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次の問いに答えなさい。 

【１】次のうち、但馬の面積と最も近い面積を持つ府県は、どこでしょうか。 

  （ａ）大阪府 （ｂ）香川県 （ｃ）沖縄県 （ｄ）富山県 

 

【２】但馬の市町で、平成２０年１１月現在の人口が約２万２千人の市町は、どこでし

ょうか。 

  （ａ）朝来市 （ｂ）養父市 （ｃ）香美町 （ｄ）新温泉町 

 

【３】次のうち、但馬地域と隣接していない町は、どれでしょうか。 

  （ａ）岩美町 （ｂ）与謝野町 （ｃ）神河町 （ｄ）八頭町 

 

【４】１９６５年（昭和４０年）に陸上自衛隊の協力により開通した但馬初の有料道路

は、どれでしょうか。 

  （ａ）播但連絡道路 （ｂ）北近畿豊岡自動車道 

  （ｃ）但馬海岸道路 （ｄ）鳥取豊岡宮津自動車道 

 

【５】但馬地域には、ＪＲ山陰本線の駅は、梁瀬駅と居組駅を含め、いくつあるでしょ

うか。 

  （ａ）１３ （ｂ）１６ （ｃ）１９ （ｄ）２２ 

 

【６】次のうち、昨年開通し、豊岡市日高町と養父市八鹿町を結んでいるトンネルは、

どれでしょうか。 

  （ａ）珍坂トンネル （ｂ）土生トンネル 

  （ｃ）蘇武トンネル （ｄ）河梨トンネル 

 

【７】次のうち、但馬地域と京都府との境界にまたがっている峠は、どれでしょうか。 

  （ａ）登尾峠 （ｂ）若杉峠 （ｃ）遠阪峠 （ｄ）春来峠 

 

【８】北近畿唯一の空港として開港したコウノトリ但馬空港は、平成２１年に開港何周

年を迎えるでしょうか。 

  （ａ）５年 （ｂ）１０年 （ｃ）１５年 （ｄ）２０年 

 

【９】約５００万年前の新温泉町付近の淡水性の地層（照来層群）では、全国的にも珍

しい化石が発見されていますが、何でしょうか。 

  （ａ）恐竜 （ｂ）シダ植物 （ｃ）アンモナイト （ｄ）昆虫 
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【10】１２８５年（弘安８年）、中世但馬の所領関係を知る貴重な史料である「但馬国

大田文」を注進した但馬守護は、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 

 

【11】山名氏の被官で四天王と違うのは、何氏でしょうか。 

  （ａ）八木氏 （ｂ）垣屋氏 （ｃ）太田垣氏 （ｄ）赤松氏 

 

【12】次のうち、城と城主の関係が間違っているのは、どれでしょうか。 

  （ａ）芦屋（諸寄）城－塩冶周防守 （ｂ）竹田城－山名持豊 

  （ｃ）有子山城－山名祐豊     （ｄ）八木城－宮部継潤 

 

【13】江戸時代に伊能忠敬の測量隊は、但馬に何回測量に訪れたでしょうか。 

  （ａ）１回 （ｂ）２回 （ｃ）５回 （ｄ）１０回 

 

【14】幕末期は、但馬各地に藩校や私塾が開設されましたが、次の組み合わせで間違っ

ているのは、どれでしょうか。 

  （ａ）出石藩－弘道館   （ｂ）豊岡藩－尚徳館 

  （ｃ）村岡山名領－明倫館 （ｄ）池田草庵－青谿書院 

 

【15】但馬・丹後・丹波（氷上・多紀・天田三郡）を管轄する新しい豊岡県が誕生した

のは、いつでしょうか。 

  （ａ）１８７１年（明治４年）  （ｂ）１８７６年（明治９年） 

  （ｃ）１８８９年（明治２２年） （ｄ）１８９６年（明治２９年） 

 

【16】豊岡県の誕生後、兵庫県と京都府に分割合併され、現在の兵庫県が成立したのは、

いつでしょうか。 

  （ａ）１８７３年（明治６年）  （ｂ）１８７６年（明治９年） 

  （ｃ）１８８９年（明治２２年） （ｄ）１８９６年（明治２９年） 

 

【17】明治中期の市町村制、郡制の施行により、但馬は何郡何町村に整理統合されたで

しょうか。 

  （ａ）６郡６６町村 （ｂ）６郡４４町村 

  （ｃ）５郡６６町村 （ｄ）５郡５５町村 
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【18】豊岡市の森尾古墳では、「正始元年」の年号の入った銅鏡が出土していますが、

この年号は、次のどの国のものでしょうか。 

  （ａ）倭 （ｂ）呉 （ｃ）邪馬台国 （ｄ）魏 

 

【19】北但馬最大の円墳で、直径４９ｍ、高さ７ｍの但馬の中期を代表する古墳で、出

土品が「いずし古代学習館」に展示されている古墳は、どれでしょうか。 

  （ａ）茶すり山古墳 （ｂ）茶臼山古墳 （ｃ）小丸山古墳 （ｄ）観音塚古墳 

 

【20】養父市八鹿町の箕谷古墳群では、１９８３年（昭和５８年）の調査で、多数の国

指定重要文化財が発掘されていますが、その代表的な物は、何でしょうか。 

  （ａ）三角縁神獣鏡   （ｂ）方格規矩四神鏡 

  （ｃ）金銅装頭椎大刀  （ｄ）戊辰年銘大刀 

 

【21】豊岡市日高町の但馬国分寺跡では多くの出土品や遺構が確認されており、この時

代としては全国でも最大級のある物が見つかっていますが、どれでしょうか。 

  （ａ）金堂 （ｂ）井戸 （ｃ）瓦 （ｄ）中門 

 

【22】１２２１年（承久３年）承久の変の後、但馬に雅成親王（後鳥羽上皇皇子）が流

刑となり、豊岡市高屋に幽閉されましたが、その住まいは一般に何と呼ばれていた

でしょうか。 

  （ａ）皇子御所 （ｂ）但馬御所 （ｃ）白木御所 （ｄ）黒木御所 

 

【23】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ですが、その石垣を築

いたのは、何氏でしょうか。 

  （ａ）太田垣氏 （ｂ）桑山氏 （ｃ）赤松氏 （ｄ）八木氏 

 

【24】戦国時代に羽柴秀吉による但馬攻めの際に焼かれ、１８７３年（明治６年）まで

名神大社海神社と重浪神社を併祀していた神社は、どれでしょうか。 

  （ａ）出石神社 （ｂ）小田井縣神社 （ｃ）養父神社 （ｄ）粟鹿神社 

 

【25】養父市八鹿町にあり、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った寺は、どれでしょうか。 

  （ａ）松禅寺 （ｂ）隆国寺 （ｃ）称名寺 （ｄ）日光院 
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【26】香美町香住区にあり、毎年１月２８日に１０１本の矢を射る「百手の儀式」が行

われる神社は、どれでしょうか。 

  （ａ）雷神社 （ｂ）表米神社 （ｃ）愛宕神社 （ｄ）平内神社 

 

【27】祭神は農業・養蚕などの神で、かつては祭礼日に牛市が開かれ、また、４月中旬

に行われる「お走り祭り」が有名な神社は、どれでしょうか。 

  （ａ）宇都野神社 （ｂ）養父神社 （ｃ）絹巻神社 （ｄ）久谷八幡神社 

 

【28】豊岡市但東町にあり、秋にはドウダンツツジの紅葉スポットとして人気のある寺

は、どれでしょうか。 

  （ａ）東楽寺 （ｂ）安国寺 （ｃ）金剛寺 （ｄ）温泉寺 

 

【29】花びらが１０枚、１つの花にめしべが１～６本もあることで珍しいと言われてい

る、学名「プルヌス・タジマエンシス・マキノ」と呼ばれる桜があることで有名

な新温泉町にある寺は、どれでしょうか。 

  （ａ）浅間寺 （ｂ）正福寺 （ｃ）正楽寺 （ｄ）大林寺 

 

【30】道智上人により創建された高野山真言宗の別格本山で、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がある寺は、どれでしょうか。 

  （ａ）蓮華寺 （ｂ）温泉寺 （ｃ）隆国寺 （ｄ）円龍寺 

 

【31】ＪＲ余部駅とともに、但馬の駅の中で「近畿の駅百選」に認定された駅は、どれ

でしょうか。 

  （ａ）竹田駅 （ｂ）竹野駅 （ｃ）八鹿駅 （ｄ）城崎温泉駅 

 

【32】昨年、出石永楽館は４４年ぶりに復原されましたが、元々は何の目的で建てられ

たでしょうか。 

  （ａ）寺子屋 （ｂ）農村歌舞伎舞台 （ｃ）芝居小屋 （ｄ）陶芸館 

 

【33】明治時代の初めにフランス人技師の指導により造られた生野鉱山と飾磨港（姫路

市）を結ぶ日本初の高速産業道路は、何と呼ばれているでしょうか。 

  （ａ）金の馬車道 （ｂ）銀の馬車道 （ｃ）銅の馬車道 （ｄ）錫の馬車道 

 

【34】桃観トンネルの余部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）萬事如意 （ｃ）惟徳罔小 （ｄ）生意興隆 
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【35】現存する鉄道のラチス桁橋は日本に３カ所しかなく、その内２カ所は但馬にあり

ますが、田君川橋梁と、もう一つはどこでしょうか。 

  （ａ）竹野川橋梁 （ｂ）円山川橋梁 （ｃ）岸田川橋梁 （ｄ）矢田川橋梁 

 

【36】１９２５年（大正１４年）頃に建設され、但馬で現存する最古の鉄筋コンクリー

トの建物は、どれでしょうか。 

  （ａ）旧山口村役場(山口公民館)    （ｂ）旧出石郡役所(明治館) 

  （ｃ）旧豊岡町役場(豊岡市役所本庁舎) （ｄ）旧七美郡役所(民俗資料館まほろば) 

 

【37】但馬の鉄道は、山陰本線・播但線・北近畿タンゴ鉄道ですが、播但線（姫路～和

田山間）が開通したのは、いつでしょうか。 

  （ａ）１９０６年（明治３９年） （ｂ）１９１２年（明治４５年） 

  （ｃ）１９２９年（昭和４年）  （ｄ）１９４４年（昭和１９年） 

 

【38】朝来市生野町にある旧医院で、色彩をほどこした格天井などの特徴があり、国登

録有形文化財に指定されているのは、どれでしょうか。 

  （ａ）旧小出医院 （ｂ）旧海崎医院 （ｃ）旧中出医院 （ｄ）旧川崎医院 

 

【39】香美町小代区の久須部渓谷の上流にあり、滝の裏からその流れを見ることが出来

る珍しい滝は、どれでしょうか。 

  （ａ）猿尾滝 （ｂ）天滝 （ｃ）霧ケ滝 （ｄ）吉滝 

 

【40】但馬の主な河川のうち、源流と河川が一致していないものは、どれでしょうか。 

  （ａ）生野町円山－円山川 （ｂ）三川山－竹野川 

  （ｃ）段ケ峰－矢田川   （ｄ）扇ノ山－岸田川 

 

【41】但馬には多くの渓谷がありますが、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）横行渓谷(朝来市)・阿瀬渓谷(新温泉町)・射添渓谷(養父市)・黒川渓谷(豊岡市) 

  （ｂ）横行渓谷(養父市)・阿瀬渓谷(豊岡市)・射添渓谷(香美町)・黒川渓谷(朝来市) 

  （ｃ）横行渓谷(養父市)・阿瀬渓谷(新温泉町)・射添渓谷(香美町)・黒川渓谷(朝来市) 

  （ｄ）横行渓谷(朝来市)・阿瀬渓谷(豊岡市)・射添渓谷(養父市)・黒川渓谷(香美町) 

 

【42】日本ジオパークに認定された山陰海岸に関係する府県・市町数はどれでしょうか。 

  （ａ）２県１市２町  （ｂ）２府県２市３町 

  （ｃ）３府県３市３町 （ｄ）３府県４市４町 
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【43】国指定天然記念物に指定されている「鎧の袖」の延長線上には、蜂の巣島ともう

一つインディアン島と呼ばれている島がありますが、どれでしょうか。 

  （ａ）鷲の巣島 （ｂ）鳶の巣島 （ｃ）烏の巣島 （ｄ）鷹の巣島 

 

【44】但馬には１，０００ｍを越える山が多くありますが、次のうち１，０００ｍを越

えている山は、どれでしょうか。 

  （ａ）来日岳 （ｂ）三川山 （ｃ）瀞川山 （ｄ）大岡山 

 

【45】冒険家の植村直己が、よく登った山として知られている標高１，０７４ｍの但馬

の山は、どれでしょうか。 

  （ａ）氷ノ山 （ｂ）大岡山 （ｃ）来日岳 （ｄ）蘇武岳 

 

【46】香美町村岡区の但馬高原植物園内にある和池の大カツラは、根本から湧き出る水

が「平成の名水百選」に選ばれましたが、この大カツラの推定樹齢は、何年と言わ

れているでしょうか。 

  （ａ）３００年 （ｂ）５００年 （ｃ）８００年 （ｄ）１０００年 

 

【47】兵庫県内では、養父市にのみ残存しており、水の中から茎を伸ばし５～７月頃先

端に小さな白い花をたくさんつける植物は、何でしょうか。 

  （ａ）ザゼンソウ    （ｂ）ミズバショウ 

  （ｃ）ヤマドリゼンマイ （ｄ）ミツガシワ 

 

【48】５月頃にピンク色のかわいい花をたくさん付け、別名「田植え花」とも呼ばれて

いる花は、どれでしょうか。 

  （ａ）オオベニウツギ （ｂ）タニウツギ 

  （ｃ）ヤブウツギ   （ｄ）ウコンウツギ 

 

【49】１９３１年（昭和６年）に、国指定天然記念物となった玄武洞は、その周辺を含

め玄武洞公園として整備されていますが、何の名所として有名でしょうか。 

  （ａ）タンポポ （ｂ）ヒマワリ （ｃ）アジサイ （ｄ）チューリップ 

 

【50】晩秋から冬にかけて、時雨や雪をもたらす北西の季節風のことを何と呼ぶでしょ

うか。 

  （ａ）うらにし （ｂ）しらはえ （ｃ）こち （ｄ）くろはえ 
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【51】冬型の気圧配置の時但馬に雪を降らす雲の名前は、何でしょうか。 

  （ａ）積乱雲 （ｂ）乱層雲 （ｃ）積雲 （ｄ）層雲 

 

【52】コウノトリの成鳥の体重は、一般的に約何キログラムあるでしょうか。 

  （ａ）２㎏ （ｂ）４㎏ （ｃ）６㎏ （ｄ）８㎏ 

 

【53】養父市御祓山で見つかった化石は、但馬で最も古い時代の化石とされていますが、

何でしょうか。 

  （ａ）三葉虫 （ｂ）ミオホリア （ｃ）アンモナイト （ｄ）フズリナ 

 

【54】新温泉町の丹土のはねそ踊りは、元々剣術修行に由来するとされるが、いつごろ

伝わったといわれているでしょうか。 

  （ａ）奈良時代 （ｂ）平安時代 （ｃ）鎌倉時代 （ｄ）戦国時代 

 

【55】朝来市岩津の鷲原寺では、２月の節分に幸福を祈願して、１周３０ｍもある何か

を回す行事が行われていますが、何を回すのでしょうか。 

  （ａ）綱 （ｂ）鎖 （ｃ）数珠 （ｄ）縄 

 

【56】朝来市和田山町の竹田松明祭は、江戸時代中期に起こった災害に由来するとされ

ている祭りですが、どれでしょうか。 

  （ａ）地震 （ｂ）風水害 （ｃ）火災 （ｄ）雪害 

 

【57】「ざんざか踊り」は、災厄除けや五穀豊穣などを祈願する神事で、但馬では５カ

所で継承されていますが、１カ所だけ「ざんざこ」と呼称します。それはどこでし

ょうか。 

  （ａ）寺内 （ｂ）大杉 （ｃ）九鹿 （ｄ）久谷 

 

【58】養父市大屋町で行われる、燃えさかる松明の炎で古鬼面姿の鬼が持つ木鉾をたた

き、その年の無病息災を願う祭りは、どれでしょうか。 

  （ａ）三番叟     （ｂ）お走り祭り 

  （ｃ）まいそうまつり （ｄ）松岡御柱まつり 

 

【59】香美町小代区に伝わる、太鼓をのせた屋台を引き、横笛や太鼓でにぎやかに村中

を練り歩く祭りは、どれでしょうか。 

  （ａ）おいこみ （ｂ）はやしこみ （ｃ）はらいこみ （ｄ）うちこみ 
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【60】豊岡市出石町出身で、地租改正や気象測候所の創設、現在の兵庫県の成り立ちに

も進言した人物は、誰でしょうか。 

  （ａ）桜井 勉 （ｂ）斎藤隆夫 （ｃ）近藤朔風 （ｄ）太田垣士郎 

 

【61】朝来市生野町出身の画家で、文化功労者に選ばれ、代表作として、「南風」、「興

亜曼荼羅」等を描いたのは、誰でしょうか。 

  （ａ）白瀧幾之助 （ｂ）青山熊治 （ｃ）伊藤清永 （ｄ）和田三造 

 

【62】但馬出身の歌人で「いくとせの前の落葉の上にまた落葉かさなり落葉かさなる」

という歌を詠んだのは、誰でしょうか。 

  （ａ）藤原東川 （ｂ）東井義雄 （ｃ）前田純孝 （ｄ）丸山修三 

 

【63】江戸末期、豊岡市の大磯で生まれ、治水の神様と称される内務省技師の沖野忠雄

博士が心血を注いで改修にあたった河川は、どれでしょうか。 

  （ａ）利根川 （ｂ）円山川 （ｃ）木曽川 （ｄ）淀川 

 

【64】但馬には多くの有名な人物がいますが、人物と関係のある職業・業績の組み合わ

せが一致しているのは、どれでしょうか。 

  （ａ）浜尾 新－東京大学総理（長） （ｂ）堀田瑞松－政治家 

  （ｃ）河本重次郎－画家       （ｄ）淀井敏夫－俳人 

 

【65】豊岡市生まれで、良妻賢母な武士の妻の手本として称された「大石りく」は、赤

穂浪士で有名な、誰の妻でしょうか。 

  （ａ）大石蔵之助 （ｂ）大石内蔵助 （ｃ）大石蔵内助 （ｄ）大石蔵助 

 

【66】豊岡市日高町出身で、２代目家元として華道未生流の基盤を築いたのは、誰でし

ょうか。 

  （ａ）未生斎一甫 （ｂ）上田広甫 （ｃ）宇野雪村 （ｄ）京極杞陽 

 

【67】養父市能座出身の政治家、北垣国道は、１８８１年（明治１４年）知事に就任し

大規模な疎水工事を完成させましたが、どこの知事に就任したでしょうか。 

  （ａ）大阪府 （ｂ）滋賀県 （ｃ）京都府 （ｄ）兵庫県 

 

【68】幕末期の儒学者で、「但馬聖人」と呼ばれた池田草庵は、多くの但馬内外の子弟

を教育しましたが、次のうち門下生だったのは、誰でしょうか。 

  （ａ）赤木正雄 （ｂ）原 六郎 （ｃ）斎藤隆夫 （ｄ）太田垣士郎 
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【69】豊岡市出身で、事業家として成功をおさめ、育英基金の創設や豊岡市上水道建設

に尽力した中江種造は、何と呼ばれていたでしょうか。 

  （ａ）明治の鉱山王   （ｂ）砂防の神様 

  （ｃ）日本近代眼科の父 （ｄ）現代書道の先駆者 

 

【70】豊岡市出石町出身の政治家で、１９４０年（昭和１５年）の国会での質問演説で

陸軍の反感をかい、衆議院議員を除名処分となったのは、誰でしょうか。 

  （ａ）佐々木良作 （ｂ）加藤弘之 （ｃ）斎藤隆夫 （ｄ）北條秀一 

 

【71】新温泉町諸寄出身の社会教育者で、「飛騨聖人」と呼ばれ尊敬されたのは、誰で

しょうか。 

  （ａ）篠原無然 （ｂ）長 耕作 （ｃ）京極高住 （ｄ）高階光幸 

 

【72】現在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）ユリオカ超特Ｑ （ｂ）笑福亭鶴笑 （ｃ）神坂 一 （ｄ）福本清三 

 

【73】城崎温泉には７つの外湯がありますが、最も早く見つかったのは、どれでしょう

か。 

  （ａ）御所の湯 （ｂ）鴻の湯 （ｃ）まんだら湯 （ｄ）地蔵湯 

 

【74】但馬において、漁業は欠かすことのできない産業となっていますが、最高の水揚

高を記録する漁業の種類は、どれでしょうか。 

  （ａ）定置網漁業 （ｂ）沖合い底引き漁業 

  （ｃ）刺網漁業  （ｄ）まき網漁業 

 

【75】但馬の冬の味覚の王様「松葉ガニ」の雄の漁期は、いつ頃でしょうか。 

  （ａ）１０月下旬～２月初旬 （ｂ）１１月初旬～１月初旬 

  （ｃ）１１月初旬～３月中旬 （ｄ）１２月初旬～３月中旬 

 

【76】但馬牛は長い間、優良な血統だけを蔓牛として守ってきましたが、その代表的な

蔓牛でないのは、どれでしょうか。 

  （ａ）ふき蔓 （ｂ）いわくら蔓 （ｃ）よし蔓 （ｄ）あつた蔓 
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【77】毎年「たんとうチューリップまつり」では、１０万本のチューリップにより巨大

な図柄が描かれますが、今年予定されている図柄は、何でしょうか。 

  （ａ）トキ （ｂ）コ－ちゃん （ｃ）恐竜 （ｄ）ペンギン 

 

【78】２００６年（平成１８年）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号の認定を受けたのは、どれでしょうか。 

  （ａ）柳行李 （ｂ）竹田家具 （ｃ）但馬ちりめん （ｄ）豊岡鞄 

 

【79】但馬の市町名と地名が全て一致しているのは、どれでしょうか。 

  （ａ）豊岡市・阿金谷、養父市・新井、 朝来市・久留引、香美町・神美、 新温泉町・千谷 

  （ｂ）豊岡市・日野辺、養父市・舞狂、 朝来市・迫間、 香美町・守柄、 新温泉町・辺地 

  （ｃ）豊岡市・八社宮、養父市・羽渕、 朝来市・枚田、 香美町・和池、 新温泉町・七釜 

  （ｄ）豊岡市・土生、 養父市・上網場、朝来市・楽々 浦、香美町・丹生地、新温泉町・歌長 

 

【80】豊岡市城崎町に伝わる昔話「鼻かけ地蔵」のお地蔵様の鼻から出てくるものは、

どれでしょうか。 

  （ａ）小判 （ｂ）米 （ｃ）小豆 （ｄ）麦 


