第１３回但馬検定（３級）
次の問いに答えなさい。
【１】但馬地方で最も古い遺跡と言われている新温泉町の「畑ケ平遺跡」で発見された旧石器時代
のナイフ形石器が使用されていたのは、次のうちいつでしょうか。
（a）約１万５千年前

(b) 約２万５千年前

（c）約３万５千年前

（d）約４万５千年前

【２】稲の穂を刈り取る石包丁やモミ跡のある土器が出土し、米づくりの技術が伝わったことをう
かがい知ることができる遺跡は、次のうちどれでしょうか。
(a) 畑ケ平遺跡

(b) 中谷貝塚

(c) 駄坂川原遺跡

(d) 祢布ヶ森遺跡

【３】８世紀頃、米や産物などの税を安定して確保するため、中央と地方を結ぶ主要道が整備され
ました。但馬地域は「山陰道」に属し、ある峠を越えて粟鹿に入り、現在の新温泉町を抜けて、
因幡へと続いていました。ある峠とは、次のうちどれでしょうか。
(a) 青垣峠

(b) 遠阪峠

(c) 夜久野峠

(d) 登尾峠

【４】江戸時代から「但馬三山」と呼ばれた鉱山に該当しないのは、次のうちどれでしょうか。
(a) 生野銀山

(b) 明延銅山

(c) 中瀬金山

(d) 竹野鉱山

【５】江戸時代の「三大お家騒動」のひとつとされている「仙石騒動」が起こった藩は、次のうち
どれでしょうか。
（a）豊岡藩

（b）竹田藩

（c）出石藩

（d）八木藩

【６】1863 年（文久 3）に尊皇攘夷を掲げた平野国臣のほか、但馬の尊皇志士たちも多く関わり全
国に先駆けて倒幕の口火を切った事件は、次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

【７】江戸後期に開設された藩校及び私塾の組み合わせとして正しいのは、次のうちどれでしょ
うか。
(a) 池田草庵 － 青谿書院

(b) 出石藩 － 明倫館

(c) 村岡山名領 － 稽古堂

(d) 豊岡藩 － 弘道館
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【８】元来、養蚕が盛んだった但馬では、明治時代に生糸の海外需要が高まる中で急成長を遂げま
した。「橋本龍一」が洋式の機械製糸を始めたのは、次のうちどこでしょうか。
(a) 豊岡市出石町

(b) 豊岡市但東町

(c) 養父市八鹿町

(d) 養父市大屋町

【９】山陰線の最大の難工事と呼ばれた余部鉄橋と桃観トンネルが開通し、京都―出雲間が全線開
通した年は、次のうちどれでしょうか。
(a) 1892 年（明治 25 年）

(b) 1906 年（明治 39 年）

(c) 1912 年（明治 45 年）

(d) 1934 年（昭和 9 年)

さんかくぶちしんじゅうきょう

【10】卑弥呼の鏡ともいわれる「正始元年」で始まる文字が刻まれた「三角縁神 獣 鏡 」が、1917
年（大正 6）に発見された豊岡市にある古墳は、次のうちどれでしょうか。
(a) 茶臼山古墳

(b) 大薮古墳群

(c) 二方古墳

(d) 森尾古墳

ぼ し ん ねんめい た ち

【11】国指定重要文化財「戊辰年銘大刀」が出土し、その銘文入り鉄刀にちなんで現在は養父市の
つるぎが丘公園として整備されている古墳は、次のうちどれでしょうか。
(a) 箕谷古墳群

(b) 八幡山古墳群

(c) 大薮古墳群

(d) 二見谷古墳群

【12】聖武天皇が建立を命じた「国分寺・国分尼寺」が、但馬国で建てられたのは、次のうちどこ
でしょうか。
（a）豊岡市出石町

（b）豊岡市城崎町

（c）豊岡市但東町

（d）豊岡市日高町

【13】「山名祐豊」によって 321m の急峻な山に築かれ、2017 年（平成 29）に（公財）日本城郭協
会から続日本 100 名城に選定された城跡は、次のうちどれでしょうか
(a) 此隅山城跡

(b) 有子山城跡

(c) 三開山城跡

(d) 竹田城跡

【14】鎌倉、室町、戦国の各時代の居館や石垣などの遺構が連続して良好に遺存していることから
国の史跡に指定されており、また、別所氏が最後の城主となった但馬の代表的な城跡は、次の
うちどれでしょうか。
(a) 八木城跡

(b) 豊岡城址

(c) 芦屋城址
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(d) 竹田城跡

【15】北近畿豊岡自動車道建設の調査時に見つかり、国指定史跡になっている近畿地方最大の円墳
（写真参照）は、次のうちどれでしょうか。
(a) 楯縫古墳
(b) 茶臼山古墳
(c) 茶すり山古墳
(d) 森尾古墳

【16】朝来市和田山町にある竹田城はその勇壮な姿から別名「○○城」と呼ばれています。｢○○｣
に入るのは、次のうちどれでしょうか。
(a) 虎臥

(b) 獅子臥

(c) 龍臥

(d) 鬼臥

【17】但馬を代表する５つの主要神社で「但馬五社明神」と称されている組合せは、次のうちどれ
でしょうか。
(a) 出石神社・絹巻神社・中嶋神社・養父神社・宇都野神社
(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・粟鹿神社
(d) 出石神社・絹巻神社・小田井縣神社・養父神社・粟鹿神社

【18】「お走り祭り」でも有名な、但馬最大の檜皮葺の屋根をもつ神社建築で、今年６月、52 年ぶ
りに写真のとおり全面ふき替えされた神社は、次のうちどれでしょうか。
(a) 名草神社
(b) 粟鹿神社
(c) 赤渕神社
(d) 養父神社
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【19】お菓子の神様として「中嶋神社」（写真参照）に祀られている田道間守命が常世国から持ち
帰った非時香菓（ときじくのかぐのこのみ）とされているのは、次のうちどれでしょうか。
(a) 柿
(b) 橘
(c) 梨
(d) 栗

【20】養父市にある妙見山の山腹にあり、出雲大社から譲り受けた三重の塔がある神社は、次のう
ちどれでしょうか。
(a) 十二所神社

(b) 名草神社

(c) 黒野神社

(d) 気多神社

【21】全国的にも珍しい半円形石積段型桟敷「相撲桟敷」が残っている朝来市和田山町竹田にある
神社は、次のうちどれでしょうか。
(a) 黒野神社

(b) 表米神社

(c) 郡主神社

(d) 久谷八幡神社

【22】新温泉町にある神社で、境内には、その昔大鮑が舟の穴をふさぎ、遭難を救ったという伝承
あわび の れいすい

に由来する「 鮑 之霊水」と呼ばれる清水が湧き出る神社（写真参照）は、次のうちどれでし
ょうか。
(a) 宇都野神社
(b) 久谷八幡神社
(c) 群主神社
(d) 二方神社

【23】「しゃくなげ寺」としても有名な豊岡市にあるお寺で、足利尊氏が戦没者慰霊を願い、「一
寺一塔」を全国に建立した際の寄進状が残っており、県の文化財にも指定されているお寺は、
次のうちどれでしょうか。
(a) 金剛寺

(b) 浅間寺

(c) 大林寺
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(d) 進美寺

【24】山名氏の菩提寺として建立されたと伝えられ、1616 年（元和 2 年）に再興された「沢庵寺」
としても知られる寺院の名は、次のうちどれでしょうか。
(a) 隆国寺

(b) 称名寺

(c) 総持寺

げったん

(d) 宗鏡寺

ひ ご

【25】月庵和尚を中興の祖として 1372 年に開創し、代々但馬守護・山名氏の庇護を受けて禅寺と
して栄え、近年はモリアオガエルの生息地としても知られている、朝来市山東町にあるお寺は、
次のうちどれでしょうか。
(a) 円通寺

(b) 楽音寺

(c) 大同寺

(d) 相応峰寺

【26】香美町香住区にある「大乗寺」に障壁画を数多く残し、寺院の別名の由来となった人物は、
次のうち誰でしょうか。
(a) 友田安清

(b) 池田草庵

(c) 沢庵和尚

(d) 円山応挙

しょうへい

【27】明治政府は、「生野鉱山」の近代化を進めるため、外国から 24 人の技術者を招 聘 しました
が、その国は、次のうちどれでしょうか。
(a) イギリス

(b) フランス

(c) アメリカ

(d) ドイツ

【28】県指定文化財である通称「ムーセ旧居」がある鉱山は、次のうちどこでしょうか。
(a) 神子畑鉱山

(b) 明延鉱山

(c) 朝日鉱山

(d) 中瀬鉱山

【29】一円電車の愛称で親しまれていた「明神電車」は、1985 年（昭和 60 年）に廃止されました
が、結んでいた区間は、次のうちどれでしょうか。
(a) 明延―新井

(b) 明延―生野

(c) 明延―神子畑

(d) 神子畑―生野

【30】1934 年（昭和 9）に建設。堅牢な面合格子や網入りガラスが当時の面影を残し、2014 年（平
成 26）、「豊岡市立まちなか交流館（豊岡 1925）」として改修された建物は、次のうちどれで
しょうか。
(a) 旧兵庫県農工銀行 (b) 旧豊岡郵便局

(c) 達徳会館

(d)豊岡カトリック教会

【31】明治時代に神子畑鉱山で採掘された鉱石を生野の製錬所へ運ぶ運搬路に五つもの近代的な鋳
鉄製の橋が建設されました。その橋の中で現存するものは、次のうちどれでしょうか。
(a) 神子畑吊橋

(b) 羽渕鋳鉄橋

(c) 金木鋳鉄橋
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(d) 小田和無名橋

【32】1912 年（明治 45 年）に建築された「余部橋りょう」は、2010 年（平成 22 年）に架け替え
やぐら

られ、橋脚及び橋桁の一部が保存・展示されています。鉄の 櫓 を組んだかつての橋脚の方式
は、次のうちどれでしょうか。
(a) アーチ式

(b) ニールセン式

(c) トラス式

(d) トレッスル式

【33】日本に３つしか残っていないラチス桁橋梁のうち、２つは但馬に残っています。１つは竹野
川橋梁ですが、もう１つの橋梁が架けられている川は、次のうちどれでしょうか。
(a) 円山川

(b) 矢田川

(c) 出石川

(d) 田君川

【34】近畿地方最古の芝居小屋である「出石永楽館」は、明治期に建設され老朽化していましたが、
2008 年（平成 20）忠実に復原され、その復原記念のこけら落としとして開催された公演は、
次のうちどれでしょうか。
(a) 歌舞伎

(b) 狂言

(c) 能

(d) 落語

【35】1876 年（明治 9）に生野鉱山～飾磨港（現姫路港）の約 49 ㎞を結ぶ馬車専用道路として作
られ、“日本初の高速産業道路”といわれている道路は、現在何と呼ばれているでしょうか。
(a) 鉱石の道

(b) 鉱山の道

(c) 銀山の道

(d) 銀の馬車道

【36】「山陰海岸」には多くの名所がありますが、正しい組合せは、次のうちどれでしょうか。
(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

【37】約 1500 万年前の海底面の土砂を含んだ海水が流れた跡を示しており、全国的にも非常に珍
しい「海底面の流痕」が露出している場所は、次のうちどれでしょうか。
(a) 豊岡市日高町

(b) 香美町村岡区

(c) 香美町香住区

(d) 新温泉町

【38】但馬には日本海にそそぐ大きな川が 5 つありますが、円山川に次いで 2 番目に長い川は、
次のうちどれでしょうか。
(a) 出石川

(b) 佐津川

(c) 矢田川
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(d) 岸田川

【39】香美町村岡区にあり、県指定名勝で日本の滝 100 選にも選ばれた上下２段の滝からなる落差
60m の滝は、次のうちどれでしょうか。
(a) 天滝

(b) 猿尾滝

(c) 猿壺の滝

(d) 霧ヶ滝

【40】渓谷の上中流域は、浸食によって著しいＶ字谷が形成され、「シワガラの滝」「桂の滝」な
どの滝があり、下流域では貴重な昆虫や植物の化石が発見されている渓谷は、次のどれでしょ
うか。
(a) 奥山渓谷

(b) 天滝渓谷

(c) 阿瀬渓谷

(d) 小又川渓谷

【41】床尾の三滝と不動の滝があり、推定樹齢 2000 年、国の天然記念物に指定されている「カツ
ラの巨木」がそびえ立つこの渓谷とは、次のうちどれでしょうか。
(a) 小代渓谷

(b) 横行渓谷

(c) 糸井渓谷

(d) 奥山渓谷

【42】氷ノ山・後山・那岐山国定公園の区域内にあり、日本の秘境百選に選ばれ、周辺には兎和野
高原や木の殿堂があるのは、次のうちどれでしょうか。
(a) 黒川渓谷

(b) 瀞川渓谷

(c) 霧ヶ滝渓谷

(d) 阿瀬渓谷

【43】1992 年（平成 4 年）に豊岡市城崎町桃島池のヨシ原で発見され、これが日本海側では最初の
発見となったトンボは、次のうちどれでしょうか。
(a) ヒヌマイトトンボ

(b) ハッチョウトンボ (c) ベニイトトンボ

(d) アオイトトンボ

【44】豊岡市但東町にある「安国寺」は、ドウダンツツジ（写真参照）で有名ですが、ある生き物
を手厚く保護していることでも有名です。ある生き物とは、次のうちどれでしょうか。
(a) ハッチョウトンボ
(b) ヤイロチョウ
(c) ギフチョウ
(d) モリアオガエル
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【45】「ミズバショウ」の南限地は、岐阜県蛭ヶ野高原とされてきましたが、但馬のある地域に自
生していることがわかり、この地が「ミズバショウ」の西南限地となりました。ある地域とは、
次のうちどれでしょうか。
(a) 豊岡市竹野町桑野本

(b) 香美町村岡区村岡

(c) 養父市大屋町加保

(d) 朝来市和田山町竹ノ内

【46】県の天然記念物にも指定され、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
る巨木は、次のうちどれでしょうか。
(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

【47】兵庫県で２番目の巨木で、生野鉱山の盛衰を長きにわたり見守ってきた町のシンボルとなっ
ているのは、次のどれでしょうか。
(a) 青倉の大ケヤキ

(b) 延応寺の大ケヤキ (c) 藤和の大ケヤキ

(d) 八代の大ケヤキ

【48】新温泉町の田君川には、水のきれいなことを示す指標植物が群生していますが、次のうちど
れでしょうか。
(a) アカメヤナギ

(b) タンゴイワガサ

(c) バイカモ

(d) ワカサハマギク

【49】西日本一の幹周りを持ち、県の天然記念物に指定されているシダレザクラが境内にあるお寺
は、次のうちどれでしょうか。
(a) 泰雲寺

(b) 妙楽寺

(c) 温泉寺

(d) 宗鏡寺

ももて

【50】但馬各地には、平家の落人伝説が数多く残されています。平家復興を願う「百手の儀式」（写
真参照）が行われている香美町の地区は、次のうちどこでしょうか
（a）御崎
（b）梶原
（c）一日市
（d）沖浦
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【51】山陰海岸ジオパークは、山陰海岸国立公園を中心に 1 府 2 県 3 市 3 町にまたがり広がってい
ますが、該当する市町の組合せで正しいのは、どれでしょうか。
(a) 伊根町、京丹後市、豊岡市、香美町、新温泉町、岩美町
(b) 京丹後市、豊岡市、香美町、新温泉町、養父市、岩美町
(c) 京丹後市、豊岡市、香美町、新温泉町、養父市、鳥取市
(d) 京丹後市、豊岡市、香美町、新温泉町、岩美町、鳥取市

【52】「ざんざか踊り(ざんざこ)」は現在但馬の 5 カ所で継承されていますが、このうち 1 カ所だ
け「ざんざこ踊」と呼ばれる場所は、次のうちどこでしょうか。
(a) 若杉

(b) 久谷

(c) 大杉

(d) 寺内

【53】「万歳」とは、正月に家々の座敷や門前で祝いを述べる祝福芸のことで、今日の漫才の起源
といわれていますが、兵庫県下に唯一残る伝統芸能「万歳」が受け継がれている地区は、次の
うちどれでしょうか。
(a) 豊岡市妙楽寺

(b) 豊岡市正法寺

(c) 豊岡市法花寺

(d) 豊岡市祥雲寺

【54】現在も「ささばやし（太鼓踊り）の舞台として使用され、壁から梁を出すというセガイ造の
あ む か

「亜牟加神社の農村歌舞伎舞台」のある地区は、次のうちどれでしょうか。
(a) 豊岡市但東町虫生 (b) 新温泉町海上

(c) 豊岡市竹野町轟

(d) 養父市葛畑

【55】丹後地方から伝わったとされ、豊岡市但東町中山地区において行われている五穀豊穣と無病
息災を祈願する伝統芸能は、次のうちどれでしょうか。
(a) 宮神楽

(b) 太刀振り

(c) 中辻芸踊り

(d) 大わらじ奉納

【56】江戸期から伝わる、新温泉町の「海上の傘踊り」は、何を祈願する儀式でしょうか。
(a) 好天

(b) 雨

(c) 豊漁

(d) 豊作

【57】養父市大屋町で行われる、燃えさかる松明を頭上で振りかざしながら鬼役が持つ木箱に激し
くたたきつけ、その年の無病息災を願うまつりは、次のうちでどれでしょうか。
(a) まいそうまつり

(b) はやしこみ

(c) 幟まわし
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(d) 御田植祭

【58】豊岡市日高町松岡で行われる「松岡御柱まつり」は、十二所神社前の円山川河川敷に据えら
た い まつ

れた巨大な「御柱松」に火をともす火祭りですが、地域に言い伝えられている話から、俗に何
と呼ばれているでしょうか。
(a) どんど焼き

(b) 送り火

(c) ばばやき

(d) 迎え火

【59】香美町村岡区和田で、大蛇にまつわる伝説にちなんで行われている伝統芸能は、次のうちど
れでしょうか。
(a) 麒麟獅子舞

(b) 菖蒲綱引き

(c) ネッテイ相撲

(d) 餅つき

【60】但馬三大祭りの一つとされ、新温泉町宇都野神社の夏の例祭で麒麟獅子舞などが行われるま
つりは、次のうちどれでしょうか。
(a) 柳まつり

(b) お走りまつり

(c) 川下まつり

(d) 地蔵まつり

き りゅう

【61】
「アーラ ヤッチャ ヤッチャ」のリズムに合わせ踊りを披露する、豊岡の地場産業「杞 柳 ・
かばん」の守護神として祀られる､柳の宮の夏の例祭は、次のうちどれでしょうか。
(a) 柳まつり

(b) 城崎だんじりまつり

(c) 出石だんじりまつり

(d) 瓶子渡祭

【62】1797 年（寛政 9 年）現在の香美町小代区に生まれ、但馬牛改良の祖として知られる人物は、
次のうち誰でしょうか。
(a) 上垣守国

(b) 上田広甫

(c) 前田純孝

(d) 前田周助

【63】豊岡市出石町出身で東京大学初代総理（長）となり、現在も豊岡市出石町下谷に生家が残る
のは、次のうち誰でしょうか。
(a) 加藤弘之

(b) 桜井 勉

(c) 中江種造

(d) 浜尾 新

【64】朝来市佐中の大地主で、第百国立銀行、東京貯蓄銀行を設立、頭取となった明治の実業家は、
次のうち誰でしょうか。
(a) 和田完二

(b) 原 六郎

(c) 前田純孝

(d) 藤原東川

【65】次の組合せのうち、誤っているのはどれでしょうか。
(a) 上垣守国 ― 但馬養蚕業の先駆者

(b) 赤木正雄 ― 砂防の神様

(c) 桜井 勉 ― 鉱山王

(d) 河本重次郎 ― 日本近代眼科の父
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【66】但馬出身の人物とゆかりのある施設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) 毛戸勝元 － 出石明治館

(b) 斎藤隆夫 － 静思堂

(c) 太田垣士郎 － 城崎温泉ロープウェイ

(d) 志村喬 － 旧生野鉱山職員宿舎

【67】香美町香住区の村長の家の６男として生まれ、「大阪名物くいだおれ」を開業したのは、次
のうち誰でしょうか。
(a) 山田六郎

(b) 北條秀一

(c) 加藤文太郎

(d) 前田純孝

【68】児童文学作家「森はな」は、朝来市和田山町宮田に生まれ、64 歳で日本児童文学者協会新人
賞を受賞しましたが、心優しき知的障害者の青年と神戸からの疎開者や地元の人との心の交流
が描かれている受賞作は、次のうちどれでしょうか。
(a) こんこんさまにさしあげそうろう

(b) 旅しばいの二日間

(c) ぼくらは６年生

(d) じろはったん

【69】朝来市生野町出身画家の三巨匠と称される洋画家の一人で、代表作「南風」が、2018 年（平
成 30）に国の重要文化財に指定されたのは、次のうち誰でしょうか。
(a) 白瀧幾之助

(b) 伊藤清永

(c) 青山熊治

(d) 和田三造

【70】忍法帖シリーズで知られる「山田風太郎」の出身地は、次のうちどれでしょうか。
(a) 豊岡市

(b) 香美町

(c) 養父市

(d) 朝来市

たくみ

【71】東京読売巨人軍の投手として活躍し、沢村賞にも輝いた大友 工 投手の出身は、次のうちど
れでしょうか。
(a) 豊岡市城崎町

(b) 朝来市生野町

（c) 朝来市山東町

(d) 豊岡市出石町

【72】豊岡市出身のプロ野球選手で、阪神タイガースで活躍しているのは、次のうち誰でしょうか。
(a) 藤川球児

(b) 金本知憲

(c) 能見篤史
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(d) 坂本誠志朗

【73】但馬内には多くの温泉がありますが、但馬で唯一、道の駅内にある温泉は、次のうちどれで
しょうか。
(a) リフレッシュパークゆむら

(b) やぶ温泉「但馬楽座」

(c) とがやま温泉「天女の湯」

(d) 出石温泉「乙女の湯」

【74】大きさや形は松葉ガニと似ていますが、全体が赤く、香美町で「香住ガニ」としてブランド
化を進めているカニは、次のうちどれでしょうか。
(a) ベニガニ

(b) セコガニ

(c) タラバガニ

(d) ワタリガニ

【75】但馬における「ハタハタ」の水揚げ量は、全国トップクラスで一夜干し、南蛮漬けなどさま
ざまな調理法で楽しめるのも魅力ですが、但馬で行われている「ハタハタ」の漁法は、次のう
ちどれでしょうか。
(a) 底引き網漁

(b) 中層トロール網漁 (c) 定置網漁

(d) 巻き網漁

【76】「海の妖精」ともいわれ、1987 年（昭和 62 年）本格的な漁獲が始まり、今では浜坂漁港が
日本有数の水揚げ量を誇るようになった光を発する魚介類はなんでしょうか。
(a)ホタルイカ

(b) オワンクラゲ

(c) ハダカイワシ

(d) チョウチンアンコウ

【77】長崎から縫針製造の技術が導入されたことに始まり、現在も宝石針や機械針などの新しい針
工業としてその名を残している地域は、次のうちどこでしょうか。
(a) 新温泉町竹田

(b) 城崎町湯島

(c) 和田山町竹田

(d) 新温泉町浜坂

【78】多くの杜氏を全国に送り出した但馬は地酒も有名ですが、但馬の地酒でないものは、次のう
ちどれでしょうか。
(a) 但馬

(b) 白鶴

(c) 竹泉

（d）香住鶴

【79】但馬海岸で漁船が夜、魚をおびき寄せるために焚く「漁火」で釣り上げるものは、次のうち
どれでしょうか。
(a) イカ

(b) アジ

(c) タコ
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(d) イワシ

【80】昨年 88 年ぶりに大修理が行われた但馬の小京都・豊岡市出石町を象徴する時計台（写真参
照）は、次のうちどれでしょうか。
(a) 新古楼
(b) 辰鼓楼
(c) 新香楼
(d) 辰古桜

【81】歴史遺産・近代化遺産が数多く残り、写真のように鉱石のくずを固めた「カラミ石」を積ん
だ擁壁が特徴的な地区は、次のうちどれでしょうか。
(a) 出石町城下町地区
(b) 和田山町竹田地区
(c) 生野町口銀谷地区
(d) 養父市養父市場地区

【82】「加藤文太郎」は、新温泉町出身の登山家で、その生涯が著書「孤高の人」により多くの人々
に感動を与えていますが、同氏を顕彰し、山をイメージして建設された公共施設は、次のうち
どれでしょうか。
(a) 町役場

(b) 文化ホール

(c) 図書館

(d) 駅

【83】江戸時代に大庄屋を務めた但馬屈指の大地主の住まいで、豊岡の森尾地区約 4,000 ㎡の敷地
に大小 20 もの建物が点在する住宅は、次のうちどれでしょうか。
(a) 宿南家住宅

(b) 旧栃尾家住宅

(c) 森田家住宅
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(d) 平尾家住宅

【84】江戸時代に浜坂村でいち早く質屋を営み、酒造業でもあった元七釜屋森家の屋敷を改修し、
歴史民俗資料館（写真参照）として古き良き時代を伝える役目を果たしている、新温泉町にあ
る施設は、次のうちどれでしょうか。
(a) 住吉屋歴史資料館
(b) 平尾家住宅
(c) 稲葉本家
(d) 以命亭

【85】豊岡市城崎町に伝わる昔話「鼻かけ地蔵」で、お地蔵様の鼻から出てくるものは、次のうち
どれでしょうか。
(a) 米

(b) 麦

(c) 豆

(d) 小判

【86】昔、近くの泉に水を汲みに行った小僧さんが大蛇にひと飲みにされた話や、突然大水が流れ
た話などが残る、兵庫県と鳥取県の境になっている蒲生峠の近くにある山は、次のうちどれで
しょうか。
(a) 牛ヶ峰

(b) 段ヶ峰

(c) 三川山

(d) 妙見山

【87】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) 豊岡市田結（たい）

(b) 養父市八鹿町九鹿（くろく）

(c) 新温泉町多子（たこ）

(d) 香美町香住区土生（はぶ）

【88】「内海」と書いて「うつのみ」と読む地名があるのは、次のうちどこでしょうか。
(a) 養父市

(b) 朝来市

(c) 香美町

(d) 新温泉町

【89】1887 年（明治 20 年）頃建設された「旧海崎医院」は、明治期の状態がほぼ完全に保持され、
国登録の有形文化財になっていますが、次のうちどこにあるでしょうか。
(a) 朝来市生野町

(b) 養父市八鹿町

(c) 豊岡市城崎町
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(d) 香美町村岡区

【90】平成の但馬に関するア～エの４つの出来事のうち、古いものから順に並んでいるのは、次の
うちどれでしょうか。
ア 豊岡市で飼育下のコウノトリの自然放鳥が試験的に行われた。
イ 播但連絡道路姫路～和田山間が開通
ウ 八鹿町・養父町・大屋町・関宮町の４町が合併して養父市が誕生
エ 山陰海岸ジオパークが世界ジオパークに認定

(a)ア→イ→ウ→エ

(b)イ→ウ→エ→ア

(c)イ→ウ→ア→エ

(d)イ→ア→エ→ウ

【91】ＪＲの主要駅と但馬の観光地を結ぶ周遊バス「たじまわる」の１日乗車券の大人料金は、次
のうちどれでしょうか。
(a) 250 円

(b) 500 円

(c) 1,000 円

(d) 2,000 円

【92】但馬地域に現在ある鉄道の駅で実在する駅名は、次のうちどれでしょうか。
(a) 竹田城駅

(b) コウノトリの郷駅

(c) 日高駅

(d) 山東駅

【93】但馬地域では、各地で数多くの花火大会が行われ夏の風物詩となっていますが、次の花火大
会のうち、最も早く行われるのはどれでしょうか。
(a) たけの海上花火大会

(b) やぶふるさと祭

(c) 山東夏祭り花火大会

(d) 香住ふるさとまつり海上花火大会

【94】平成 29 年度から、豊岡市では、ある手法を用いた「コミュニケーション教育」が市内の小中
学校で行われています。その手法とは、次のうちどれでしょうか。
(a) ダンス

(b) 演劇

(c) 音楽

(d) 漫画

【95】養父市で今年５月、国家戦略特区を利用し、住民や観光客を自家用車で有料運送する全国初
の事業が、大屋地域、関宮地域限定で始まりましたが、その事業の名称は、次のうちどれでし
ょうか。
(a) やぶタク

(b) 民タク

(c) やぶくる
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(d) やぶドラ

【96】「へしこ」といえば海の魚を使いますが、全国的にも珍しい川魚をへしこに加工した商品が
道の駅「あゆの里矢田川」にお目見えしましたが、その川魚とは、次のうちどれでしょうか。
(a) イワナ

(b) ニジマス

(c) アマゴ

(d) アユ

【97】豊岡市但東町では、毎年恒例の「田んぼアート」が描かれていますが、シルク温泉やまびこ
近くの水田に出現したコウノトリ（写真参照）は、コシヒカリの緑をバックにあるもので描か
れています。あるものとは、次のうちどれでしょうか。
(a) コウノトリ育むお米
(b) 古代米
(c) もち米
(d) 山田錦

【98】朝来市生野町の観光名所・生野銀山で、「地下アイドル」として知られる銀山ボーイズ（写
真参照）の人気投票「選抜総選挙」が、今年６月に実施されました。その総選挙でセンターの
座を勝ち取ったのは、次のうちどれでしょうか。
(a) 飛鳥くん
(b) よさぶろう
(c) 左門
(d) 源太
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【99】次の写真は、ある海岸の地域を上空から撮影したものですが、その地域とは、次のうちどれ
でしょうか。
(a) 豊岡市津居山
(b) 豊岡市竹野町竹野
(c) 香美町香住区余部
(d) 新温泉町諸寄

（なお、写真は平成 25 年 12 月に撮影したものです。）

【100】コウノトリ但馬空港では今年の５月、新型機「ATR42-600」（写真参照）が就航しました。
平成 6 年に開港してから運航していた「SAAB340B」の座席数は 36 席でしたが、新型機「ATR42600」の座席数は、次のうちどれでしょうか。
(a) ３６席
(b) ４８席
(c) ６０席
(d) ７２席
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