度の滝   (d) 仙人の滝 

 

 

 

【41】国内の野生のコウノトリが絶滅した後、豊岡市に初めて定着した野生のコウノトリ「ハチゴ

ロウ」は、身をもってコウノトリの生態を教え、野生復帰事業に大きな役割を果たしましたが、

その「ハチゴロウ」が、兵庫県立コウノトリの郷公園に初めて降り立った年は、次のうちいつ

でしょうか。 

(a) 1989年(平成元)  (b) 1997年(平成9)  (c) 2002年(平成14)  (d) 2007年(平成19) 

 

 

 

【42】養父市大屋町の「樽見の大ザクラ」（写真参照）は、県下最大クラスのエドヒガンザクラで、

推定樹齢は1,000 年とも言われていますが、1823年（文政6）、この桜を見学した出石藩の儒

学者「桜井石門」によって命名し、今でも地元の人から呼ばれている名前は、次のうちどれで

しょうか。 

 

(a) 仙櫻 

(b) 美人櫻 

(c) 曙櫻 

(d) 夢見櫻 

 

 

 

【43】海岸線近くの山の頂近くに生えるのは珍しいと言われる「トチノキ」が生え、「海が荒れた

夜に天狗がこの木の上で灯をともし、漁師はその灯を頼りに港に戻った」という言い伝えが残

っている地域とは、次のうちどこでしょうか。 

(a) 豊岡市畑上  (b) 豊岡市気比  (c) 香美町香住区下浜  (d) 新温泉町芦屋 



- 12 - 

 

【44】1928年（昭和 3）、国の天然記念物に指定された当時の樹高は30ｍ、ケヤキとしては兵庫県

で一番の巨樹で、現在は、往事の勢いこそありませんが、朝来市の木としても親しまれている

「八代の大ケヤキ」（写真参照）は、次のうちどの神社の境内にあるでしょうか。 

 

(a) 青倉神社 

(b) 赤淵神社 

(c) 姫宮神社 

(d) 足鹿神社 

 

 

 

 

【45】「ザゼンソウ」（写真参照）は、北海道から中部地方の山間の湿地や冷涼な谷地などに生息

する多年草ですが、西日本の「この地域」におよそ 1.5haに3,000 株を超えて群生しているの

は珍しく、貴重な存在として、1971年（昭和 46）に県の天然記念物に指定されました。ザゼン

ソウが群生している「この地域」とは、次のうちどこでしょうか。 

 

(a) 養父市大久保 

(b) 養父市大屋町加保 

(c) 香美町村岡区大笹 

(d) 香美町村岡区村岡 

 

 

 

 

【46】久斗山の「ある神社」には、樹齢約 800 年の「大ヒノキ」があり、このヒノキの根元では、

「万年酒」と言われる酒が作られ、毎年祭礼の当日（10月1日）に開けて、酒の出来で村の吉

兆が占われます。このような全国的にも貴重な神事の行われる「ある神社」とは、次のうちど

れでしょうか。 

(a) 八幡神社   (b) 大杉神社   (c) 大歳神社   (d) 牛ヶ峯神社 
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【47】但馬には多くのカツラの木が生育していますが、根元からは豊富な清水が湧いており、下流

に広がる多くの棚田をうるおし、支幹が左巻きであることから「捻幹カツラ」とも呼ばれてい

る大カツラ（写真参照）は、次のうちどれでしょうか。 

 

(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 

 

 

 

 

 

【48】「銚子ヶ谷湿原のカキツバタ群落」（写真参照）は、兵庫県版レッドデータブック（植物群

落）のＡランクに指定される貴重な植物群落ですが、湿原土壌に含まれる花粉の分析により、

カキツバタ群落の存在していた年代が判明しました。その年代とは、次のうちどれでしょうか。 

 

(a) 約500年以上前 

(b) 約1,000年以上前 

(c) 約4,000年以上前 

(d) 約10,000年以上前 

 

 

 

 

【49】「轟の太鼓踊り」について記述したもので、誤っているものは、次のうちどれでしょうか。 

(a) 「ざんざか・ざんざこ踊り」といった風流太鼓踊りと同じ系統に属している。 

(b) 「蓮華寺」で行われる盆の施餓鬼供養の仏事として踊られる。 

(c) 最近では、盆だけでなく、「蓮華寺紅葉まつり」でも見ることができる。 

(d) 締太鼓に記されている年号から、江戸時代後期から途切れることなく続けられている。 
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【50】次の写真は、約 400年間途切れることなく続けられてきた伝統行事を写した１枚ですが、そ

の伝統行事とは、次のうちどれでしょうか。 

 

(a) 大杉ざんざこ踊り 

(b) 久谷ざんざか踊り 

(c) 寺内ざんざか踊り 

(d) 九鹿ざんざか踊り 

 

 

 

 

 

 

【51】1544 年（天文 13）に「荒御霊神社」境内に建てられた舞台を本格的な歌舞伎舞台にするた

め、1892 年（明治 25）に改修された芝居堂で、国の重要有形民俗文化財に指定されている農

村歌舞伎舞台があるのは、次のうちどこでしょうか。 

(a) 豊岡市出石町柳  (b) 豊岡市但東町虫生  (c) 養父市葛畑  (d) 香美町香住区森 

 

 

【52】平成 29 年度に兵庫県の重要無形文化財に指定された「香美町の三番叟」は、伝承される７

か所のうち６か所は香住区で、１か所は小代区です。歌舞伎の流れをくんだ「二人三番叟」が

伝承されている小代区の地区は、次のうちどこでしょうか。 

(a) 新屋    (b) 貫田    (c) 鍛冶屋    (d) 秋岡 

 

 

【53】「海上の傘踊り」は、江戸時代から伝わる雨乞いの儀式から派生したとされ、長柄の絵模様

傘に無数の鈴を付け２人１組で勇壮活発に踊るものですが、この傘踊りを踊る時期は、次のう

ち何月でしょうか。 

(a) ２月    (b) ４月    (c) ６月    (d) ８月 
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【54】三たん（但馬・丹波・丹後）一の行事として但馬に春到来を告げる「出石初午大祭」（写真

参照）は、江戸時代、出石藩主が旧暦２月の最初の午の日に、城の大手門を開放して城内の神

社に参詣を許したことに始まるとされていますが、この神社とは、次のうちどれでしょうか。 

 

(a) 出石神社 

(b) 稲荷神社 

(c) 伊福部神社 

(d) 八幡神社 

 

 

 

【55】養父神社から約20km離れた斎（いつき）神社を目指し、約 150kgの神輿を担いで練り歩き、

道中の大屋川を渡る「川渡御」（写真参照）が大きな見どころとなっている祭りとは、次のう

ちどれでしょうか。 

 

(a) まいそうまつり 

 (b) はやしこみ 

 (c) 瓶子渡祭 

 (d) お走り祭り 

 

 

 

【56】「竹田松明祭」（写真参照）は、江戸中期に竹田地区を襲った「ある災難」に再びあわない

ようにとの願いを込めて、愛宕神社に大松明を奉納したことがこの祭りの起源といわれていま

すが、「ある災難」とは、次のうちどれでしょうか。 

 

(a) 水害 

 (b) 疫病 

 (c) 火災 

 (d) 飢饉 
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【57】香美町にある「三川権現社」では、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ますが、開催されるのは、次のうちいつでしょうか。 

(a) ２月４日   (b) ３月３日   (c) ３月２１日   (d) ５月３日 

 

 

【58】「湯村の火祭り」は、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

で、はやし言葉に合わせ、「ある川」の両岸を取り囲んだ子どもたちと、観光客が一緒にたい

まつ（現在はトーチ棒）の炎を打ち振り回しますが、「ある川」とは、次のうちどれでしょう

か。 

(a) 春来川    (b) 岸田川    (c) 照来川    (d) 矢田川 

 

 

【59】豊岡市は、大石内蔵助の妻「理玖」ゆかりの地として知られていますが、良妻賢母な武士の

妻の手本として称えられた「理玖の遺髪塚」があるのは、次のうちどこでしょうか。 

(a) 興国寺    (b) 正福寺    (c) 宗鏡寺    (d) 願成寺 

 

 

【60】「但馬牛改良の祖」として知られる「前田周助」が作った優れたメスの血統集団は、「周助

〇」と呼ばれ、最高級の和牛と称される「但馬牛」の基礎となりましたが、この〇に入る漢字

１文字は、次のうちどれでしょうか。 

(a) 蔓    (b) 葛    (c) 葦    (d) 蔦 

 

 

【61】明治の経済界に君臨した「原六郎」について記述したもので、誤っているものは、次のうち

どれでしょうか。 

(a) 13歳の時、青谿書院に入門した。 

(b) 生野義挙に身を投じ、戦いに破れる。 

(c) 日本銀行を創設し総裁となる。 

(d) 生まれ育った住宅は、進藤家住宅である。 
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【62】但馬出身の政治家・官僚について記述したもので、誤っているものは、次のうちどれでしょ

うか。 

(a) 北垣国道 － 京都府知事在任中、琵琶湖の水を京都市内に引く疏水工事を完成させた。 

(b) 斎藤隆夫 － 豊岡市出石町出身で、吉田内閣、片山内閣で国務大臣に就任した。 

(c) 北條秀一 － 豊岡市竹野町出身で、政界引退後、母校の竹野小学校に負けじ魂基金を創設した。 

(d) 小島徹三 － 養父市八鹿町出身で、第４代民社党委員長として活躍した。 

 

 

【63】新温泉町では約 50 年ぶりに酒蔵が復活し、「但馬杜氏」の技を活かした日本酒醸造が行わ

れ、今年４月、待望の新酒が販売されました。販売した会社の名前は、同町出身の登山家にち

なんで名づけられましたが、この登山家とは、次のうちだれでしょうか。 

(a) 篠原無然   (b) 前田純孝   (c) 加藤文太郎   (d) 谷角日沙春 

 

 

【64】豊岡市但東町出身の「東井義雄」は、1957年（昭和32）に「〇を育てる学力」という実践記

録を出版し、全国的に大きな反響を呼びましたが、この〇に入る漢字１文字は、次のうちどれ

でしょうか。 

(a) 村    (b) 親    (c) 民    (d) 個 

 

 

【65】2008年（平成20）に約 59年の歴史にピリオドを打った「大阪名物くいだおれ」の創業者の

出身地は、次のうちどこでしょうか。 

(a) 豊岡市城崎町  (b) 養父市八鹿町  (c) 朝来市生野町  (d) 香美町香住区 

 

 

【66】名作「生きる」や「七人の侍」などの黒澤明作品に出演した「志村喬」のゆかりの品が展示

されている記念館には、「高倉健」や「岡田准一」も来館しています。この記念館は、当時の

建物を修復・復元したものですが、当時の建物とは、次のうちどれでしょうか。 

(a) 公儀宿舎    (b) 職員宿舎    (c) 外国人官舎    (d) 鉱山事務舎 
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【67】新温泉町諸寄出身で、青少年の育成や女工救済活動など、社会教育の先駆者として全国的に

名高い「篠原無然」は、「〇〇の聖人」として、人々に尊敬されていますが、〇〇に入る地名

は、次のうちどれでしょうか。 

(a) 加賀    (b) 出雲    (c) 飛騨    (d) 陸奥 

 

 

 

【68】五大陸最高峰登頂、北極圏１万２千キロ犬ぞり単独冒険など数々の偉業を成し遂げた「植村

直己」ですが、1970年（昭和 45）、日本人として最初に山頂に立った山は、次のうちどれでし

ょうか。 

(a) エベレスト   (b) モンブラン   (c) キリマンジャロ   (d) アコンカグア 

 

 

 

【69】2018 年（平成 30）のプロ野球ドラフト会議で、朝来市出身の松本航投手が埼玉西武ライオ

ンズからドラフト１位の指名を受け入団しましたが、出身中学は、次のうちどれでしょうか。 

(a) 生野中学校   (b) 和田山中学校   (c) 梁瀬中学校   (d) 朝来中学校 

 

 

 

【70】「国民保養温泉地」とは、温泉の公共的利用増進のため、温泉利用の効果が十分期待され、

かつ、健全な保養地として活用される温泉地を「温泉法」に基づき、環境大臣が指定するもの

ですが、令和元年５月現在、兵庫県で唯一指定されているのは、次のうちどれでしょうか。 

(a) 城崎温泉   (b) 湯村温泉   (c) 浜坂温泉郷   (d) 日和山温泉 

 

 

 

【71】但馬地方に昔からある名産品で、アク抜きなどの工程に非常に手間がかかり、独特なほろ苦

さと香りが魅力の特産品は、次のうちどれでしょうか。 

(a) よもぎ餅    (b) とち餅    (c) くるみ餅    (d) ぎんなん餅 
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【72】円山川、矢田川、岸田川など但馬の多くの川で「アユ」が生息していますが、八木川の鮎は、

勢いよく流れる清流の中で育つため、大ぶりながら身の引き締まったところが特徴で「八木〇

〇」と呼ばれています。〇〇に入る言葉は、次のうちどれでしょうか。 

(a) 太郎   (b) 次郎   (c) 三郎   (d) 八郎 

 

 

【73】特色ある地域づくりの一環として、地域の特産品を他の地域のものと差別化を図るための地

域ブランド作りが全国的に行われています。2006年（平成 18）、特許庁が設けた「地域団体商

標制度（地域ブランド）」の登録認定県下第１号は「豊岡鞄」ですが、次の４つ特産品のうち、

地域ブランドに登録されているものが１つあります。その特産品はどれでしょうか。 

(a) 香住ガニ   (b) 出石そば   (c) 岩津ねぎ   (d) 朝倉さんしょ 

 

 

【74】浜坂地域では、一時期、日本有数の「縫針」の産地として栄え、現在は「みすや針」で培わ

れた伝統の技をレコード針の製造などに活かしていますが、江戸時代に「市原惣兵衛」が縫針

製造の技術を導入したのは、次のうちどこからでしょうか。 

(a) 広島    (b) 大阪    (c) 京都    (d) 長崎 

 

 

【75】2017年（平成29）、養父市の「ある地区」の約5.8ヘクタールが、「国の重要伝統的建造物

群保存地区」に選定されました。三階建の養蚕住宅（写真参照）を中心とした土蔵や納屋など

の伝統的建造物群と谷川にそって営まれた集落が、日本を代表する養蚕集落として評価をされ

たものですが、「ある地区」とは、次のうちどれでしょうか。 

 

(a) 大杉地区 

(b) 若杉地区 

(c) 明延地区 

(d) 蔵垣地区 
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【76】生野の町並みを散策すると、民家の土台、お寺の階段、井戸など、いたるところに鉱山町な

らではの石材（写真参照）を見つけることができます。金属光沢を放っているのが特徴で、廃

材のリサイクル利用の先駆けとも言われるこの石材は、次のうちどれでしょうか。 

 

(a) 御影石 

(b) 大理石 

(c) スレート 

(d) カラミ石 

 

 

 

 

【77】「浜坂味原川周辺地区」（写真参照）には、漁業や北前船などの海運による商業で栄えた当

時の浜坂の風情がよりよく残っており、兵庫県の景観条例に基づき「ある地区」に指定されて

いますが、「ある地区」とは、次のうちどれでしょうか。 

 

(a) まちなか景観形成地区 

      (b) 風景型広域景観形成地区 

(c) 歴史的景観形成地区 

(d) 住宅街等景観形成地区 

 

 

 

 

【78】豊岡市引野にある「赤木家住宅」は、明治、大正時代の自作大農経営地主の住宅様式を残す

貴重な文化遺産として、国の有形文化財として登録されていますが、この赤木家に生まれた人

物がその功績を称して呼ばれているのは、次のうちどれでしょうか。 

(a) 但馬歌檀の父    (b) 砂防の神様    (c) 鉱山王    (d) 治水港湾の始祖 
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【79】但馬地域の中でも最も養蚕が盛んに行われていた養父市には、多くの養蚕住宅が残されてい

ますが、養蚕農家の初期の形態を残す極めて稀少な建物として評価され、2008 年（平成 20）

に県の重要文化財に指定された住宅は、次のうちどれでしょうか。 

(a) 平尾家住宅    (b) 宿南家住宅    (c) 旧栃尾家住宅    (d) 森田家住宅 

 

 

【80】朝来市和田山町東河地区には、祖父小山弥兵衛と孫娘との孝行物語が語り継がれています。

この史実の縁がきっかけとなり、朝来市が友好都市提携を結んでいる市は、次のうちどれでし

ょうか。 

(a) 松江市（島根県） (b) 壱岐市（長崎県） (c) 佐渡市（新潟県） (d) 天草市（熊本県） 

 

 

【81】地名の下線部の読み方が誤っているのは、次のうちどれでしょうか。 

(a) 豊岡市日高町水上（むながい） (b) 養父市岩崎（いわさい） 

(c) 朝来市和田山町土田（はんだ） (d) 香美町村岡区池ケ平（いけがなる） 

 

 

【82】次の出来事は、江戸時代に但馬で起きたものです。年代順に正しく並べたものは、次のうち

どれでしょうか。 

    Ａ 出石藩主仙石政辰が学問所（のちに弘道館）を開く。 

    Ｂ 生野の変がおきる。 

    Ｃ 上垣守国が養蚕秘録を出版。 

    Ｄ 仙石騒動により、出石藩が３万石へ減封される。 

(a) Ｃ→Ａ→Ｂ→Ｄ      (b) Ｃ→Ａ→Ｄ→Ｂ 

(c) Ａ→Ｃ→Ｄ→Ｂ      (d) Ａ→Ｃ→Ｂ→Ｄ 

 

 

【83】通学校区を限定しない「小規模特認校」は、令和元年度兵庫県内で７校、そのうち但馬では

養父市内の１校に導入されています。ゲーム形式や音楽などで英語に触れるユニークな授業が

行われている養父市内の「小規模特認校」とは、次のうちどれでしょうか。 

(a) 伊佐小学校   (b) 大屋小学校   (c) 建屋小学校   (d) 関宮小学校 
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【84】2020年東京五輪の「ある競技」に出場が期待されるドイツやスイスの代表チームが、豊岡市

で事前合宿を予定していますが、「ある競技」とは、次のうちどれでしょうか。 

(a) ボート   (b) 自転車   (c) バドミントン   (d) 陸上 

 

 

 

【85】今年、信号のないドーナツ形の交差点「ラウンドアバウト（環状交差点）」が但馬に登場し

ました。兵庫県内では神戸市のポートアイランドに続いて２例目とのことですが、この交差点

（写真参照）の所在地は、次のうちどの市町でしょうか。 

 

(a) 養父市 

(b) 朝来市 

(c) 香美町 

(d) 豊岡市 

 

 

 

 

【86】2019年（令和元）5月、１市６町に伝わる伝統行事「麒麟獅子舞」（写真参照）や背景とな

った地形、自然などをテーマにした「日本海の風が生んだ絶景と秘境－幸せを呼ぶ霊獣・麒麟

が舞う大地『因幡・但馬』」が日本遺産に認定されましたが、ストーリーを構成する文化財に

含まれないのは、次のうちどれでしょうか。 

 

(a) 香住海岸 

(b) 余部鉄橋 

(c) 香美町の三番叟 

(d) 百手の儀式 
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【87】2018年（平成 30）12月、東京で開かれた「第 13回全国学校給食甲子園」で、浅黄豆入り古

代赤米ごはん、白身魚のマヨネーズ焼きなどのメニュー（写真参照）で挑戦し、全国1,701の

学校とセンターの中から、栄冠をつかんだのは、次のうちどの市町でしょうか。 

 

(a) 豊岡市 

(b) 養父市 

(c) 朝来市 

(d) 新温泉町 

 

 

 

【88】2019年（平成 31）2月、全国に先駆けて牛籍簿を整備し、郡内産にこだわった和牛改良を行

い、独自の遺伝資源が保全されてきたことや地域の草原や棚田の維持に貢献していることが評

価され、「兵庫〇〇地域の但馬牛システム」が日本農業遺産に認定されました。〇〇に当ては

まる言葉は、次のうちどれでしょうか。 

 

(a) 但馬 

(b) 小代 

(c) 北部 

(d) 美方 

 

 

 

 

【89】但馬各地では様々な音楽イベントが行われていますが、2019年（令和元）に実施されたイベ

ント名と地域名の組み合わせで誤っているのは、次のうちどれでしょうか。 

(a) おんぷの祭典－豊岡市 

(b) ベーゼンドルファーピアノ演奏体験－養父市 

(c) 酒蔵音楽会－朝来市 

(d) ヴィンテージオーディオで聴くレコード音楽の世界－新温泉町 
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【90】「国道９号を鳥取方面へ、春来トンネルの手前を左折し、つづら折りの上り坂を一気に駆け

上がると、急斜面に家々が立ち並ぶ集落が思いがけなく視界に飛び込んでくる。」この記述は、

但馬の情報誌「Ｔ２」に連載している裏路地探検の一節ですが、この地域（写真参照）は、次

のうちどこでしょうか。 

 

(a) 香美町村岡区柤岡 

(b) 新温泉町丹土 

(c) 香美町村岡区大笹 

(d) 養父市丹戸 

 

 

 

 

【91】ウェブサイト「但馬情報特急」では、ふるさと特派員の皆さんから但馬の新鮮な情報をいた

だいています。次の写真もその中の１枚で、「但馬吉野」とも称される山桜の名所から撮影さ

れたものです。その名所とは、次のうちどれでしょうか。 

 

(a) 神武山公園 

(b) 立雲峡 

(c) 有子山城跡 

(d) 茶すり山古墳公園 

 

 

 

 

 

【92】コウノトリ但馬空港は、2019年（令和元）5月 18日に開港 25周年を迎えましたが、開港し

た 1994年（平成 6）に但馬で起きた出来事は、次のうちどれでしょうか。 

(a) 兵庫県立但馬ドームの完成      (b) 但馬・理想の都の祭典の開幕 

(c) 播但連絡道路姫路和田山間の開通   (d) 兵庫県立コウノトリの郷公園の開園 
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【93】1861年（文久元）、兵庫の開港延期交渉などにあたらせるため、江戸幕府が初めて正式に欧

州へ使節団を派遣しました。「文久遣欧使節」と呼ばれるその使節団の全権大使の１人は、但

馬糸井を知行した「糸井京極家」の人物ですが、その人物とは、次のうちだれでしょうか。 

(a) 京極高朗    (b) 京極高広    (c) 京極高久    (d) 京極高盛 

 

 

 

【94】但馬地域では、香美町の「たらいこぎ大会」などユニークな名物イベントが各地で行われて

います。次の写真は、今年行われた「全日本かくれんぼ大会」の様子ですが、この大会が行わ

れた市町は、次のうちどこでしょうか。 

 

(a) 新温泉町 

  (b) 香美町 

  (c) 豊岡市 

  (d) 朝来市 

 

 

 

 

【95】ふるさと納税の返礼品については、但馬各市町にも工夫を凝らした返礼品がありますが、こ

のたび村岡高校生が考案したものが香美町の返礼品に採択されました。その返礼品とは、次の

うちどれでしょうか。 

(a) うへ山の棚田での田植え体験と宿泊セット 

(b) 射添和紙の紙漉き体験と宿泊セット 

(c) みかた残酷マラソン全国大会優先出場権と宿泊セット 

(d) 但馬牛の料理＆食事体験 
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【96】但馬の「ある地域」では、軒下に２本の笹飾りを立て、その間に竹竿を渡し、紙衣を掛け並

べ、七夕飾りをする全国でも数少ない風習（写真参照）があり、昔ながらの景観と文化を楽し

むことができます。「旧吉川家住宅」をはじめ多くの伝統的建造物も継承されている「ある地

域」とは、次のうちどこでしょうか。 

 

(a) 朝来市生野町口銀谷 

    (b) 豊岡市出石町内町 

    (c) 香美町村岡区村岡 

    (d) 新温泉町諸寄 

 

 

 

 

【97】2010年（平成22）4月、公立豊岡病院に「ドクターヘリ」が導入され、京都府北部、但馬地

域、丹波地域、鳥取県東部を担当しています。2017年度は、全国で初めて 2千件を突破しての

最多出動でしたが、これで何年連続の全国最多出動となったでしょうか。 

(a) ２年連続   (b) ４年連続   (c) ６年連続   (d) ８年連続 

 

 

 

【98】今年、宝島社が月刊誌「田舎暮らしの本」２月号で発表した「第７回住みたい田舎ベストラ

ンキング（近畿エリア）」で、但馬の市町が上位を独占しました。その順位と市町の組合せの

うち、正しいのは、次のうちどれでしょうか。 

(a) １位 養父市、２位 豊岡市、３位 朝来市、４位 新温泉町、７位 香美町 

(b) １位 朝来市、２位 養父市、３位 豊岡市、４位 新温泉町、７位 香美町 

(c) １位 養父市、２位 朝来市、３位 豊岡市、４位 香美町、７位 新温泉町 

(d) １位 豊岡市、２位 養父市、３位 朝来市、４位 新温泉町、７位 香美町 
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【99】北近畿エリアを走るＪＲ西日本の新しい観光列車が今年 7 月 13 日にデビューしました。Ｊ

Ｒ山陰線から京都丹後鉄道に乗り入れる臨時快速列車「城崎・天橋立ダイレクト」として走る

もので、外観は、金と黒の地色に、コウノトリや柳、花など、地元をイメージさせる図柄を華

やかにあしらっていますが、この観光列車の愛称は、次のうちどれでしょうか。 

 

(a) うみさとむすび 

      (b) はまさとむすび 

      (c) うみやまむすび 

      (d) ゆのはまむすび 

 

 

 

 

【100】コウノトリ但馬空港の 2018年度の年間利用者数は、座席数が増えた新型機の導入や就航率

が好調だったことから、前年度の約 1.3倍で過去最高を記録しました。下の表は、但馬各市町

の人口（令和元年 8月 1日現在）の多い順に並べたものですが、2018年度の年間利用者数は、

次のうちどの位置に当てはまるでしょうか。 

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

 

(a) 豊岡市の人口よりも多い 

      (b) 豊岡市の人口と朝来市の人口との間 

      (c) 朝来市の人口と養父市の人口との間 

      (d) 養父市の人口と香美町の人口との間 

 

 

 

（但馬空港フォトコンテスト2018コウノトリ号部門グランプリ受賞作品） 

 


