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次の問いに答えなさい。

【1】「 」で示した山は、標高が 567m あり、山頂からの眺めは大変よく、眼下には山陰海岸
国立公園が展開し、秋には早朝の雲海が有名ですが、この山の名前は次のうちどれでしょう
か。

（ａ）来日岳 （ｂ）神鍋山 （ｃ）大岡山 （ｄ）鉢伏山

【2】「河川Ａ～河川Ｄ」のうち、円山川はどれでしょうか。

（ａ）河川Ａ （ｂ）河川Ｂ （ｃ）河川Ｃ （ｄ）河川Ｄ

【3】地図上に「 」で示した外湯温泉施設は次のうちどれでしょうか。

（ａ）かすみ・矢田川温泉 （ｂ）かんなべ湯の森ゆとろぎ
（ｃ）七釜温泉「ゆーらく館」 （ｄ）黒川温泉～美人の湯～

【4】「○ジ 」で示した山陰海岸ジオパーク関連施設は次のうちどれでしょうか。
（ａ）山陰海岸ジオパーク館 （ｂ）北前館
（ｃ）海の文化館 （ｄ）玄武洞公園
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【5】「 ～ 」で示した国道うち、「国道９号」はどれでしょうか。

（ａ） （ｂ） （ｃ） （ｄ）

【6】山陰本線上の「《Ａ》～《Ｄ》」の駅のうち、「江原駅」はどれでしょうか。

（ａ）《Ａ》 （ｂ）《Ｂ》 （ｃ）《Ｃ》 （ｄ）《Ｄ》

【7】「 ～ 」のうち、埋蔵文化財センターを併設する道の駅「但馬のまほろば」はどれでしょ

うか。

（ａ） （ｂ） （ｃ） （ｄ）

【8】今年度、国道４８３号北近畿豊岡自動車道和田山八鹿道路が開通し、新しいインターチェ
ンジができます。

このうち、「 」で示す位置にできるインターチェンジの名称は次のうちどれでしょうか。

（ａ）八鹿妙見山 （ｂ）八鹿氷ノ山 （ｃ）村岡蘇武岳 （ｄ）小代瀞川山
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【9】但馬の人口は約 18万人（平成 22 年国勢調査）ですが、平成 22年に但馬地域を訪れた

観光客は、但馬の人口のおよそ何倍でしょうか。

（ａ）１０倍 （ｂ）３０倍 （ｃ）５０倍 （ｄ）１００倍

【10】但馬地域には、ＪＲ播但線の駅は和田山駅を含めいくつあるでしょうか。

（ａ）３ （ｂ）４ （ｃ）５ （ｄ）６

【11】清流に住むホタルで、ほたるまつりで有名な養父市奥米地のホタルは、次のうちどれでしょ

うか。

（ａ）ゲンジボタル （ｂ）ヘイケボタル

（ｃ）ヒメボタル （ｄ）ベニボタル

【12】山陰海岸のジオスポットとして県指定文化財にもなっている「淀の洞門」と「はさかり岩」の

間にあり、かつて海水浴期間中に臨時に設けられた鉄道駅の名前にも使われていた海水浴

場は次のうちどれでしょうか。

（ａ）佐津 （ｂ）安木浜 （ｃ）切浜 （ｄ）弁天浜

【13】「但馬・理想の都の祭典」から20周年を迎える平成26年に向け、但馬地域では地域を挙

げて、様々な取り組みが展開されています。この祭典 20 周年事業の名称は次のどれでしょう

か。

（ａ）～出会い・感動～ 夢但馬 2014

（ｂ）～出会い・ふれあい～ 夢但馬 2014

（ｃ）～感謝・感激～ 夢但馬 2014

（ｄ）～感動・実感～ 夢但馬 2014

【14】本年７月にオープンした、但馬で１１か所目となる道の駅は、次のどれでしょうか。

（ａ）平家の里 （ｂ）ジオパーク （ｃ）あまるべ （ｄ）香住

【15】朝来市少年少女オーケストラが本年８月に初めて海外に派遣され、演奏会を開きました。

訪れたのは次のどの国でしょうか。

（ａ）イギリス （ｂ）アメリカ

（ｃ）オーストラリア （ｄ）オーストリア

【16】豊岡市出身で、バレーボール女子日本代表選手として今年行われたロンドンオリンピックで

活躍したのは次のうち誰でしょうか。

（ａ）木村沙織 （ｂ）井上香織 （ｃ）江畑幸子 （ｄ）大友愛

【17】但馬には、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

出力を誇る揚水発電所があります。この発電所の名前は次のうちどれでしょうか。

（ａ）奥多々良木発電所 （ｂ）生野発電所

（ｃ）黒川発電所 （ｄ）奥銀谷発電所
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※但馬の歴史に関する次の記述中、（ 18 ）から（ 27 ）に入るのはどれでしょうか。

奈良時代には聖武天皇の命により、全国に国分寺・国分尼寺が建立されたが、但馬国では

（ 18 ）に建てられたことがわかっている。

また、この頃、中央と地方を結ぶ主要道が整備された。但馬内は（ 19 ）の道筋に属し、ル

ートは、遠阪峠で（ 20 ）の国から朝来市山東町に入り、現在の養父市、香美町村岡区、新温

泉町で（ 21 ）峠に入り、（ 22 ）の国へと続いていた。

【18】 （ａ）朝来市和田山町 （ｂ）養父市八鹿町

（ｃ）豊岡市出石町 （ｄ）豊岡市日高町

【19】 （ａ）近畿道 （ｂ）北但道 （ｃ）山陰道 （ｄ）出雲道

【20】 （ａ）丹後 （ｂ）丹波 （ｃ）摂津 （ｄ）播磨

【21】 （ａ）蒲生 （ｂ）春来 （ｃ）若杉 （ｄ）笠杉

【22】 （ａ）伯耆 （ｂ）播磨 （ｃ）因幡 （ｄ）美作

江戸中期になると、但馬沿岸の港は、各地の産物を運ぶ（ 23 ）の寄港地として栄えた。

1847 年（弘化 4年）には但馬の港から久美浜代官所に 169 艘が免許の申請をした。

その中でも（ 24 ）が突出して多く、全体の３分の１を占めていた。

江戸後期は教育熱が高まり、出石藩の（ 25 ）、豊岡藩の稽古堂、村岡山名領の明倫館と

いった藩校が開設された。

【23】 （ａ）北前船 （ｂ）南前船 （ｃ）イカ釣り船 （ｄ）北方船

【24】 （ａ）竹野港 （ｂ）柴山港 （ｃ）香住港 （ｄ）諸寄港

【25】 （ａ）永楽館 （ｂ）弘道館 （ｃ）まほろば館 （ｄ）武道館

1871年（明治2年）には但馬はすでに県になっていた久美浜・（ 26 ）に続いて（ 27 ）・出

石・村岡が県となった。

しかし、同年 11 月には、但馬・丹後・丹後を管轄する新しい（ 27 ）県が誕生した。

※【26】 （ａ）香住 （ｂ）八鹿 （ｃ）浜坂 （ｄ）生野

※【27】 （ａ）八鹿 （ｂ）浜坂 （ｃ）豊岡 （ｄ）香住
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【28】朝来市のマスコット名の由来にもなっている、直径約 90m の近畿地方最大の円墳は、

どの古墳でしょうか。

（ａ）森尾古墳 （ｂ）池田古墳 （ｃ）城ノ山古墳 （ｄ）茶すり山古墳

【29】旧因幡道沿いの新温泉町対田に今も残る一里塚は、江戸時代に一里（約４ｋｍ）ごとに土、

石、木などでつくられたものですが、その目的は次のうちどれでしょうか。

（ａ）亡くなった人を供養するため

（ｂ）村の守り神として

（ｃ）旅人のための目印や休憩所として

（ｄ）村に貢献した人を讃えるため

【30】豊岡市の神武山に城跡が残る豊岡城は、もとは木崎城（城崎城）と呼ばれていましたが、

築城したのは、何氏と伝えられているでしょうか。

（ａ）京極氏 （ｂ）山名氏 （ｃ）垣屋氏 （ｄ）田結庄氏

【31】竹田城跡に関する次の記述中、（ Ａ ）（ Ｂ ）（ Ｃ ）の組合せのうち正しいのはどれでし

ょうか。

竹田城は全国屈指の山城で、その勇壮な姿から別名（ Ａ ）と呼ばれており、映画「天と

地」や（ Ｂ ）のロケ地として使用されたことがある。

石垣は穴太
あ の う

流石積技法が用いられており、これは（ Ｃ ）城にも用いられている。

（ａ）Ａ 虎臥城 Ｂ あなたへ Ｃ 安土城

（ｂ）Ａ 白鷺城 Ｂ ノルウェイの森 Ｃ 安土城

（ｃ）Ａ 虎臥城 Ｂ あなたへ Ｃ 二条城

（ｄ）Ａ 白鷺城 Ｂ 赤穂浪士 Ｃ 安土城

【32】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、出石神社・

絹巻神社、養父神社、粟鹿神社とあと一つはどれでしょうか。

（ａ）日吉神社 （ｂ）中嶋神社 （ｃ）小田井縣神社 （ｄ）名草神社

【33】但馬国一宮として知られる出石神社に祀られている天日槍
あめのひぼこ

（あめのひぼこ）は、次のどの国

の王子といわれているでしょうか。

（ａ）新羅 （ｂ）百済 （ｃ）高句麗 （ｄ）隋

【34】但馬にある次の神社のうち、読み方が誤っているのはどれでしょうか。

（ａ）雷（かみなり）神社（豊岡市） （ｂ）四所（ししょ）神社（豊岡市）

（ｃ）気多（けた）神社（豊岡市） （ｄ）表米（ひょうまい）神社（朝来市）



7 - 3 - 6

※各市町の神社と、受け継がれている民俗芸能・祭礼・儀式の組合せが誤っているのはどれで
しょうか。

【35】豊岡市

（ａ）四所神社－だんじり祭り （ｂ）出石神社－幟まわし

（ｃ）雷神社－御田植祭 （ｄ）中嶋神社－川下祭り

【36】養父市

（ａ）水谷神社－ネッテイ相撲 （ｂ）養父神社－瓶子渡祭

（ｃ）日枝神社－九鹿ざんざか踊り （ｄ）荒御霊神社－農村歌舞伎

【37】朝来市

（ａ）粟鹿神社－お走り祭り （ｂ）石部神社－宮神楽

（ｃ）山王神社－寺内ざんざか踊り （ｄ）愛宕神社－竹田松明祭

【38】美方郡

（ａ）宇都野神社－菓子祭り （ｂ）面沼神社－お茗荷祭り

（ｃ）平内神社－百手の儀式 （ｄ）沖野神社－三番叟

【39】次の Ａ と Ｂ の神社所在する市町の組合せが正しいのはどれでしょうか。

Ａ 酒づくりの神社として地元では「さかたるさん」と呼ばれる酒垂神社

Ｂ 境内に山陰線工事の犠牲者を供養した「招魂碑」がある久谷八幡神社

（ａ）Ａ：新温泉町 Ｂ：香美町 （ｂ）Ａ：香美町 Ｂ：養父市

（ｃ）Ａ：養父市 Ｂ：豊岡市 （ｄ）Ａ：豊岡市 Ｂ：新温泉町

【40】但馬の名のいわれははっきりしていませんが、日本最古の歴史書「古事記」にはどのように

記されているでしょうか。

（ａ）太字間 （ｂ）多遅麻 （ｃ）太治真 （ｄ）田路真

【41】慈覚大師により創建されたと伝えられる正福寺には、１つの花にメシベが１～６本もあると

いう「正福寺桜」がありますが、この寺院があるのは次のどの温泉でしょうか。

（ａ）湯村温泉 （ｂ）城崎温泉 （ｃ）浜坂温泉 （ｄ）出石温泉

【42】城崎温泉を開いた道智上人により創建された寺院で、聖武天皇から末代山温泉寺の勅

号を賜ったとされるのは次のどれでしょうか。

（ａ）観音寺 （ｂ）温泉寺 （ｃ）一乗寺 （ｄ）成相寺

【43】次の２つの寺院の名前の組合せが正しいのはどれでしょうか。

Ａ 豊岡市竹野町にあり、臨済宗南禅寺派、中本山で格式のある寺院で、別名「あじさい寺」
とも呼ばれている寺院

Ｂ 朝来市山東町にあり、境内の前庭でウツギの花が咲く５月末から６月中旬に「ウツギノヒメ
ハナバチ」が飛び回る寺院

（ａ）Ａ：宗鏡寺 Ｂ：円龍寺 （ｂ）Ａ：円龍寺 Ｂ：円通寺

（ｃ）Ａ：円通寺 Ｂ：楽音寺 （ｄ）Ａ：隆国寺 Ｂ：宗鏡寺
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【44】次の２つの寺院と所在する市町の組合せが正しいのはどれでしょうか。

Ａ 江戸時代の画家、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」
と呼ばれている大乗寺

Ｂ 山名氏の菩提寺として創立され、別名「沢庵寺」とも呼ばれる宗鏡寺

（ａ）Ａ：新温泉町 Ｂ：香美町 （ｂ）Ａ：香美町 Ｂ：豊岡市

（ｃ）Ａ：豊岡市 Ｂ：養父市 （ｄ）Ａ：養父市 Ｂ：新温泉町

【45】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

【46】明治時代に建設され、国の有形文化財にも登録されている洋風と和風を折衷した生野町

口銀谷にある建築物は次のどれでしょうか。

（ａ）上垣医院 （ｂ）旧海崎医院 （ｃ）山口公民館 （ｄ）旧小出医院

【47】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

の拠点施設となっているのはどれでしょうか。

（ａ）明治館 （ｂ）甘棠亭 （ｃ）以命亭 （ｄ）井筒屋

【48】生野鉱山施設の近代化を進めるため、明治政府により招かれたコワニエをはじめとする２４

人の技術者は次のどの国から来たでしょうか。

（ａ）イギリス （ｂ）フランス （ｃ）アメリカ （ｄ）ドイツ

【49】かつて、「一円電車」は、明延鉱山と次のどの間を走っていたでしょうか。

（ａ）生野鉱山 （ｂ）神子畑選鉱所 （ｃ）八鹿駅 （ｄ）姫路・飾磨港

【50】1912 年（明治 45 年）に建築された「余部鉄橋」が架け替えられ、現在の橋りょうが完成し

たのはいつでしょうか。

（ａ）1993 年（平成 5年） （ｂ）1998 年（平成 10 年）

（ｃ）2010 年（平成 22 年） （ｄ）2012 年（平成 24 年）

【51】1925 年（大正 14 年）の北但大震災で壊滅し、その後、鉄筋コンクリートで建造され、今で

は震災復興建築物のひとつに数えられている駅舎はどれでしょうか。

（ａ）城崎温泉駅舎 （ｂ）浜坂駅舎 （ｃ）竹野駅舎 （ｄ）香住駅舎

【52】山陰本線の工事で最大の難所であった、香美町と新温泉町の町境にあるトンネルは次の

うちどれでしょうか。

（ａ）居組トンネル （ｂ）芦谷トンネル

（ｃ）仕立トンネル （ｄ）桃観トンネル
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【53】山陰本線の竹野川橋りょう、田君川橋りょうの特徴は、断面が L 字型の鉄材を４５度ずつ

傾斜させ、互いに直角に交わるように組み、橋桁が格子状になっていることですが、このよう

な橋梁を何と呼んでいるでしょうか。

（ａ）アーチ橋 （ｂ）ラチス桁橋 （ｃ）トラス橋 （ｄ）吊橋

【54】1937（昭和12年）に建設され、円錐
えんすい

形の橋脚が近代土木遺産として評価されている橋で、

現在、老朽化により架け替え工事が行われている、円山川に架かる橋は次のどれでしょうか。

（ａ）堀川橋 （ｂ）立野大橋 （ｃ）蓼川大橋 （ｄ）鶴岡橋

【55】1934 年（昭和9年）に建設され、現在は豊岡市役所南庁舎別館として利用されている国

登録有形文化財は、どれでしょうか。

（ａ）旧兵庫県農工銀行 （ｂ）旧豊岡郵便局

（ｃ）豊岡カトリック教会 （ｄ）達徳会館

【56】1894 年（明治 27 年）頃に建設され、現在、香美町村岡区の民俗資料館「まほろば」とな

っている施設は、元々何の施設でしょうか。

（ａ）出石郡役所 （ｂ）旧七美郡役所

（ｃ）旧二方郡役所 （ｄ）旧気多郡役所
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※但馬の自然に関する次の記述中、（ 57 ）から（ 66 ）に入るのはどれでしょうか。

○山と渓谷

県下最高峰の氷ノ山を頂点として、扇ノ山、瀞川山、（ 57 ）などの山々が並ぶ。これらは但

馬山地の中央部を南北に走る妙見山、蘇武岳、（ 58 ）などのなだらかな山並みに覆いかぶさ

ってできた火山である。1000ｍ級の山々が連なり、「兵庫の屋根」といわれる。

【57】 （ａ）鉢伏山 （ｂ）神鍋山 （ｃ）段ケ峰 （ｄ）来日岳

【58】 （ａ）笠杉山 （ｂ）粟鹿山 （ｃ）三川山 （ｄ）大岡山

○名勝・奇勝の海岸

日本海に面する但馬海岸は、但馬山地の山すそが海に落ち込み、（ 59 ）の海岸美を生み

出している。また、但馬御火浦、（ 60 ）半島、日和山海岸など、名勝・奇勝が多く、（ 61 ）の

一角をなしている。

【59】 （ａ）リアス式（ｂ）フィヨルド（ｃ）扇状式（ｄ）隆起式

【60】 （ａ）城崎 （ｂ）猫崎 （ｃ）丹後 （ｄ）余部

【61】 （ａ）山陰海岸国定公園 （ｂ）山陰海岸海洋公園

（ｃ）山陰海岸国立公園 （ｄ）山陰海岸海浜公園

○平地と河川

但馬の主な河川としては、東から朝来市生野町円山に端を発する円山川、三川山を源とす

る竹野川、氷ノ山から流れ出る（ 62 ）、扇ノ山を源とする（ 63 ）などが日本海に注いでい

る。

【62】 （ａ）矢田川 （ｂ）佐津川 （ｃ）出石川 （ｄ）奈佐川

【63】 （ａ）岸田川 （ｂ）稲葉川 （ｃ）大谷川 （ｄ）市川

○動植物

但馬の山地には、但馬独特の多雨湿潤な気候により、豊かな植生が育まれており、ブナ・ミズ

ナラなどの原生的な森に代表されるように、年間を通じて多種多様な植物をみることができる。

（ 64 ）の山頂近くに残る古生沼の湿地では、高地性の珍しい湿性植物がみられる。

その他、養父市大屋町加保坂の湿地では、従来、中部地方以北にしか自生しないと考えら

れていた（ 65 ）が自生している。

円山川と矢田川の分水界をなしている山々にも注目すべき植物群落がみられ、アスナロ群

落、カタクリ群落、ヒメコマツの古木など貴重な植物が自生している。

これらの豊かな山々が、（ 66 ）・イヌワシを食物連鎖の頂点とする様々な動物たちを支えて

いる。

【64】 （ａ）鉢伏山 （ｂ）蘇武岳 （ｃ）扇ノ山 （ｄ）氷ノ山

【65】 （ａ）ミツガシワ （ｂ）ミズバショウ

（ｃ）ザゼンソウ （ｄ）オキナグサ

【66】 （ａ）ツキノワグマ （ｂ）シカ （ｃ）イノシシ （ｄ）サル
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【67】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）種子 （ｃ）葉 （ｄ）枝

【68】但馬に生息する次の動物のうち、国の特別天然記念物に指定されているのはどれでしょう

か。

（ａ）ヒヌマイトトンボ （ｂ）オオサンショウウオ

（ｃ）コクガン （ｄ）イヌワシ

【69】本年７月３日、「（ ）下流域及び周辺水田」が水鳥の生息地として国際的に重要な湿地

を保全する「ラムサール条約」に登録されました。（ ）に入る言葉は次のうちどれでしょうか。

（ａ）矢田川 （ｂ）竹野川 （ｃ）岸田川 （ｄ）円山川

【70】次のざんざか・ざんざこ踊りのうち、国選定無形文化財に指定されているのはどれでしょう

か。

（ａ）大杉ざんざこ踊り （ｂ）九鹿さんざか踊り

（ｃ）寺内ざんざか踊り （ｄ）久谷ざんざか踊り

【71】但馬で伝えられている２人で舞う獅子舞の原形は、ある国の芸能（伎楽や散楽）が日本に

伝わり、民俗芸能になって伝承されたものです。ある国とは次のどれでしょうか。

（ａ）ベトナム （ｂ）中国 （ｃ）インド （ｄ）琉球

【72】但馬で舞い伝えられている大神楽
だ い か ぐ ら

は、古来、各戸を訪れ、「ある神社」の御札を配り、火防

や家内安全などの祈祷のために獅子舞を舞った人々から、教えてもらい舞い始めたとか、「あ

る神社」に参詣する途中で習い覚えた、などとされています。「ある神社」とは次のどれでしょう

か。

（ａ）八坂神社 （ｂ）出雲大社 （ｃ）熊野速玉大社 （ｄ）伊勢神宮

【73】豊岡市法花寺に伝わる祝福芸で、正月に２人の役者が三味線に合わせて家々の座敷や

門前で祝いを述べる伝統芸能は次のどれでしょうか。

（ａ）宮神楽 （ｂ）三番叟 （ｃ）万歳 （ｄ）さあござれ

【74】江戸時代、出石藩主が始めたとされる「出石初午大祭」は、但馬に何を告げる祭りとして有

名でしょうか。

（ａ）春 （ｂ）夏 （ｃ）秋 （ｄ）冬

【75】無数の鈴を付けた傘を手に持ち、２人１組で勇壮活発に踊る「傘踊り」が盆踊り行事として

行われているのは新温泉町の次のどこでしょうか。

（ａ）海上 （ｂ）岸田

（ｃ）丹土 （ｄ）中辻
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【76】天下泰平、国家安穏などを祈願し、舞を氏神に奉納する神事が、但馬では唯一、香美町

の７ヵ所で行われていますが、この神事は次のうちどれでしょうか。

（ａ）お綱打ち （ｂ）麒麟獅子舞 （ｃ）宮神楽 （ｄ）三番叟

【77】次の神社うち、松明
たいまつ

による伝統行事が行われていないのはどこでしょうか。

（ａ）御井神社（養父市） （ｂ）十二所神社（豊岡市）

（ｃ）愛宕神社（朝来市） （ｄ）宇都野神社（新温泉町）

【78】次の祭りのうち、例年、開催日が一番遅いのはどれでしょうか。

（ａ）和田山地蔵祭（朝来市） （ｂ）香住ふるさとまつり（香美町）

（ｃ）柳まつり（豊岡市） （ｄ）川下祭り（新温泉町）

【79】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

【80】江戸時代後期、但馬聖人と呼ばれた池田草庵が但馬内外の子弟を教育し、多数の逸材

を輩出した私塾「青谿書院」があるのは次のうちどこでしょうか。

（ａ）豊岡市日高町 （ｂ）豊岡市出石町

（ｃ）朝来市和田山町 （ｄ）養父市八鹿町

【81】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

【82】明治期の政治家、北垣国道は、江戸後期に生まれ、明治の新政府で京都府知事に就任

し、琵琶湖の水を京都市に引く疎水工事を完成させましたが、この北垣国道の出身地は養父

市の次のいずれの旧町でしょうか。

（ａ）八鹿町 （ｂ）養父町 （ｃ）大屋町 （ｄ）関宮町

【83】朝来市出身、江戸後期の生野義挙で敗れた後、明治政府の推薦で欧米に留学、帰国後

第百国立銀行、東京貯蓄銀行等の頭取を務め、金融業界でその手腕を発揮した明治の実

業家は次のうち誰でしょうか。

（ａ）中江種造 （ｂ）和田完二 （ｃ）山田六郎 （ｄ）原 六郎

【84】但馬出身の各人物とゆかりのある施設の組み合わせが誤っているのはどれでしょうか。

（ａ）原 六郎 － 佐中千年家

（ｂ）斎藤隆夫 － 弘道館

（ｃ）太田垣士郎 － 城崎温泉ロープウェイ

（ｄ）植村直己 － 植村直己冒険館
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【85】朝来市生野町出身の画家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）伊藤清永 （ｂ）近藤朔風 （ｃ）前田純孝 （ｄ）青山熊治

【86】豊岡市城崎町出身の実業家、太田垣士郎に関する次の記述中、（ ）に入る言葉で正し

いのはどれでしょうか。

開業医の家に生まれ、京都帝国大学経済学部を卒業後、銀行、鉄道会社の勤務を経て

1951 年（昭和 26 年）、（ ）の初代取締役社長に就任した。

（ａ）関西電力 （ｂ）阪急電鉄 （ｃ）神戸製鋼所 （ｄ）トヨタ自動車

【87】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住民に親しまれている公

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

【88】1400 年前コウノトリが湯浴みしたことで発見されたとされる城崎温泉には７つの外湯があり

ますが、一の湯、 御所の湯、まんだら湯、地蔵湯、鴻の湯、柳湯ともうひとつは「駅舎温泉○

○の湯」です。 ○○に入る言葉は次のうちどれでしょうか。

（ａ）あや （ｂ）まつ （ｃ）ひな （ｄ）さと

【89】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で、但馬の中央部

を東西に横切る国道９号沿いにあるのは、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」

【90】秋の但馬は、山々が紅葉に染まり、様々な木の実が熟れ始めます。このうち、その実を使

った餅が特産物として人気のあるのは次のうちどれでしょうか。

（ａ）クリ （ｂ）トチ （ｃ）ドングリ （ｄ）シイ

【91】豊岡市の但東、出石、日高の各地域では、「出石皿そば」をはじめ、各所に地域の特色を

生かしたそばを提供するお店が点在していることから、「そば街道」としてＰＲしていますが、こ

の「そば街道」は、次のどの国道沿線でしょうか。

（ａ）４８２号 （ｂ）１７８号 （ｃ）４２６号 （ｄ）３１２号

【92】但馬牛は、肉質がよく、優美な黒毛和種として有名ですが、以前はどのような用途で使わ

れる家畜だったでしょうか。

（ａ）乳牛 （ｂ）牛革の生産 （ｃ）農耕用 （ｄ）角細工の材料
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【93】但馬は、国内有数の松葉ガニの漁港がありますが、松葉ガニよりも深い場所に生息し、カ

ゴ漁で漁が行われるベニズワイガニは、水揚げされる場所にちなんで次のうちどの呼び方で呼

ばれているでしょうか。

（ａ）浜坂ガニ （ｂ）香住ガニ （ｃ）柴山ガニ （ｄ）津居山ガニ

【94】城崎温泉の伝統工芸を紹介する、温泉街に白壁の土蔵が映える施設は次のうちどれでし

ょうか。

（ａ）ガラス細工伝承館 （ｂ）金網細工伝承館

（ｃ）寄木細工伝承館 （ｄ）麦わら細工伝承館

【95】養父市大屋町で産出されており、古くから石仏、石碑などに用いられ、また、地域のお米の

名前にも使用されている、やわらかい緑灰色のつるつるしたこの岩石は次のうちどれでしょう

か。

（ａ）玄武岩 （ｂ）蛇紋岩 （ｃ）流紋岩 （ｄ）花崗岩

【96】養父市は芸術によるまちづくりに力を入れており、木彫や絵画、書、陶芸など多くの芸術家

が移り住んでいます。平成 24 年４月、「ある施設」を活用し、芸術振興の拠点施設「おおやア

ート村 ビッグラボ」がオープンしました。「ある施設」とは次のどれでしょうか。

（ａ）旧診療所 （ｂ）古民家 （ｃ）旧役場 （ｄ）旧高校

【97】岸田川の支流、春来川沿いに広がる湯村温泉街では、源泉荒湯周辺をライトアップして幻

想的な空間を醸し出しています。次のうち、湯村のランドマークとして、荒湯から見上げる高台

の清正公園に映し出される文字はどれでしょうか。

（ａ）愛 （ｂ）翔 （ｃ）無 （ｄ）夢

【98】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）獅子舞 （ｂ）綱引き （ｃ）相撲 （ｄ）餅つき

【99】次の地名のうち、下線部の読み方が誤っているのはどれでしょうか。

（ａ）豊岡市田結（たい） （ｂ）養父市八鹿町九鹿（きゅうか）

（ｃ）朝来市生野町口銀谷（くちがなや） （ｄ）香美町香住区土生（はぶ）

【100】現在、コウノトリ但馬空港から定期運航している空港は次のどれでしょうか。

（ａ）東京（羽田）国際空港 （ｂ）関西国際空港

（ｃ）神戸空港 （ｄ）大阪（伊丹）国際空港


