次の問いに答えなさい。
【１】但馬の面積は約 2,133k ㎡ありますが、兵庫県全体の約何分の一に当たるでしょ
うか。
（ａ）約２分の１

（ｂ）約３分の１

（ｃ）約４分の１

（ｄ）約５分の１

【２】但馬の市町の面積について、大きい順に並べられているのは、どれでしょうか。
（ａ）豊岡市・養父市・朝来市・香美町・新温泉町
（ｂ）豊岡市・養父市・朝来市・新温泉町・香美町
（ｃ）豊岡市・朝来市・養父市・新温泉町・香美町
（ｄ）豊岡市・朝来市・養父市・香美町・新温泉町
【３】平成 17 年の国勢調査で約 19 万人だった但馬の人口は、平成 23 年 1 月 1 日現在
の兵庫県推計人口によると、約何万人になったでしょうか。
（ａ）約１６万人

（ｂ）約１８万人

（ｃ）約２０万人

（ｄ）約２２万人

【４】兵庫県では明石市が東経 135 度の子午線が通過していることで有名ですが、但馬
の中で子午線が通過しているところは、どこでしょうか。
（ａ）豊岡市出石町

（ｂ）朝来市山東町

（ｃ）朝来市和田山町

（ｄ）豊岡市但東町

【５】日本海沿岸を結ぶ高規格道路である、鳥取豊岡宮津自動車道の一部として供用開
始となった香住道路・余部道路は一般国道ですが、どの国道でしょうか。
（ａ）国道９号線

（ｂ）国道１７８号線

（ｃ）国道３１２号線

（ｄ）国道４２７号線

【６】次のうち、但馬地域と他府県との境になっている峠は、どこでしょうか。
（ａ）若杉峠

（ｂ）春来峠

（ｃ）河梨峠

（ｄ）生野峠

【７】但馬地方で最も古い遺跡といわれ、約 2 万 5 千年前の石器が発見されているのは、
どれでしょうか。
（ａ）鬼神谷窯跡

（ｂ）見蔵岡遺跡

（ｃ）別宮家野遺跡
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（ｄ）畑ケ平遺跡

【８】
「たじま」の漢字表記として、
「古事記」で表記されているものは、どれでしょう
か。
（ａ）太字間

（ｂ）多遅麻

（ｃ）太治真

（ｄ）田路真

【９】7 世紀後半になると律令国家体制が整い但馬にも国府がおかれました。この国府
跡で有力とされているのは、どこでしょうか。
（ａ）豊岡市日高町

（ｂ）養父市八鹿町

（ｃ）朝来市和田山町

（ｄ）香美町村岡区

【10】但馬各地には平家の落人伝説が数多く残っていますが、平家復興を願う「百手の
儀式」が現在も行われているのは、どこでしょうか。
（ａ）豊岡市（気比）

（ｂ）養父市大屋町（横行）

（ｃ）香美町香住区（畑）

（ｄ）香美町香住区（御崎）

【11】承久の変が起こったことにより、鎌倉幕府は、但馬守護を安達親長に替えて新た
に守護職に任じたのは、誰でしょうか。
（ａ）太田昌明

（ｂ）山名時氏

（ｃ）今川頼真

（ｄ）桃井盛美

【12】室町時代の但馬の守護職で、最盛期には領国が全国の 6 分の 1 に及び、「六分の
一殿」と呼ばれたのは、何氏でしょうか。
（ａ）山名氏

（ｂ）赤松氏

（ｃ）仙石氏

（ｄ）太田垣氏

【13】豊臣秀吉が天下統一後、但馬の大名配置を決定しましたが、但馬地域を治めるた
めに形成された城下町は、豊岡、出石、八木ともう一つは、どこでしょうか。
（ａ）村岡

（ｂ）大屋

（ｃ）竹田

（ｄ）生野

【14】江戸時代の三大お家騒動のひとつとされている出石藩で起こった騒動は、どれで
しょうか。
（ａ）赤松騒動

（ｂ）仙石騒動

（ｃ）京極騒動

（ｄ）垣屋騒動

【15】江戸時代中期から明治時代にかけて、日本海沿岸を航行して大阪へ物資を運んだ
船は、どれでしょうか。
（ａ）押送船

（ｂ）樽廻船

（ｃ）菱垣廻船
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（ｄ）北前船

【16】江戸時代には但馬の代表的な 3 鉱山の開発が進められました。生野銀山、明延
銅山ともう一つは、どれでしょうか。
（ａ）金谷鉱山

（ｂ）中瀬金山

（ｃ）奥矢根鉱山

（ｄ）段鉱山

【17】平成の大合併前の但馬は 1 市 18 町でしたが、その当時は、何郡あったでしょう
か。
（ａ）４郡

（ｂ）５郡

（ｃ）６郡

（ｄ）７郡

【18】但馬には古墳が多数ありますが、5 世紀前半につくられ但馬では最大の大型前方
後円墳は、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）茶臼山古墳

【19】養父市にあり、1983 年（昭和 58 年）に銘文入りの「戊辰年銘大刀」が発見され
た古墳群は、どれでしょうか。
（ａ）ニ見谷古墳群

（ｂ）国木とが山古墳群

（ｃ）箕谷古墳群

（ｄ）大薮古墳群

【20】近年、天空の城として有名になり、日本 100 名城にも選ばれている別名「虎臥城」
と呼ばれている城は、どれでしょうか。
（ａ）竹田城

（ｂ）豊岡城

（ｃ）出石城

（ｄ）有子山城

【21】次のうち、城の所在地が誤っているのは、どれでしょうか。
（ａ）三開山城－豊岡市駄坂

（ｂ）芦屋城－香美町村岡区

（ｃ）八木城－養父市八鹿町

（ｄ）此隅山城－豊岡市出石町

【22】全国で 3 例目の牛をかたどった埴輪が出土され、氏神参道の碑には、但馬国造の
「船穂足尼」の墳墓であると記されているのは、どれでしょうか。
（ａ）小丸山古墳

（ｂ）文堂古墳

（ｃ）三の谷壁画古墳

（ｄ）船宮古墳

【23】但馬を代表する 5 つの神社は総称して「但馬五社明神」といわれていますが、五
社に含まれないのは、どれでしょうか。
（ａ）出石神社

（ｂ）絹巻神社

（ｃ）四所神社
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（ｄ）粟鹿神社

【24】お菓子の神様、田道間守命を祀り、毎年 4 月に開催される「菓子祭り」では、菓
子業界を筆頭に大勢の参拝客でにぎわうのは、どれでしょうか。
（ａ）酒垂神社

（ｂ）表米神社

（ｃ）黒野神社

（ｄ）中嶋神社

【25】豊岡市にある絹巻神社は、県下でも有数の「スダジイ林」が成立しており、ある
セミの生息地としても知られていますが、何というセミでしょうか。
（ａ）ヒグラシ

（ｂ）クマゼミ

（ｃ）ヒメハルゼミ

（ｄ）ツマグロゼミ

【26】養父市の名草神社には、妙見杉を提供した縁によって譲り受けた「三重塔」があ
りますが、どこから譲り受けたものでしょうか。
（ａ）出雲大社

（ｂ）厳島神社

（ｃ）春日大社

（ｄ）日光東照宮

【27】北前船の風待ち港として栄えた港の高台にあり、境内には全国の船主などから寄
進された玉垣が残っているのは、どれでしょうか。
（ａ）海神社

（ｂ）鷹野神社

（ｃ）平内神社

（ｄ）為世永神社

【28】天日槍命を祀り、但馬国一宮といわれ「いっきゅうさん」の愛称で親しまれてい
るのは、どれでしょうか。
（ａ）日の出神社

（ｂ）出石神社

（ｃ）中嶋神社

（ｄ）宇都野神社

【29】江戸時代円山応挙とその一門の手によって障壁画が描かれ、別名「応挙寺」と呼
ばれているのは、どれでしょうか。
（ａ）宗鏡寺

（ｂ）日光院

（ｃ）楽音寺

（ｄ）大乗寺

【30】次の寺は花の名所として有名ですが、組合せが誤っているのは、どれでしょうか。
（ａ）隆国寺－ボタン

（ｂ）安国寺－ドウダンツツジ

（ｃ）円通寺－アジサイ

（ｄ）正福寺－ウメ

【31】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
にあるのは、どれでしょうか。
（ａ）泰雲寺

（ｂ）妙楽寺

（ｃ）温泉寺
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（ｄ）宗鏡寺

【32】明延・神子畑・生野の 3 鉱山は、日本の近代化を支えた鉱山です。これらの 3
鉱山を結ぶ輸送路が整備され鉱石や人、物資が運ばれていましたが、この輸送路を
現在、何と呼んでいるでしょうか。
（ａ）鉱石の道 （ｂ）銀の馬車道 （ｃ）銀山の道 （ｄ）近代化産業遺産の道
【33】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、どの区間を結んでいたでしょうか。
（ａ）明延―新井 （ｂ）明延―生野 （ｃ）明延―神子畑 （ｄ）神子畑―生野
【34】日本有数の鉱山として栄え、明治政府で最も早く官行が決定し、日本の近代化に
貢献しましたが、1973 年（昭和 48 年）に閉山した鉱山は、どこでしょうか。
（ａ）明延鉱山

（ｂ）生野鉱山

（ｃ）神子畑鉱山

（ｄ）中瀬鉱山

【35】トレッスル式鉄橋としては日本一の規模を誇っていた余部鉄橋は、2010 年 8 月
にコンクリート橋に架け替えられました。新たな防風対策が施され、風速何メート
ルまで運行可能となったでしょうか。
（ａ）毎秒２０ｍ

（ｂ）毎秒３０ｍ

（ｃ）毎秒４０ｍ

（ｄ）毎秒５０ｍ

【36】山陰本線最後の工区となった香住～久谷間にある 1 番長いトンネルは、どれでし
ょうか。
（ａ）桃島トンネル

（ｂ）桃観トンネル

（ｃ）桃山トンネル

（ｄ）桃谷トンネル

【37】1887 年（明治 20 年）豊岡市出石町に建設された木造の擬洋風建築の「明治館」
は、現在資料館として一般公開されていますが、建設当時は何に使われていたでし
ょうか。
（ａ）住宅

（ｂ）ホテル

（ｃ）郡役所 （ｄ）学校

【38】豊岡市出石町にある明治期に建てられた、芝居小屋としては近畿地方に現存する
唯一のもので 2008 年（平成 20 年）に復原されたのは、どれでしょうか。
（ａ）旅籠西田屋

（ｂ）永楽館

（ｃ）史料館
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（ｄ）静思堂

【39】豊かな自然環境に恵まれた但馬には、4 つの県立自然公園があります。但馬山岳
出石糸井、朝来群山とあと一つは、どれでしょうか。
（ａ）多紀連山県立自然公園

（ｂ）音水ちくさ県立自然公園

（ｃ）雪彦峰山県立自然公園

（ｄ）清水東条湖県立自然公園

【40】山陰海岸ジオパークは京丹後市経ヶ岬から鳥取市白兎海岸までの範囲ですが、直
線距離にすると、約何㎞でしょうか。
（ａ）約６０㎞

（ｂ）約９０km

（ｃ）約１１０km

（ｄ）約１５０km

【41】山陰海岸ジオパークの見どころのひとつである玄武洞は、約 160 万年前の溶岩が
冷えてできたものです。玄武洞の記述で誤っているのは、どれでしょうか。
（ａ）発達した柱状節理が見ることができる
（ｂ）岩石名「玄武岩」の由来の地
（ｃ）地磁気逆転の発見の場所
（ｄ）動物の足跡化石が発見された
【42】豊岡市竹野町にある猫崎半島で、兵庫県指定天然記念物になっている海水の浸食
作用でできたものは、何でしょうか。
（ａ）はさかり岩

（ｂ）波食甌穴群

（ｃ）宇日流紋岩の流理

（ｄ）ゾウの足跡化石

【43】香美町にある幅 200ｍ、高さ 70ｍ、斜度 70 度でそそり立つ柱状節理や板状節理
が発達した断崖で国指定天然記念物となっており、その形状があるものに似ている
ことから名付けられた断崖は、どれでしょうか。
（ａ）鎧の袖（そで）

（ｂ）鎧の縅（おどし）

（ｃ）鎧の兜（かぶと）

（ｄ）鎧の胴（どう）

【44】1976 年（昭和 51 年）世界的にも珍しい自然産状の「硬玉ヒスイの原石」が発
見された場所は、どこでしょうか。
（ａ）豊岡市日高町

（ｂ）養父市大屋町

（ｃ）香美町村岡区村岡

（ｄ）新温泉町居組

【45】兵庫県内で最も新しい火山の一つで、川に沿って流れた溶岩流の跡や風穴などを
見ることができる山は、どれでしょうか。
（ａ）扇の山

（ｂ）神鍋山

（ｃ）鉢伏山
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（ｄ）氷ノ山

【46】但馬には、豊かな自然を象徴するように美しい滝や渓谷がたくさんあります。落
差 98ｍと県下一の落差を誇る滝は、どれでしょうか。
（ａ）霧ケ滝

（ｂ）猿尾滝

（ｃ）瀞川滝

（ｄ）天滝

【47】裏から滝の流れを見ることができる、別名「裏見の滝」と呼ばれる珍しい滝で、
兵庫県指定名勝となっているのは、どれでしょうか。
（ａ）霧ヶ滝

（ｂ）吉滝

（ｃ）八反の滝

（ｄ）小沼の滝

【48】山岳地帯に生息する野鳥の大型鳥類で、兵庫県下での生息数が数羽と著しく減少
している危機的な鳥類は、どれでしょうか。
（ａ）コウノトリ

（ｂ）イヌワシ

（ｃ）シラサギ

（ｄ）クマタカ

【49】豊岡市では、試験放鳥されたコウノトリを野外で見ることができます。
コウノトリの成鳥は、翼を広げると、どのくらいの大きさになるでしょうか。
（ａ）約０．５ｍ～０．８ｍ

（ｂ）約１．０ｍ～１．５ｍ

（ｃ）約２．０ｍ～２．５ｍ

（ｄ）約３．０ｍ～３．５ｍ

【50】別名ハンザキと呼ばれ、2004 年（平成 16 年）台風 23 号の水害により出石川で
多数保護された国の特別天然記念物となっている動物は、どれでしょうか。
（ａ）アベサンショウウオ

（ｂ）オオサンショウウオ

（ｃ）モリアオガエル

（ｄ）ヒヌマイトトンボ

【51】兵庫県下最大クラスのサクラで、別名「仙櫻」と呼び親しまれているのは、どれ
でしょうか。
（ａ）樽見の大ザクラ

（ｂ）泰雲寺のシダレザクラ

（ｃ）知見の大ザクラ

（ｄ）糸原のミズメザクラ

【52】毎年 5～11 月にかけて、梅の花によく似た 5 弁の白い花をつけるバイカモの群落
がある川は、どれでしょうか。
（ａ）出石川

（ｂ）佐津川

（ｃ）建屋川
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（ｄ）田君川

【53】但馬には、海中の景観を保護するために指定された「海域公園」（従来の名称海
中公園）が 4 カ所あります。その内、国指定天然記念物、名勝の但馬御火浦の一部
となっているのは、どこでしょうか。
（ａ）豊岡海域公園

（ｂ）竹野海域公園

（ｃ）浜坂海域公園

田井の浜

（ｄ）浜坂海域公園

海金剛

【54】朝来市山東町の楽音寺境内には、土の中に巣をつくるハチの群生地があり、兵庫
県指定天然記念物となっていますが、どのハチの群生地でしょうか。
（ａ）ツツジノヒメハナバチ

（ｂ）ツバキノヒメハナバチ

（ｃ）サクラノヒメハナバチ

（ｄ）ウツギノヒメハナバチ

【55】豊かな自然が残っている但馬にはカツラの巨木がたくさんあります。次のうち国
指定天然記念物となっているのは、どれでしょうか。
（ａ）別宮の大カツラ

（ｂ）糸井の大カツラ

（ｃ）和池の大カツラ

（ｄ）兎和野の大カツラ

【56】養父市能座にある「ヒダリマキガヤ」の巨木は、国指定天然記念物となっていま
すが、何が左巻きなのでしょうか。
（ａ）幹

（ｂ）枝

（ｃ）葉

（ｄ）種子

【57】県下一の高さを誇る氷ノ山の頂上付近には、学術的に貴重な高地性湿原が残され
ていますが、その湿原はどれでしょうか。
（ａ）古生沼

（ｂ）銚子ケ谷湿原

（ｃ）大沼湿地

（ｄ）加保坂湿地

【58】養父市大屋町の湧水湿地に生息し、西日本や近畿地方では当地域にのみ寒冷な時
代（数万年前）の植物が今日まで奇跡的に生息し続けていることが明らかになりま
したが、その植物は、どれでしょうか。
（ａ）カザグルマ

（ｂ）イワナシ

（ｃ）ミズバショウ

（ｄ）エゾリンドウ

【59】ハチ北高原の標高 700m 付近に自生しているサトイモ科の植物で、3,000 株を超
える群落が兵庫県指定天然記念物になっている植物は、どれでしょうか。
（ａ）ミツガシワ
（ｃ）ヤマドリゼンマイ

（ｂ）オキナグサ
（ｄ）ザゼンソウ
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【60】県芸術文化協会の 2009 年度ふるさと文化賞を受賞した、お盆に披露される丹土
はねそ踊りは、どこの伝統芸能でしょうか。
（ａ） 養父市

（ｂ） 朝来市

（ｃ）香美町

（ｄ） 新温泉町

【61】但馬三大祭りのひとつとされ、新温泉町宇都野神社の夏の例祭で麒麟獅子舞など
が行われる有名なまつりは、どれでしょうか。
（ａ）川下祭り

（ｂ）幟まわし

（ｃ）柳まつり

（ｄ）瓶子渡まつり

【62】
「ざんざか踊り」は氏神の夏祭り・秋祭りに災厄除けや五穀豊穣を願う神事です。
現在但馬の 5 カ所で継承されていますが、1 カ所だけ「ざんざこ踊」と呼称されて
いますが、どこでしょうか。
（ａ）大杉

（ｂ）若杉

（ｃ）九鹿

（ｄ）寺内

【63】年の初めに綱引きをして豊作・無病息災を祈願する祭礼で、7 回綱引きをして最
後に上組が勝つようにすることで、その年の豊作が約束されるまつりは、どれでし
ょうか。
（ａ）久谷の菖蒲綱引き

（ｂ）別宮のお綱打ち

（ｃ）大わらじ奉納

（ｄ）まいそうまつり

【64】1221 年（承久 3 年）の承久の変で豊岡市高屋に流刑になった雅成親王の後を追
って、円山川に身を投げたという妃・幸姫の霊を慰めたことが始まりと伝えられる
奇祭は、どれでしょうか。
（ａ）松岡御柱まつり

（ｂ）まいそうまつり

（ｃ）お走り祭り

（ｄ）岸田さえもん踊り

【65】朝来市山東町の粟鹿神社の秋季例大祭に行われる「瓶子渡」の儀式のことを何
ともいわれているでしょうか。
（ａ）そうござれ

（ｂ）さあござれ

（ｃ）それござれ

（ｄ）どうござれ

【66】豊岡市法花寺に伝わる、正月に家々の座敷や門前で祝いを述べる祝福芸のことを
何というでしょうか。
（ａ）宮神楽

（ｂ）三番叟

（ｃ）万歳
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（ｄ）傘踊り

【67】幕末期、「但馬聖人」と呼ばれた池田草庵が開いた学舎で、明治・大正時代に活
躍する逸材を多数輩出した私塾は、どれでしょうか。
（ａ）青谿書院

（ｂ）弘道館

（ｃ）稽古堂

（ｄ）明倫館

【68】次の人物とその出身地の組合せが誤っているのは、どれでしょうか。
（ａ）植村直己－豊岡市日高町

（ｂ）山田風太郎－養父市関宮

（ｃ）藤原東川－香美町小代区

（ｄ）加藤文太郎－新温泉町浜坂

【69】出石で生まれ、明治の新国家設立に尽力した政治家で、内務省地理局長時代に全
国の気象測候所の創設を働きかけ気象観測網の基礎を築いたといわれる人物は、誰
でしょうか。
（ａ）桜井勉

（ｂ）北垣国道

（ｃ）堀田瑞松

（ｄ）原六郎

【70】1797 年（寛政 9 年）現在の香美町小代区に生まれた前田周助の功績により、現
在も但馬の名産品となっていますが、どんな功績を残したのでしょうか。
（ａ）蚕種の改良

（ｂ）但馬牛の改良

（ｃ）梨の改良

（ｄ）養鶏の改良

【71】朝来市生野町出身の三巨匠と称される洋画家は、白瀧幾之助、和田三造とあと一
人は、誰でしょうか。
（ａ）伊籐清永

（ｂ）近藤朔風

（ｃ）前田純孝

（ｄ）青山熊治

【72】冒険家植村直己は、冬のマッキンリーで消息を絶ったため、次の目標としていま
したが成し遂げることができなかったのは、南極大陸最高峰ビンソン・マシフ登頂
と、もう一つは、どれでしょうか。
（ａ）犬ゾリでの北極点到達

（ｂ）南極大陸横断

（ｃ）マッターホルン登頂

（ｄ）アマゾン川筏下り

【73】野生動物による農作物被害が深刻化し、林業にも年間 2 億円ほどの被害を与えて
いる哺乳類がいますが、それはどれでしょうか。
（ａ）ウサギ

（ｂ）ヌートリア

（ｃ）ニホンジカ

（ｄ）アライグマ

【74】1978 年（昭和 53 年）消雪用の水源を掘削中に湧出した温泉で、一般家庭にも配
湯されている温泉は、どれでしょうか。
（ａ）村岡温泉

（ｂ）十戸温泉

（ｃ）香住温泉
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（ｄ）浜坂温泉

【75】城崎温泉を流れる大谿川の護岸は、大正 14 年の北但馬地震後の復興に際し、あ
るところの石が使われましたが、どこの石だったでしょうか。
（ａ）玄武洞の玄武岩

（ｂ）神鍋山の溶岩

（ｃ）豊岡城の石垣

（ｄ）生野のカラミ石

【76】但馬にはたくさんの温泉施設がありますが、次の外湯温泉施設の名称に誤りがあ
るのは、どれでしょうか。
（ａ）ふれあい温泉「おじろん」

（ｂ）とがやま温泉「美人の湯」

（ｃ）若杉高原温泉「スパハウス」

（ｄ）七釜温泉「ゆーらく館」

【77】数多くある但馬の温泉の中でも、98 度の高温の温泉が湧出している「荒湯」で
有名な温泉は、どこでしょうか。
（ａ）城崎温泉

（ｂ）湯村温泉

（ｃ）七釜温泉

（ｄ）よふど温泉

【78】但馬牛は、優良牛の育成を目指して、何世代も近親繁殖を繰り返し、その優れた
特質が固定され血統をつくってきましたが、この系統を何と呼んでいるでしょうか。
（ａ）蔓（つる）

（ｂ）蔦（つた）

（ｃ）葛（くず）

（ｄ）綱（つな）

【79】九条ねぎの改良種といわれ、根深ねぎと葉ねぎの兼用種であり、日本三大ねぎの
ひとつとして売り出されている岩津ねぎの産地は、どこでしょうか。
（ａ）養父市

（ｂ）朝来市

（ｃ）香美町

（ｄ）新温泉町

【80】10 年ほど前から香住の特産品としてブランド化を奨めている「香住ガニ」の正
式名称は、何でしょうか。
（ａ）タラバガニ

（ｂ）ケガニ

（ｃ）ズワイガニ

（ｄ）ベニズワイガニ

【81】新温泉町浜坂では、旅館・民宿の経営者や従業員を対象に、カニの美味しい食べ
方からカニに合うお酒までアドバイスする専門家を養成していますが、何というで
しょうか。
（ａ）カニマイスター

（ｂ）カニマエストロ

（ｃ）カニパティシエ

（ｄ）カニソムリエ
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【82】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
漁港が水揚げ量日本一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）ウミホタル

（ｃ）チョウチンアンコウ

（ｄ）ハダカイワシ

【83】近年、但馬地域で普及している無農薬・減農薬・有機栽培に加え、生き物を育む
という新しい付加価値を持った農法を何というでしょうか。
（ａ）生きもの育む農法

（ｂ）コウノトリ野生復帰農法

（ｃ）コウノトリ育む農法

（ｄ）コウノトリ遊ぶ農法

【84】城崎温泉の温泉客に人気の高い土産物となっている「麦わら細工」に使われる材
料は、何でしょうか。
（ａ）コムギ

（ｂ）ライムギ

（ｃ）ハトムギ

（ｄ）オオムギ

【85】国の伝統的工芸品の指定を受けている「豊岡杞柳細工」ですが、杞柳製品の製造
は、いつごろからはじまったでしょうか。
（ａ）奈良時代

（ｂ）平安時代

（ｃ）江戸時代

（ｄ）明治時代

【86】豊岡市但東町、出石町を生産地とする但馬ちりめんは、大正期に大きく発展しま
した。このちりめんの技術は、どこから移入されたものでしょうか。
（ａ）因幡地方

（ｂ）丹波地方

（ｃ）丹後地方

（ｄ）播磨地方

【87】国指定伝統的工芸品の白磁の焼き物は、どれでしょうか。
（ａ）但馬焼

（ｂ）香住焼

（ｃ）八鹿焼

（ｄ）出石焼

【88】明治維新三傑の一人、桂小五郎は 1864 年（元治元年）に起きた「禁門の変」の
後、京都を脱出し、但馬国のどこに潜伏していたと伝わっているでしょうか。
（ａ）豊岡市出石町

（ｂ）朝来市生野町

（ｃ）香美町香住区

（ｄ）新温泉町浜坂

【89】生野町口銀谷地区は、古くからの銀山の町として栄え、鉱山町独特の落ち着いた
町並みや歴史遺産、近代化産業遺産などが数多く残っていますが、現在この地区で
まちづくり活動の拠点となっている施設は、どれでしょうか。
（ａ）井筒屋

（ｂ）１区公民館

（ｃ）甲社宅
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（ｄ）海崎医院

【90】養父市大屋町大杉地区には、全国的にも珍しい中 3 階建の住宅があり、その特徴
的な建築物や美しい街並みは兵庫県景観形成地区に指定されていますが、何をする
ための住宅だったのでしょうか。
（ａ）木彫

（ｂ）養蚕

（ｃ）どぶろくづくり

（ｄ）味噌づくり

【91】豊岡市城崎町に伝わる昔話で、「鼻かけ地蔵」のお地蔵様の鼻から出てくるもの
は、何でしょうか。
（ａ）米

（ｂ）魚

（ｃ）小判

（ｄ）小豆

【92】コウノトリ但馬空港から大阪空港まで定期運航している航空会社は、どれでしょ
うか。
（ａ）日本エアコミュータ－（株）

（ｂ）全日本空輸（株）

（ｃ）スカイマーク（株）

（ｄ）（株）スターフライヤー

【93】2010 年（平成 22 年）11 月ＪＲ播但線経由で大阪と但馬を結ぶ特急が新型車両と
なったのは、どれでしょうか。
（ａ）特急北近畿

（ｂ）特急はまかぜ

（ｃ）特急こうのとり

（ｄ）特急きのさき

【94】2007 年（平成 19 年）2 月但馬の医療再編が合意され、但馬で 24 時間・365 日体
制の救急を担うこととされた病院は、どれでしょうか。
（ａ）和田山病院・八鹿病院

（ｂ）浜坂病院・豊岡病院

（ｃ）日高病院・豊岡病院

（ｄ）豊岡病院・八鹿病院

【95】次の組合せで誤っているのは、どれでしょうか。
（ａ）日本の滝 100 選（猿尾滝、天滝）
（ｂ）日本 100 名城（竹田城）
（ｃ）日本の夕陽百選（竹野海岸の夕陽）
（ｄ）日本の棚田百選（うへ山、西ケ岡）
【96】次の但馬の地名で読み方が誤っているのは、どれでしょうか。
（ａ）豊岡市楽々浦（ゆうゆううら）

（ｂ）養父市左近山（さこやま）

（ｃ）朝来市牧田（ひらた）

（ｄ）新温泉町辺地（へっち）
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【97】次の但馬の出来事で、1 番早く起こった出来事は、どれでしょうか。
（ａ）大屋の上垣守国が「養蚕秘録」を著す（ｂ）円山応挙一門の大乗寺襖絵が完成
（ｃ）生野銀山の採掘を始める

（ｄ）池田草庵が青谿書院を開設

【98】平成の大合併が行われ、但馬は 3 市 2 町になりましたが、養父町、八鹿町、関宮
町、大屋町の４町が合併して養父市になったのは何年でしょうか。
（ａ）2003 年（平成 15 年)

（ｂ）2004 年 (平成 16 年)

（ｃ）2005 年 (平成 17 年)

（ｄ）2006 年 (平成 18 年)

【99】昨年 2010 年 JR 特急名と宇宙ステーション補給機の愛称に相次いで決まった国の
特別天然記念物に指定されている動物は、どれでしょうか。
（ａ）オオワシ

（ｂ）コウノトリ

（ｃ）イヌワシ

（ｄ）オジロワシ

【100】（財）但馬ふるさとづくり協会が発行している情報誌「T2」77 号の新但馬の七
不思議にノミネートされている事柄で、滝の中に仏像が見え隠れする滝として紹
介されているのは、どの滝でしょうか。
（ａ）天滝

（ｂ）猿尾滝

（ｃ）霧ケ滝
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（ｄ）シワガラの滝

