
次の問いに答えなさい。 

 

【１】「たじま」の漢字表記として、「古事記」、「日本書紀」で表記されていな

いものはどれでしょうか。 

（a）但馬 （b）多遅摩 （c）太治真 （d）田道間 

 

【２】但馬の人口が最も多かった時は約 26万 6千人でしたが、それは昭和何年

だったでしょうか。 

（a）昭和 15年 （b）昭和 25年 （c）昭和 35年 （d）昭和 45年 

 

【３】沖縄県（約 2,275㎢）、大阪府（約 1,900㎢）、東京都（約 2,102㎢）及び

但馬のうち面積の大きい順に並んでいるのは、どれでしょうか。 

（a）但 馬・沖縄県・東京都・大阪府 

（b）沖縄県・但 馬・東京都・大阪府 

（c）沖縄県・東京都・但 馬・大阪府  

（d）沖縄県・東京都・大阪府・但 馬 

 

【４】1994 年（平成 6 年）5 月に開港したコウノトリ但馬空港の開港以来の累

積搭乗者数が 30万人を達成したのは、平成19年何月だったでしょうか。 

（a） 9月 （b）10月 （c）11月 （d）12月 

 

【５】次の国道のうち但馬を通っていないのは、どの国道でしょうか。 

（a）国道 426号 （b）国道 427号 （c）国道 428号 （d）国道 429号 

 

【６】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、旧石

器時代のナイフ形石器が発見されていますが、約何万何千年前のもので

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 

 

【７】「古事記」「日本書紀」では、天日槍命（アメノヒボコ）はどこの国の王

子と伝えられているでしょうか。 

（a）高句麗国 （b）新羅国 （c）百済国 （d）渤海国 

 

【８】源頼朝は反旗をひるがえした弟義経の追討という大義名分で、全国に守

護・地頭を置きましたが、但馬守護に 命じられたのは誰でしょうか。 

（a）太田昌明 （b）太田政頼 （c）安達親長 （d）山名師義 

 



【９】1454年（享徳３）、山名宗全は将軍足利義政の怒りに触れて、４年間但馬

に退居しました。その場所はどこだったでしょうか。 

（a）坪井（豊岡市出石町） （b）弘原（豊岡市出石町） 

（c）村岡（香美町）    （d）九日市（豊岡市） 

 

【10】最盛期全国の六分の一を領したとされる山名氏は、1580 年にその嫡流が

但馬から滅びましたが、どの城で滅んだのでしょうか。 

（a）豊岡城 （b）八木城 （c）芦屋城 （d）有子山城 

 

【11】戦国時代「但馬水軍の将」と呼ばれたのは塩冶周防守、佐々木三郎左衛

門、もう一人は誰でしょうか。 

（a）長越前守 （b）奈佐日本助 （c）田公筑前守 （d）矢谷伯耆守 

 

【12】江戸時代の大名や旗本は陣屋をおいて村々を治めました。次のうち江戸

時代の陣屋ではなかったものは、どれでしょうか。 

（a）朝来陣屋 （b）芦屋陣屋 （c）豊岡陣屋 （d）村岡陣屋 

 

【13】江戸時代末期になると但馬でも海岸防備の関心が高まりましたが、尊皇

攘夷を掲げた平野国臣が起こした事件は、何だったでしょうか。 

（a）出石の変 （b）村岡の変 （c）豊岡の変 （d）生野の変 

 

【14】但馬最大の百姓一揆は、天領村々の百姓が生野の代官所に強訴したもの

です。それは何年のことだったでしょうか。 

（a）元和７年（1621年） （b）享保５年（1720年） 

（c）元文３年（1738年） （d）寛政３年（1791年） 

 

【15】郡制の施行により、但馬が城崎・出石・美方・養父・朝来の５郡に整理

統合されたのは、いつだったでしょうか。 

（a）1876年 （b）1886年 （c）1896年 （d）1906年 

 

【16】大正・昭和・平成の時代において起こった但馬に関する次の出来事のう

ち、年と出来事が一致していないものはどれでしょうか。 

（a）1925年（大正 14年） 北但大震災 

（b）1963年（昭和 38年） 山陰海岸が国立公園に指定 

（c）1984年（昭和 59年） 冒険家植村直己が国民栄誉賞を受賞 

（d）2005年（平成 17年） 合併により養父市誕生 

 

 



【17】大きな前方後円墳は南但馬に集中していますが、次の古墳のうち前方後

円墳でないのは、どれでしょうか. 

（a） 茶すり山古墳 （b）池田古墳 （c）船宮古墳 （d）小丸山古墳 

 

【18】但馬では類例の極めて少ない家形石棺を内蔵し、金銅製の鉄刀や鈴など

を副葬している県指定史跡は、どの古墳群でしょうか。 

（a）箕谷古墳群  （b）国木とが山古墳群 

（c）二見谷古墳群 （d）八幡山古墳群 

 

【19】養父市大藪には但馬最大規模の群集墳があり、４つの小支群で構成され

ています。小山支群、野塚支群、穴ケ谷支群と、あと一つはどれでしょ

うか。 

（a）塚山支群 （b）コウモリ塚支群 （c）禁裡塚支群 （d）道林支群 

 

【20】但馬では池田古墳に次ぐ大きさの前方後円墳で、同一水面の周濠を備え

た前方後円墳としては但馬唯一のものとされているのは、どの古墳でし

ょうか。 

（a）船宮古墳 （b）城ノ山古墳 （c）観音塚古墳 （d）小円山古墳 

 

【21】1974年、豊岡市竹野町鬼神谷で発見された鬼神谷窯跡によって、 少なく

ともいつごろから但馬で須恵器がつくられていたとわかったでしょうか。 

（a）5世紀前半 （b）5世紀後半 （c）6世紀前半 （d）6世紀後半 

 

【22】朝来市で但馬最古の瓦が出土していますが、それは次のうちどこでしょ

うか。 

（a）粟鹿遺跡 （b）池田古墳 （c）法興寺跡 （d）城ノ山古墳 

 

【23】但馬守護の山名持豊（宗全）により木崎城（城崎城）が築かれましたが、

「城崎」から「豊岡」へ改名したのは、誰でしょうか。 

（a）前野長康 （b）別所吉治 （c）宮部継潤 （d）杉原長房 

 

【24】織田信長、豊臣秀吉の勢力が築いた城郭のことを、織豊系城郭とよびま

す。織豊系城郭ではないものは、どれでしょうか。 

（a）三開山城 （b）竹田城 （c）八木城 （d）有子山城 

 

【25】豪壮な石垣を持つ山城遺跡として全国でも名高い竹田城跡の石積みは、

どんな技法によって積まれているでしょうか。 

（a）穴太積み （b）布積み （c）亀甲積み （d）玉石積み 



【26】豊岡市の中嶋神社は、全国的にも珍しい造りにより建造されていますが、

どの造りでしょうか。 

（a）一間社流造 （b）二間社流造 （c）三間社流造 （d）四間社流造 

 

【27】「御田植祭」が奉納される豊岡市 3地区（佐野・上佐野・納屋）の氏神と

して鎮座する神社は、どこでしょうか。 

（a）中嶋神社 （b）日吉神社 （c）金刀比羅神社 （d）雷神社 

 

【28】養父神社には、５つの祭神が祀ってあります。倉稲魂命、少彦名命、谿

羽道主命、船帆足尼命と、あと一つはどの祭神でしょうか。 

（a）田道間守命 （b）大己貴命 （c）須佐之男命 （d）天日槍命 

 

【29】境内に山陰本線工事の犠牲者を供養した「招魂碑」があるのは、どの神

社でしょうか。 

（a）郡主神社 （b）為世永神社 （c）海神社 （d）久谷八幡神社 

 

【30】豊岡市にあり、国指定重要文化財「木造四天王立像」や県指定文化財「絹

本著色両界曼茶羅図」などがあるのは、どの寺でしょうか。 

（a）文常寺 （b）金剛寺 （c）東楽寺 （d）妙楽寺 

 

【31】豊岡市日高町にあり、４月下旬から５月上旬頃にはボタンの花が咲き乱

れ、通称「ボタン寺」としても親しまれているのは、どの寺でしょうか。 

（a）円龍寺 （b）宗鏡寺 （c）隆国寺 （d）松禅寺 

 

【32】鎌倉時代、源頼朝が関東祈祷所としたのは豊岡市日高町にある何寺でし

ょうか。 

（a）進美寺 （b）観音寺 （c）円通寺 （d）称名寺 

 

【33】円山応挙に師事した鳥取の絵師「片山楊谷」が描いた老松図、猛虎図な

どの但馬を代表する障壁画がある寺は、どの寺でしょうか。 

（a）大乗寺 （b）大同寺 （c）善住寺 （d）山路寺 

 

【34】但馬に残る仏像で最も古いとされるのは十一面観音立像ですが、これは

豊岡市城崎町の温泉寺と何寺にあるでしょうか。 

（a）相応峰寺 （b）大乗寺 （c）楽音寺 （d）東楽寺 

 

 

 



【35】近代化遺産とは近代化手法によってつくられた建築物や近代化技術を用

いてつくられた建築物や工作物をいいますが、いつから第 2 次世界大戦

終結時までの間をいうでしょうか。 

（a）江戸時代末期 （b）明治時代初期 

（c）明治時代末期 （d）大正時代初期 

 

【36】桃観トンネルと余部鉄橋の山陰本線最大の難工事が完成し、京都から出

雲間の全線が開通したのは、何年でしょうか。 

（a）1902年 （b）1912年 （c）1922年 （d）1932年 

 

【37】全線営業は約 15年の短命な路線でしたが、現在もホーム跡などいくつか

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）八鹿 （b）江原 （c）国府 （d）豊岡 

 

【38】県指定文化財の旧神子畑鉱山事務舎（ムーセ旧居）は、元々何の目的で

建設された建物でしょうか。 

（a）駅舎 （b）診療所 （c）外国人官舎 （d）鉄工所 

 

【39】現在、村岡民俗資料館まほろばとして使われている香美町村岡区の建物

は、元々は何の目的で建設された建物でしょうか。 

（a）郵便局 （b）警察署 （c）病院 （d）郡役所 

 

【40】日本一の規模を誇るトレッスル式鉄橋である余部鉄橋を設計した人は、

誰でしょうか。 

（a）岡村信三郎         （b）古川晴一 

（c）ポール エル ウオル フェル （d）後藤新平 

 

【41】桃観トンネルの久谷側の石額に刻まれた鉄道院総裁後藤新平の書は、次

のどれでしょうか。 

（a）萬方惟慶 （b）萬方惟喜 （c）満宝惟喜 （d）満宝惟慶 

 

【42】豊岡市の城崎温泉には治水上弓形にした弓形橋群がありますが、愛宕橋、

桃島橋、弁天橋と、あとひとつは何でしょうか。 

（a）柳湯橋 （b）一の湯橋 （c）御所湯橋 （d）地蔵湯橋 

 

 

 



【43】自然がつくり出した芸術ともいうべき見事な柱状節理で知られる玄武洞。

「玄武洞」と命名したのは、誰でしょうか。 

（a）柴野栗山 （b）小藤文次郎 （c）与謝野晶子 （d）坂本龍馬 

 

【44】香美町香住区にある山陰海岸の名勝「鎧の袖」を作る岩石名は、何でし

ょうか。 

（a）花崗岩 （b）玄武岩 （c）安山岩 （d）デイサイト 

 

【45】ユネスコによる世界地質公園「ジオパーク」への山陰海岸国立公園の認

定を目指す推進協議会が、平成 19年 7月に発足しました。構成メンバー

に入っていないのは、どこでしょうか。 

（a）島根県 （b）鳥取県 （c）兵庫県 （d）京都府 

 

【46】扇ノ山を源流として日本海に注ぐ全長 24kmの川で、その支流の田君川で

はバイカモの群落が生育していることでも知られる川は、どの川でしょ

うか。 

（a）矢田川 （b）竹野川 （c）久斗川 （d）岸田川 

 

【47】1992 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全国でも 20数ヶ所でしか見つかっていないトンボは、

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）オニヤンマ    （d）ミヤマアカネ 

 

【48】代々但馬守護の山名氏の庇護を受け、禅寺として栄えた朝来市山東町の

大同寺は、近年何の生息地として知られているでしょうか。 

（a）ウツギノヒメハナバチ （b）オオサンショウウオ 

（c）モリアオガエル    （d）ヤイロチョウ 

 

【49】但馬には 1,000ｍを越える山が多くありますが、次のうち標高の高さが高

い順に並んでいるのは、どれでしょうか。 

（a）氷ノ山・鉢伏山・段ケ峰・蘇武岳 

（b）氷ノ山・段ケ峰・蘇武岳・鉢伏山 

（c）鉢伏山・蘇武岳・氷ノ山・段ケ峰 

（d）段ケ峰・氷ノ山・蘇武岳・鉢伏山 

 

【50】次の但馬の名山のうち火山でない山は、どれでしょうか。 

（a）氷ノ山   （b）鉢伏山   （c）蘇武岳   （d）神鍋山 



【51】日本の滝 100 選に選ばれた香美町村岡区の猿尾滝は上下２段の滝があり

ますが、それぞれ落差を合わせると、どのくらいあるでしょうか。 

（a）40m （b）50m （c）60m （d）70m 

 

【52】次のうち国の天然記念物に指定されているのは、どれでしょうか。 

（a）加保坂のミズバショウ自生地 （b）小城のブナ原生林  

（c）泰雲寺のシダレザクラ    （d）糸井の大カツラ 

 

【53】かつて日本全国に生息していたコウノトリですが、農薬散布の影響等に

より野生の個体が減少していきましたが、絶滅したのは何年でしょうか。 

（a）1921年 （b）1956年 （c）1965年 （d）1971年 

 

【54】北但層群から産出する化石は、どのような気候環境を示しているでしょ

うか。 

（a）熱帯 （b）亜熱帯 （c）温帯 （d）寒帯 

 

【55】但馬の海は、寒流のリマン海流と暖流の何海流がぶつかり合う地域でし

ょうか。 

（a）対馬海流 （b）黒潮（日本海流） 

（c）千島海流 （d）北太平洋海流 

 

【56】新温泉町や香美町に伝わる麒麟獅子舞の麒麟は空想上の動物で、大きな

口と鼻の穴や金色の一本角などユーモラスな表情をしていますが、この

獅子頭にどこを噛んでもらうと、子どもが健康に育つといわれているで

しょうか。 

（a）手 （b）頭 （c）足 （d）尻 

 

【57】農村歌舞伎舞台にはさまざまな機構が備わっていますが、三味線弾きや

語りの人たちがいる場所は、どのように呼ぶでしょうか。 

（a）太夫座 （b）二重台 （c）遠見 （d）せり 

 

【58】香美町にある次の神社のうち三番叟が行われていない神社は、どれでし

ょうか。 

（a）香住神社 （b）大放神社 （c）郡主神社 （d）吉野神社 

 

 

 

 



【59】豊作・無病息災を祈願する養父市別宮のお綱打ちは、年の初めに上組と

下組に分かれて綱引きを行います。最後にどうすることで、その年の豊

作が約束されるでしょうか。 

（a）上組と下組が引き分ける （b）上組が勝つ 

（c）下組が勝つ       （d）勝敗を決めない 

 

【60】香美町香住区の平内神社で平家落人の伝説にまつわる祭礼の百手の儀式

が行われるのは、毎年いつでしょうか。 

（a）1月 4日 （b）1月 9日 （c）1月 14日 （d）1月 28日 

 

【61】豊岡市日高町松岡に伝わる「松岡御柱まつり」の由来となった雅成親王

の妃は、誰でしょうか。 

（a）天姫 （b）幸姫 （c）菊姫 （d）時姫 

 

【62】次のうち一般的に但馬の三大祭りといわれている祭りではないものは、

どれでしょうか。 

（a）川下祭り （b）柳まつり （c）お走り祭り （d）和田山地蔵祭 

 

【63】平家落人伝説中、唯一史実とされるのは豊岡市気比に伝わるものです。

潜伏していたのは誰でしょうか。 

（a）伊賀平内左衛門 （b）越中盛継 （c）平教盛 （d）平敦盛 

 

【64】豊岡市出石町出身で東京大学初代総理（長）を務めた加藤弘之の著書は、

どれでしょうか。 

（a）国体新論 （b）自由民権論 （c）日本道徳論 （d）校補但馬考 

 

【65】薄幸の歌人といわれる新温泉町諸寄出身の前田純孝の号は、何でしょう

か。 

（a）杞陽 （b）翠渓 （c）香雲 （d）延齢 

 

【66】朝来市生野町出身の三巨匠と称される洋画家に当てはまらないのは、誰

でしょうか。 

（a）青山熊治 （b）白瀧幾之助 （c）和田三造 （d）近藤朔風 

 

【67】朝来市和田山町出身で但馬歌壇の父ともいわれているのは、誰でしょう

か。 

（a）宇野雪村 （b）前田純孝 （c）藤原東川 （d）京極杞陽 

 



【68】新温泉町出身で社会教育者の篠原無然は飛騨に入山し、人を愛し道を求

め、その思想を実践し、社会教育に身を呈したことで「飛騨の何」と呼

ばれているでしょうか。 

（a）先生 （b）聖人 （c）偉人 （d）尊者 

 

【69】香美町村岡区出身で「栃の木」「白き花」「暦日」「雑木山」などの歌集を

残した丸山修三は、何派の歌人でしょうか。 

（a）プロレタリア派 （b）浪漫派 （c）耽美派 （d）アララギ派 

 

【70】豊岡市日高町出身で国民栄誉賞を受賞した植村直己が消息を絶つ前に次

の目標としていたのは、どの山でしょうか。 

（a）ビンソン・マシフ （b）マッキンリー 

（c）モンブラン    （d）キリマンジャロ 

 

【71】養父市関宮に生まれた作家、山田風太郎は生涯に約三百冊の本を出しま

したが、次のうち著書でないのは、どれでしょうか。 

（a）甲賀忍法帖 （b）戦中派不戦日記 （c）魔界転生 （d）孤高の人 

 

【72】最近活躍している但馬出身の芸能人、有名人のうち豊岡市出身の人は、

誰でしょうか。 

（a）ミラクルひかる （b）笑福亭鶴笑 （c）高階光幸 （d）福本清三 

 

【73】下記の地区はすべて兵庫県の景観形成地区に指定されていますが、平成

19年 12月に国の重要伝統的建造物群保存地区に選定されたのは、どこで

しょうか。 

（a）出石町城下町区  （b）城崎町温泉地区  

（c）和田山町竹田地区 （d）八鹿町八鹿地区 

 

【74】戦時中、大阪市内の企業が朝来市和田山町に疎開し工場を造ったのが始

まりとされる地場産業で、自動車、コンピューター、携帯電話等の部品

として欠かせないものは、どれでしょう。 

（a）半導体 （b）液晶 （c）モーター （d）金属バネ 

 

【75】江戸時代半ばの始まりとされ、1876 年、桜井勉らが柴田善平を招いて盈

進舎を設立し、パリや東京の博覧会で名声を高めたといわれる地場産業

で、1980年に国の伝統的工芸品に指定されたのは、どれでしょうか。 

（a）杞柳細工 （b）出石焼 （c）麦わら細工 （d）但馬ちりめん 

 



【76】但馬名産松葉ガニの暮らす海底の水温は、何度くらいでしょうか。 

（a）０度 （b）10度 （c）20度 （d）30度 

 

【77】但馬牛のめす牛によくみられる「角輪」は、何が原因でできるのでしょ

うか。 

（a）病気 （b）エサ不足 （c）太りすぎ （d）妊娠 

 

【78】香美町の漁港にあがるベニズワイガニは、通称「香住ガニ」と呼ばれて

いますが、どんな漁法で捕られているでしょうか。 

（a）沖合底引き網漁法 （b）カゴ漁法 

（c）定置網漁法    （d）まき網漁法 

 

【79】但馬の地名で読み方が全部正しいのは、次のどれでしょうか。 

   豊岡市    養父市    朝来市     香美町    新温泉町 

（a）気比(けひ)  別宮(べっく) 一品(いっぴん)   余部(あまるべ)  歌長(うたおさ) 

（b）十戸(じゅうご)  九鹿(くろく) 栗鹿(あわが)  丹生地(にゅうじ) 春来(はるき) 

（c）加陽(かや)   若杉(わかすぎ)  口銀谷(くちがなや) 柤岡(けびおか)  諸寄(もろよせ) 

（d）日撫(ひなぶ) 上筒(あげ)  新井(にい)   土生(はぶ)  丹土(たんど) 

 

【80】朝来市山東町の遠坂峠にあるお地蔵さんは但馬地蔵巡礼 66 カ所の 40 番

目の札所になっていますが、何と呼ばれているでしょうか。 

（a）地がため地蔵 （b）地ならし地蔵 

（c）地ひらき地蔵 （d）地おさめ地蔵 


