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次の問いに答えなさい。 

【１】兵庫県の人口は約５６０万人ですが（平成１７年国勢調査）、但馬の人口は兵庫

県全体の約何％に当たるでしょうか。 

（ａ）約１０．３％ （ｂ）約８．３％ （ｃ）約５．３％ （ｄ）約３．３％ 

 

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

  （ａ）登尾峠 （ｂ）夜久野峠 （ｃ）遠阪峠 （ｄ）河梨峠 

 

※【３】但馬地域を通る国道はいくつあるでしょうか。 

（ａ）５ （ｂ）７ （ｃ）９ （ｄ）１１ 

 

【４】次のうち、市町の境界にまたがっていないトンネルは、どれでしょうか。 

（ａ）村岡トンネル （ｂ）珍坂トンネル 

 （ｃ）土生トンネル （ｄ）蘇武トンネル 

 

【５】但馬地域にＪＲ山陰本線・ＪＲ播但線の駅は、いくつあるでしょうか。 

（ａ）２０ （ｂ）２３ （ｃ）２６ （ｄ）２９ 

 

【６】最盛期全国の六分の一を領したとされる山名氏は、１５８０年（天正８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）竹田城 （ｂ）有子山城 （ｃ）豊岡城 （ｄ）此隅山城 

 

【７】豊臣秀吉による天下統一後、但馬に形成された城下町は、出石・八木・竹田とあ

と一つはどこでしょうか。 

  （ａ）諸寄 （ｂ）生野 （ｃ）豊岡 （ｄ）村岡 

 

【８】承久の変が起こったことにより、幕府は但馬守護を安達親長に替えて新たに任じ

ましたが、誰でしょうか。 

（ａ）太田昌明 （ｂ）山名時氏 （ｃ）今川頼真 （ｄ）桃井盛義 

 

【９】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）八木の変 （ｃ）竹田の変 （ｄ）生野の変 
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【10】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）弘道館－出石藩 （ｂ）青谿書院－池田草庵 

  （ｃ）稽古堂－豊岡藩 （ｄ）尚徳館－村岡山名領 

 

【11】１８７１年（明治４年）１１月に誕生した新しい豊岡県は、兵庫県と京都府に分

割合併され新しい兵庫県が成立するまで存続しましたが、豊岡県は約何年存続した

でしょうか。 

（ａ）約２年 （ｂ）約３年 （ｃ）約４年 （ｄ）約５年 

 

【12】山陰線余部鉄橋が完成し、京都～出雲間が全線開通したのは、何年でしょうか。 

（ａ）１９０２年（明治３５年） （ｂ）１９０６年（明治３９年） 

（ｃ）１９１２年（明治４５年） （ｄ）１９１６年（大正５年） 

 

【13】円山川が１級河川となり、国費でもって改修が進められた最初の内閣総理大臣は

誰でしょうか。 

（ａ）伊藤博文 （ｂ）犬養 毅 （ｃ）原 敬 （ｄ）吉田 茂 

 

【14】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）１９２０年（大正９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）１９９４年（平成６年）  但馬空港（現在はコウノトリ但馬空港）が開港 

（ｄ）２００５年（平成１７年） 合併により新温泉町誕生 

 

【15】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 

 

【16】養父市内で唯一の前方後円墳で、墳丘には山石を利用した葺石がみられる上山古

墳を主墳とする１９基からなる古墳群は、次のうちどれでしょうか。 

（ａ）国木とが山古墳群 （ｂ）箕谷古墳群  

（ｃ）二見谷古墳群   （ｄ）大薮古墳群 
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【17】香美町村岡区八幡山の丘陵尾根の南東部にある八幡山古墳群は、現在は３・５・

６号墳が開口しています。特に５号墳で注目されている特殊な構築方法は、次のう

ちどれでしょうか。 

（ａ）三角持送式天井 （ｂ）四角持送式天井 

（ｃ）五角持送式天井 （ｄ）六角持送式天井 

 

【18】豊岡市日高町の円山川東岸にある約５０基の小古墳の中で、１基だけ直径約３０

ｍの但馬で２番目の大きさの両袖式の横穴式石室を持つ円墳がありますが、次のう

ちどれでしょうか。 

（ａ）楯縫古墳 （ｂ）ケゴヤ古墳 （ｃ）二見谷古墳群 （ｄ）城ノ山古墳 

 

【19】次の組合せの中で、誤っているものは、どれでしょうか。 

（ａ）鬼神谷窯跡－須恵器         （ｂ）見蔵岡遺跡－石棒関連出土品 

（ｃ）別宮家野遺跡－東鉢伏高原の縄文遺跡 （ｄ）対田の一里塚－坂尾監物の塚 

 

【20】次のうち、古墳名と所在地の組合せで誤っているのは、どれでしょうか。 

 （ａ）二方古墳－新温泉町    （ｂ）文堂古墳－香美町村岡区 

  （ｃ）小丸山古墳－朝来市生野町 （ｄ）観音塚古墳－養父市 

 

※【21】日本屈指の規模を誇る山城で、１６００年（慶長５年）関ヶ原の合戦で石田三

成に加担したため、除封され廃城となったのは、どの城でしょうか。 

（ａ）八木城 （ｂ）竹田城 （ｃ）此隅山城 （ｄ）三開山城 

 

【22】但馬を代表する５つの神社は、総称して「但馬五社明神」といわれています。次

のうち、組合せが間違っているのは、どれでしょうか。 

（ａ）出石神社－天日槍命－幟まわし 

  （ｂ）粟鹿神社－阿米弥佐利命－瓶子渡 

  （ｃ）絹巻神社－須佐之男命－御田植祭 

  （ｄ）養父神社－倉稲魂命－お走り祭り 

 

【23】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 
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【24】社名は、但馬国造といわれる竹野別氏の居住地であったことが由来とされ、また

江戸時代には豊岡・出石藩の歴代藩主が武運長久祈願に参詣し、地元で「浜の天神

さん」と呼ばれている神社は、どれでしょうか。 

  （ａ）鷹野神社 （ｂ）気多神社 （ｃ）面沼神社 （ｄ）海神社 

 

【25】次の神社の本殿のうち、国指定重要文化財に指定されていないのは、どれでしょ

うか。 

（ａ）出石神社本殿 （ｂ）中嶋神社本殿  

（ｃ）酒垂神社本殿 （ｄ）久々比神社本殿 

 

【26】神社と伝統行事の組合せが誤っているものは、どれでしょうか。 

（ａ）宇都野神社－川下祭り   （ｂ）平内神社－百手の儀式 

（ｃ）四所神社－だんじりまつり （ｄ）郡主神社－太刀振り 

 

【27】香美町村岡区にあり「絹本著色釈迦十六善神像」が国の重要文化財に指定されて

おり、別称伊津岐神社と呼ばれているのは、次のどれでしょうか。 

（ａ）黒野神社 （ｂ）桑原神社 （ｃ）愛宕神社 （ｄ）牛ケ峰神社 

 

【28】棟札から１４０８年（応永１５年）の建立とされ、本殿は三間社流造、屋根は杮

葺き、身舎と向拝のつなぎは中央を海老虹梁、両端を大面取りのつなぎ虹梁という

珍しい形式をとっている神社は、次のどれでしょうか。 

（ａ）郡主神社 （ｂ）赤淵神社 （ｃ）宇都野神社 （ｄ）二方神社 

 

【29】養父市八鹿町の名草神社について記述したものですが、誤っているものは、どれ

でしょうか。 

（ａ）祭神は、名草彦命を始め７柱を祀る。 

（ｂ）「三重塔」は国指定重要文化財（建造物）である。 

（ｃ）本殿は、日光東照宮を模して造られたといわれている。 

（ｄ）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。 

 

【30】但馬には花きで有名な寺があります。次のうち、寺と植物の組合せが間違ってい

るのは、どれでしょうか。 

  （ａ）隆国寺（豊岡市日高町）－ボタン 

  （ｂ）泰雲寺（新温泉町竹田）－シダレザクラ 

  （ｃ）高照寺（養父市八鹿町）－アジサイ 

  （ｄ）安国寺（豊岡市但東町）－ドウダンツツジ 
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【31】次のことは豊岡市城崎町の温泉寺について記述したものですが、誤っているもの

は、どれでしょうか。 

（ａ）高野山真言宗の別格本山 

（ｂ）道智上人が創建   

（ｃ）木造四天王立像、木造金剛力士立像が国指定重要文化財  

（ｄ）本尊は「十一面観音立像」 

 

【32】次のことは新温泉町湯の正福寺について記述したものですが、誤っているものは、

どれでしょうか。 

（ａ）慈覚大師が創建したと伝えられる。 

（ｂ）所蔵する「不動明王立像」は２１年ごとに開帳される秘仏 

（ｃ）境内に学名「プルヌス・タジマエンス・マキノ」という桜の木がある  

（ｄ）山名持豊（宗全）をはじめ但馬の有力武将たちの祈願所 

 

【33】次の寺院とその所在地の組合せが誤っているのは、どれでしょうか。 

（ａ）玉田寺－香美町 （ｂ）龍満寺－新温泉町   

（ｃ）進美寺－豊岡市 （ｄ）円龍寺－朝来市 

 

【34】豊岡市出石町にある別名「沢庵寺」とも呼ばれている宗鏡寺は、何と読むのでし

ょうか。 

（ａ）そうきょうじ （ｂ）しゅうきょうじ 

（ｃ）そうぎょうじ （ｄ）すきょうじ 

 

【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、いつからいつまでの間をいうでしょうか。 

（ａ）江戸時代末期～明治時代末期 

  （ｂ）明治時代初期～明治時代末期  

（ｃ）江戸時代末期～第２次世界大戦終結時  

（ｄ）明治時代初期～第２次世界大戦終結時 

 

【36】豊岡市の中心街「大開通り」「宵田通り」には、北但大震災後にできた建築物が

多くありますが、次のうち豊岡復興建築群でないのは、どれでしょうか。 

（ａ）旧豊岡町役場 （ｂ）元兵庫県農工銀行豊岡支店   

（ｃ）旧豊岡郵便局 （ｄ）達徳会館 
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【37】「鉱石の道」近代化産業遺産（経済産業省認定）のうち、国の重要文化財または

県指定文化財となっていないものは、どれでしょうか。 

（ａ）旧神子畑鉱山事務所 （ｂ）明延鉱山探検坑道  

（ｃ）神子畑鋳鉄橋    （ｄ）羽渕鋳鉄橋 

 

【38】生野銀山は１９７３年（昭和４８年）に閉山しました。開坑から閉山までの間に

堀り進んだ坑道の総延長は、どれくらいでしょうか。 

   （ａ）１００km （ｂ）２５０km （ｃ）３５０km （ｄ）５００km 

 

【39】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）惟徳罔小 （ｄ）惟得網小 

 

【40】１９９１年（平成３年）までのおよそ８０年間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、近代化遺産として、現在は倉庫と

して利用されている機関庫がある駅は、次のどれでしょうか。 

（ａ）八鹿駅 （ｂ）和田山駅 （ｃ）豊岡駅 （ｄ）生野駅 

 

【41】北但層群から産出する化石は、何時代のものでしょうか。 

（ａ）先カンブリア時代 （ｂ）古生代 （ｃ）中生代 （ｄ）新生代 

 

【42】山陰海岸国立公園は、但馬の日本海沿岸を含む総延長約７５km に及びますが、

次のうち同公園の範囲に含まれない府県は、どれでしょうか。 

（ａ）鳥取県 （ｂ）兵庫県 （ｃ）京都府 （ｄ）福井県 

 

【43】但馬には１０００ｍ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）氷ノ山・蘇武岳・鉢伏山・段ケ峰 （ｄ）氷ノ山・鉢伏山・蘇武岳・段ケ峰 

 

【44】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）三川山－佐津川 （ｂ）三川山－竹野川 

（ｃ）氷ノ山－矢田川 （ｄ）氷ノ山－岸田川 
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【45】山陰海岸国立公園を中心とした山陰海岸ジオパークの対象エリアは、東端は経ケ

岬ですが、西端は次のどこでしょうか。 

（ａ）但馬御火浦 （ｂ）浦富海岸 （ｃ）鳥取砂丘 （ｄ）白兎海岸 

 

【46】山陰海岸ジオパークが「日本ジオパーク」に認定されたのは、いつでしょうか。 

（ａ）２００８年６月 （ｂ）２００８年１２月 

（ｃ）２００９年６月 （ｄ）２００９年１２月 

 

【47】山陰海岸ジオパークのジオサイトで但馬地域にないものは、次のうちどれでしょ

うか。 

（ａ）鎧の袖 （ｂ）屏風岩 （ｃ）田井ノ浜 （ｄ）宇日流紋岩 

 

【48】兵庫県下一の高さを誇る「氷ノ山」について記述していますが、誤っているもの

は、次のうちどれでしょうか。 

（ａ）標高１３１０ｍ    （ｂ）イヌワシの生息地 

（ｃ）高地性湿原「古生沼」 （ｄ）山頂は「切頭群落」植生 

 

【49】但馬には日本海に注ぐ大きな川が５つありますが、円山川（延長６７km）に次い

で２番目に長い川は、次のうちどれでしょうか。 

（ａ）竹野川 （ｂ）佐津川 （ｃ）矢田川 （ｄ）岸田川 

 

【50】県立コウノトリの郷公園の情報によると、２００９年（平成２１年）１２月２９

日現在野外にいるコウノトリの数は、次のうちどれでしょうか。 

（ａ）１６羽 （ｂ）２６羽 （ｃ）３６羽 （ｄ）４６羽 

 

【51】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）ベニイトトンボ  （ｄ）アオイトトンボ 

 

【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）口大屋の大アベマキ （ｂ）小城のブナ原生林 

（ｃ）大笹のザゼンソウ  （ｄ）和池の大カツラ 
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【53】オオサンショウウオ科の生態にないものは、次のうちどれでしょうか。 

（ａ）夜行性 （ｂ）群れで生活 （ｃ）待ち伏せ型捕食 （ｄ）定住性 

 

※【54】但馬山地の山頂周辺部の谷は急崖となり、至るところに滝や渓谷がみられます

が、次の組合せで、間違っているのはどれでしょうか。 

（ａ）小又川渓谷－吉滝         （ｂ）瀞川渓谷―但馬高原植物園 

（ｃ）霧ケ滝渓谷―上山エコミュージアム （ｄ）黒川渓谷―市川 

  

【55】但馬の各地で増殖し、農作物に被害を与えている外来種のネズミの仲間がいます。

それは、次のうちどれでしょうか。 

（ａ）アライグマ （ｂ）チョウセンイタチ  

（ｃ）ヌートリア （ｄ）マスクラット 

 

【56】但馬では「ざんざか踊り」は現在５か所で継承されていますが、次の組合せで間

違っているのは、どれでしょうか。 

（ａ）大杉ざんざこ踊り－二ノ宮神社 （ｂ）若杉ざんざか踊り－八幡神社 

 （ｃ）九鹿ざんざか踊り－日枝神社  （ｄ）寺内ざんざか踊り－山王神社 

 

【57】養父市の水谷神社で行われる民族芸能で、青色地の裃（かみしも）を着た舞い手

２人が、宮司から木太刀を受け取り一連の所作を行った後、上半身裸になって「ヨ

イ、ヨイ、ヨイ、ヨイ」と声を掛けながら奉納するものは、次のうちどれでしょう

か。 

（ａ）はねそ踊り （ｂ）笹踊り （ｃ）太神楽 （ｄ）ネッテイ相撲 

 

【58】次のまつりと神社の組合せが誤っているのは、どれでしょうか。 

  （ａ）まいそうまつり－雷神社   （ｂ）お茗荷祭り－面沼神社 

 （ｃ）松岡御柱まつり－十二所神社 （ｄ）菓子祭り－中嶋神社 

 

【59】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、次のうち門下生でなかったのは、誰でしょうか。 

  （ａ）加藤弘之 （ｂ）原 六郎 （ｃ）河本重次郎 （ｄ）北垣国道 

 

【60】世界の山で植村直己にちなんで「ウエムラ峰」と名付けられた山があります。そ

の国は、どこでしょうか。 

  （ａ）アルゼンチン （ｂ）デンマーク （ｃ）フランス （ｄ）ネパール 
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【61】次の組合せのうち、誤っているのは、どれでしょうか。 

（ａ）京極高住－豊岡藩      （ｂ）沢庵和尚－大徳寺 

（ｃ）山名宗全（持豊）－応仁の乱 （ｄ）越中次郎兵衛盛継－但馬守護職 

 

【62】次の組合せのうち、誤っているのは、どれでしょうか。 

  （ａ）加藤弘之－東京大学初代総理（長） （ｂ）桜井 勉－気象測候所の創始者  

（ｃ）中江種造－鉱山王         （ｄ）沖野忠雄－砂防の神様 

 

【63】朝来市生野町出身の画家で、日本美術恩賜賞を受賞し、代表作として「稽古」、

「帽子の婦人」等を描いたのは、誰でしょうか。 

（ａ）和田三造 （ｂ）白瀧幾之助 （ｃ）伊藤清永 （ｄ）青山熊治 

 

【64】城崎温泉は、外湯めぐりを楽しめる温泉地として人気がありますが、いくつの外

湯があるでしょうか。 

（ａ）５つ （ｂ）６つ （ｃ）７つ （ｄ）８つ 

 

【65】但馬の冬の味覚の王様「松葉ガニ」の「メス」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 

 

【66】平成１７年度から豊岡農業改良普及センター、たじま農協が中心となって取り組

んできた「コウノトリ育む農法」による栽培面積は、平成２０年度但馬地域全体で

は、次のうちどれでしょう。 

（ａ）５ｈａ （ｂ）２５ｈａ （ｃ）２５０ｈａ （ｄ）２５００ｈａ 

 

【67】但馬には色々な名前の外湯温泉（日帰り温泉）施設があり、それぞれ人気があり

ますが、但馬に無い温泉施設は、次のうちどれでしょうか。 

（ａ）小町の湯 （ｂ）美人の湯 （ｃ）天女の湯 （ｄ）乙女の湯 

 

【68】朝来市には、円山川と市川の分水界一帯の地形的な特徴を利用して建設された日

本最大出力を誇る奥多々良木揚水発電所があります。下部ダムは多々良木ダムです

が、上部ダムは、次のうちどれでしょうか。 

（ａ）鳥の奥ダム （ｂ）生野ダム （ｃ）黒川ダム （ｄ）間歩谷ダム 
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【69】昨年、休館中であった「浜坂マリンポーチ」を改修し、新しい施設がオープンし

ましたが、何という施設でしょうか。 

（ａ）松葉ガニ資料館    （ｂ）浜坂博物館   

（ｃ）山陰海岸ジオパーク館 （ｄ）レコード針工業記録館 

 

【70】次の但馬の地名の読み方で間違っているのは、どれでしょうか。 

（ａ）建屋（たきのや） （ｂ）多子（おいご） 

   （ｃ）枚田（ひらた）  （ｄ）土生（はにゅう） 

 

 

１級記述問題は下段にお進みください。 

↓ 
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以下の問題は記述問題です。問題の答えを答案用紙に記入してください。 

 

【71】１７５３年（宝暦３年）円山川と市川を結んで、播磨や大坂（大阪）へ荷を運ぶ

ことを始めましたが、そのことを何というでしょうか。 

 

【72】戊辰戦争で山陰道鎮撫総督として転戦し、山陰道の武力制圧に乗り出してきた公

家は、誰でしょうか。 

 

【73】今年 1月奈良県桜井市の桜井茶臼山古墳で「卑弥呼の鏡」とされる「正始元年」

の「三角縁神獣鏡」の破片が見つかったことにより、１９１７年（大正６年）に同

じ銅鏡を出土しているため、他の出土品にも注目が集まっている但馬の古墳は、何

古墳でしょうか。 

 

【74】昨年８月の台風９号で本殿と拝殿が倒壊したため、現在修復のための募金活動を

行っている「お走り祭り」で知られる神社は、何神社でしょうか。 

  

【75】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、ひとつは豊岡市

城崎町の「温泉寺」にありますが、もうひとつは何という寺にあるでしょうか。 

 

【76】明治時代初期、生野鉱山の近代化に携わった技術者コワニエは、どこの国の人で

しょうか。 

    

【77】１９２９年（昭和４年）に開通した、現在もホーム跡などいくつかの遺構が残っ

ている出石鉄道は短命な路線でしたが、全線営業したのは、約何年間だったでしょ

うか。 

 

【78】玄武洞公園の５つの洞のうち国指定天然記念物となっている「玄武洞」には、自

然が作りだした規則性のある岩石の割れ目が見られますが、それを何というでしょ

うか。 

 

【79】朝来市和田山町出身で但馬歌壇の父ともいわれている歌人は、誰でしょうか。 

 

【80】昨年１２月但馬の全市町、観光関連団体、経済団体、交通会社、県などが協力し

て、観光振興を目指す団体が設立されましたが、何という団体でしょうか。 


