
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

解答はすべて解答用紙に記入してください 

（無断転写を禁ず） 

第１０回福山知っとる検定 

１ 級 

 
試験時間 ９０分 

 

１．試験開始の合図があるまで，この問題冊子の中を見てはいけません。 

２．問題は１ページから９ページに記載しています。 

試験中に問題冊子の印刷不鮮明，ページの落丁・乱丁及び解答用紙の汚れ

等に気付いた場合は，手を挙げて試験係員に知らせてください。 

３．試験時間は，９０分です。 

  途中で退出する場合には，手を挙げて試験係員に合図し，解答用紙が回

収されてから静かに退出してください。 

  退出可能時間は，試験開始３０分後から試験終了１０分前までです。 

４．解答用紙に受験番号及び名前・生年月日の記入欄があるので，それぞれ

記入してください。 

５．解答は，解答用紙の解答欄の□の中に記入してください。 

６．問題冊子の余白等は適宜利用してもかまいませんが，どのページも切り

離さないでください。 

７．問題文の人物の敬称は省略させていただきます。 

８．試験終了後，問題冊子は持ち帰ることができます。 

 

注意事項 

２０１７年（平成２９年）２月１２日 

福山知っとる検定実行委員会 
 

問 題 用 紙 
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【観光】 

（１） 福山市西町にあるエフピコＲｉＭは２０１３年（平成２５年）にオープンし，２０１６年（平成２８年）には

オープン３周年を記念して「ふくフェス！」が開催されました。エフピコＲｉＭには，カピバラがモデルとなっ

た公式マスコット住人がいます。では，そのエフピコＲｉＭの公式マスコット住人の名前を正しく書いてくださ

い。 

  

（２） 福山市神辺町にある堂々川に関する次の記述のうち，正しいものを一つ選んでください。 

   ①流域の砂留は地域住民の活発な保護活動により，福山市で初めて，土木学会選奨土木遺産に認定された。 

   ②２００８年（平成２０年），堂々川砂留群の中で最大となる堤高１３．３ｍ，堤長５５．８ｍの６番砂留を含む

１０基が国の登録有形文化財に登録された。 

   ③６番砂留の上流域には，堆砂敷を利用した２９．９ｈａにもなる堂々公園が整備されており，水路の護岸は庭

園風の石組みで造られている。 

④１８３５年（天保６年）の堂々川氾濫は，下流域で死者６３人を出し，下御領村にある備後国分寺も草堂一宇

を残してすべて流失した。 

 

（３） ２０１６年（平成２８年）４月３０日・５月１日の２日間，「まつなが（   ）」が，福山市市制施行１００

周年・松永合併５０周年記念事業として開催され，国境を越えて会場が一体となり盛り上がりました。（   ）

は，ラテン語で「今日一日を有意義に使いましょう，楽しみましょう」という意味です。では，（   ）に入る

言葉を正しく書いてください。 

 

（４） 福山市では福山で生み出された創造性あふれる（クリエイティブな）産品・サービスや素材・技術，取り組み・

活動の中から，とってもわくわくするものを「福山ブランド」として認定・登録しています。第２回福山ブラン

ド認定品の「産品・サービス部門」では４４件の中から新たに７件を認定しました。では，認定された７件のう

ちいずれか１つを正しく書いてください。 

 

（５） ２０１６年度（平成２８年度）は福山市市制施行１００周年を記念して，市民・団体の皆さんが市制施行 

１００周年記念事業の目的・テーマに沿って自ら企画・実施する市民提案型イベントが数多く開催されました。

では，実際に開催されていない市民提案型イベントは，次のうちどれでしょうか。 

①ふくのやまよさこい 

②１００の感動ニューミュージカル ～ローズマインド！～ 

③睦橋から愛を叫ぶ！１００周年プロポーズ大作戦 

④復活福山とんど祭 

 

（６） ２０１６年（平成２８年）１２月１０日から２５日にかけて開催された「ＬＵＸＥＡＴＥＲ（ルクシアタ）ふ

くやま２０１６」では，「次の１００年に，（   ）を灯そう！」をテーマに，市内の子どもたちが描いたオリ

ジナルメッセージで包まれたキャンドル約３，０００個で作られた「福山城」等の灯りの地上絵アートや，まな

びの館ローズコムで開催された灯りの書道アート等が実施され，多くの観客でにぎわいました。では，（   ）

に当てはまる言葉を正しく書いてください。 
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（７） １１月３日の文化の日は，市内文化施設への入場料が無料となり，様々なイベントが開催されることで，文化

ゾーンには毎年多くの人が訪れます。では，２０１６年（平成２８年）の文化の日に，ふくやま美術館で実施さ

れていた特別展は，次のうちどれでしょうか。 

   ①阿部家ゆかりの日本刀 －小松コレクションと五箇伝の名刀－ 

   ②皇妃エリザベートも愛した名陶ヘレンド展 

   ③福山市市制施行１００周年記念事業 ミケランジェロ展 万能の天才の秘密 

   ④「ルドゥーテのばら」展 

 

（８） １８６７年（慶応３年）４月２３日に発生したいろは丸事件の賠償交渉を鞆で行った坂本龍馬は，偽名を用い

たり，桝屋清右衛門宅の２階の隠し部屋に投宿したり，親しい者に遺品ともいえる品物や遺言状にも似た手紙を

送るなど決死の覚悟をしていました。また，５月２７日に長崎から妻のお龍へ送られた手紙も変名が用られてい

ました。では，この手紙の中で妻のお龍のことを指した変名とは何でしょうか。正しく書いてください。 

 

（９） 福山城博物館では２０１６年（平成２８年）９月１７日から１１月１３日にかけて特別展「水野勝成展―その

軌跡と福山藩の誕生―」が開催されました。展示物の中には１６００年（慶長５年）関ヶ原の戦いにおいて西軍

の大垣城を攻めた時に着用したと伝えられる甲冑もありました。では，代々水野家の家宝として大切に保管され

た後，水野家菩提寺である賢忠寺に寄贈されたこの甲冑は次のうちどれでしょうか。 

 ①黒糸威小札二枚胴具足 ②革包茶糸威二枚胴具足 ③緋糸威金塗二枚胴具足 ④黒塗鋲綴二枚胴具足 

 

（１０） 福山市駅家町にある二子塚古墳は，古墳時代後期の前方後円墳です。県東部地域の代表的な古墳で， 

１９４８年（昭和２３年）に県の史跡に指定され，発掘調査を行ったところ他に例のないデザインの大刀の柄

頭などが出土しました。では，この柄頭の名前は何でしょうか。正しく書いてください。 

 

（１１） 福山市には，文化財や史跡に指定されている建造物が多くあります。では，次のＡ～Ｄを建設された年代の

古い順に並び変えてください。 

    Ａ：弁天島塔婆 Ｂ：医王寺本堂 Ｃ：明王院五重塔 Ｄ：神辺本陣母屋 

     

（１２） 福山市神辺町にある神辺本陣は江戸時代に参勤交代の大名が休泊した施設です。当時は西本陣と東本陣があ

りましたが，東本陣は明治期にほとんど解体され，現在神辺本陣と呼ばれているものは西本陣です。西本陣は

三日市の尾道屋菅波家が務め，主に筑前黒田家専用の本陣となっていました。本陣施設の中でも母屋には多く

の部屋がありました。では，実際に無かった部屋は次のうちどれでしょうか。 

 ①御成の間 ②三の間 ③茶室 ④湯殿 

 

（１３） 沼隈半島の南端に建つ朱塗りの観音堂は，昔から航海の安全，子授け・安産の祈願所として知られ，国の重

要文化財に指定されており，通称「（   ）観音」と呼ばれています。では，（   ）に入る地名を正しく

書いてください。 
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（１４） 福山市松永地区は日本一の下駄の生産地です。この特産品をテーマに，２０１６年（平成２８年）９月１８

日，第２３回ゲタリンピックが開催されました。ゲタリンピックでは毎年テーマが設定されています。では，

第２３回ゲタリンピックのテーマは，次のうちどれでしょうか。 

    ①ＴＲＩＬＯＧＹ～トリロジー～ －過去・現在・未来－ 

    ②感じよう！いい根。いい音。いいね！ 

    ③「いっぱし」 「全力」と書いて「いっぱし」と読む！ 

    ④まつなが笑町（えまち）～みんなの笑顔が見たいから～ 

 

（１５） ２０１６年（平成２８年）５月２１日のばらの日に，福山市は市内各地にばらが咲き誇る「１００万本のば

らのまち」を達成しました。現在「ふくやま」と名のつくばらは１０品種あります。では，「ふくやま」と名の

つくばらの名称とその色との組み合わせで誤っているのは，次のうちどれでしょうか。 

   ①ローズふくやま            ☓   明るいピンク 

②スマイルふくやま           ☓   薄桃色 

③アニバーサリーふくやま        ☓   赤（明るい朱色） 

④ウルヴァリン：ＦＵＫＵＹＡＭＡ    ☓   鮮やかで深みのある赤色 

 

 

【産業・地理・時事】 

（１６） 福山市では第一次産業の活性化のための取り組みとして，備後圏域の沿岸４市（福山市，三原市，尾道市，

笠岡市）と関係漁業団体とで，備後圏域の漁師１，０００人が季節ごとにおすすめする備後の地魚を「備後フ

ィッシュ」として（   ）種類選定しました。では，（   ）に当てはまる数字を書いてください。 

 

（１７） 福山市では２０１６年（平成２８年）４月よりＪＲ福山駅から徒歩５分の福寿会館で，外国人観光客をメイ

ンターゲットに着物や茶道などの和文化体験を提供する「（   ）」をはじめました。では，（   ）に入る

「福山を体験する」という意味が込められた事業名は次のうちどれでしょうか。 

    ①Ｅｘｐｅｒｉｅｎｃｅ ＦＵＫＵＹＡＭＡ（エクスペリエンス フクヤマ） 

    ②Ｗｏｎｄｅｒｆｕｌ ＦＵＫＵＹＡＭＡ（ワンダフル フクヤマ） 

    ③Ｅｘｃｅｌｌｅｎｔ ＦＵＫＵＹＡＭＡ（エクセレント フクヤマ） 

    ④Ｃｏｏｌ ＦＵＫＵＹＡＭＡ（クール フクヤマ） 

 

（１８） 山野峡県立自然公園内のある渓谷は，千枚岩質の粘板岩からなる急峻なＶ字谷で，落差６０ｍの直瀑の滝や，

大小４段に落差をかえて落ちる滝を有しています。また，勢いのある常緑広葉樹や，豊かな動物相の天然林も

有しており，江戸時代末期の漢学者，阪谷朗廬はこの深山幽谷の世界と滝の雄大さを詩に詠み，１９５４年（昭

和２９年）には県名勝に指定されました。では，この渓谷の名前を正しく書いてください。 

 

（１９） ２０１６年（平成２８年）７月２・３日に「感動・感謝・夢みらい」をテーマとしたイベント「第２回福山

博覧会」が開催されました。１００周年に関する企画展示や備後圏域のグルメ出店，市民ステージ等が開催さ

れ，多くの人が訪れました。では，第１回福山博覧会が開催された年は何年でしょうか。 
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（２０） ２０１６年（平成２８年）７月１３日に，市内中心部を循環する路線バス「まわローズ」の利用者が（   ）

万人を突破しました。「まわローズ」は２００９年（平成２１年）２月に運行を開始し，現在では中心市街地に

おける手軽な移動手段として定着しています。では，（   ）に入る数字を書いてください。 

 

（２１） 福山発のオリジナルまんが「福山を知ローゼ」は，福山市の歴史や市にゆかりのある人物を題材にした図書

です。２０１０年（平成２２年）１０月の子ども議会での「福山を知ることができるまんが本を作ってほしい」

との提案から始まり，２０１３年度（平成２５年度）に第１集『阿部正弘』が出版され，以後第２集『（   ）』，

第３集『窪田次郎』が出版され，２０１６年度（平成２８年度）に最終作となる第４集『１００年物語』が出

版されました。では，（   ）に入るタイトルになった人物の名前を正しく書いてください。 

 

（２２） 福山市市制施行１００周年記念事業として，「祭」「観」「食」などの５つのジャンルで次の１００年に伝えた

い，残したい福山の誇りを市民投票で決定する「福の山百選」が実施されました。では，福の山百選の市民投

票で最多得票を獲得したものの名称を書いてください。 

 

（２３） 福山市の安心・安全な水づくりの PRを通じて，多くの人に水道水を飲用してもらうことを使命にするヒー

ローが市内のイベント等で公演を行っています。では，このヒーローの名前は次のうちどれでしょうか。 

    ①水道人間ゴカイダー        ②水道人間ウマイダー 

    ③水道星人ゴカイダー        ④水道星人ウマイダー 

 

（２４） 備後地方で生産される藺草で織った畳表は「備後表」と呼ばれ，最高の畳表として江戸時代には幕府への献

上品となっていました。現在でも根強い人気を誇っており，２００８年（平成２０年）には「びんご畳表」と

して地域団体商標に登録され，２０１６年（平成２８年）には畳表を動力で織る技術「動力織中継六配表」が

福山ブランドに認定・登録されました。では，江戸時代初めに長谷川新右衛門が考案した藺草の先を交差させ

る織り方は何というでしょうか。正しく書いてください。 

 

（２５） ２０１６年（平成２８年）４月２７日にエフピコＲｉＭで（   ）の開校式が行われました。この事業は

備後圏域６市２町の企業を対象に，行政や産業支援機関，大学などが連携してものづくりの先端技術講座や在

職者の学び直し研修を実施し，各機関の人材育成講座を体系化し情報発信を行っていくものです。では，

（   ）に入る学校名は次のうちどれでしょうか。 

    ①ものづくり大学 ②産業支援大学 ③びんご職人大学 ④未来技術大学 

 

（２６） 広報「ふくやま」には，２０１４年（平成２６年）１０月号からインタビュー企画「何もないとは言わせな

い！」を掲載しています。この企画は２０１６年（平成２８年）４月号より，「１０１年目の福山に新たな魅力

を加えるのはどのような人たちか」を新たなテーマにインタビューを掲載しています。では，そのテーマとは，

次のうちどれでしょうか。 

    ①ＮＥＸＴ ＡＮＮＩＶＥＲＳＡＲＹ（ネクスト アニバーサリー） 

    ②ＮＥＸＴ ＡＣＴＩＯＮ（ネクスト アクション） 

    ③ＮＥＸＴ ＦＵＴＵＲＥ（ネクスト フューチャー） 

    ④ＮＥＸＴ ＧＥＮＥＲＡＴＩＯＮ（ネクスト ジェネレーション） 
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（２７） ２０１６年（平成２８年）に，福山市・岡崎市・尼崎市の３市が市制施行１００周年を迎え，友好を深める

ことを目的に，３市それぞれのイベント会場で「市花の交換」が行われました。福山市市制施行１００周年記

念ばら「（   ）」と岡崎市の「藤」「桜」，尼崎市の「ハナミズキ」をそれぞれ交換しました。では，（   ）

に入るばらの名前を正しく書いてください。 

 

（２８） 福山市立動物園は，アミメキリンの赤ちゃん「あんず」が生まれたことで，話題になりました。他にも，子

どもをたくさん出産したことでギネス世界記録に認定された，シロテテナガザルの「マリ」もいる等，話題あ

ふれる施設です。では，元気いっぱいにダイナミックな腕渡りを披露する，「マリ」の３３頭目の子どもの名

前は次のうちどれでしょうか。 

    ①ユキ ②アンソニー ③キンタロー ④シャーロット 

 

（２９） 福山市では，市制施行１００周年を記念し，市内の観光名所などをあしらった公共下水道のデザインマンホ

ールをＪＲ福山駅前エリアに４箇所，ばら公園エリアに３箇所設置しました。では，駅前エリアに設置された

デザインマンホールの中で，実際には存在しないデザインは次のうちどれでしょうか。 

    ①福山城 ②明王院 ③鞆の浦（常夜灯） ④磐台寺観音堂 

 

（３０） 鞆の浦の特産品である保命酒は，１６５９年（万治２年）に大阪からやってきた漢方医が考案したと伝えら

れる薬味酒です。日米和親条約を締結する際，ペリー提督一行の接待の宴会で振る舞われ，その後横浜に来航

したパークス大使一行にも振る舞われました。現在は鞆の浦で４軒が製造しており，それぞれ異なる味の保命

酒を売っていますが，明治になるまではある家の専売とされていました。では，何家の専売とされていたでし

ょうか。正しく書いてください。 

 

 

【歴史・文化】 

（３１） ２０１４年（平成２６年），市内の道路改良工事に伴う発掘調査で，壺の口に屋形船が描かれた日本最古の土

器片が出土しました。土器はその様式から，魏志倭人伝に登場する邪馬台国の女王卑弥呼の時代のものと推測

されており，描かれた船は鉄や薬草など各地の産品を積んで瀬戸内海を往来した交易船と考えられています。

では，その土器片が出土した遺跡の名前を正しく書いてください。 

 

（３２） ２０１６年（平成２８年）１０月５日，福山市草戸町の明王院にある国宝・五重塔の本尊で福山市重要文化

財に指定されている「木造大日如来坐像」の名称が最新の調査の結果，「（   ）」に変更されました。では，

（   ）に入る名称は次のうちどれでしょうか。 

    ①木造阿弥陀如来坐像 ②木造薬師如来坐像 ③木造弥勒菩薩坐像 ④木造文殊菩薩坐像 

 

（３３） 福山藩主阿部正弘は文武を奨励し，既存の藩校を拡充発展する形で藩校・誠之館を設立し，身分によらない

教育を行いました。また，試験の合格者に役職や俸禄などを与える仕進法という登用制度を採用するなど，人

材育成にも力を注ぎました。では，１７８６年（天明６年）に設立され誠之館の前身となったこの藩校の名前

は何でしょうか。正しく書いてください。 
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（３４） 福山市には多くの文化施設・社会教育施設があります。では，次の施設を開館した年の早い順に並べてくだ

さい。 

Ａ：福山市リサイクルプラザ  Ｂ：福山市人権平和資料館  Ｃ：ふくやま文学館  Ｄ：ローズアリーナ 

 

（３５） ２０１６年（平成２８年）４月２２日，福山市の文化財に新たに「（   ）窯跡等出土資料」の１，７３２

点が指定されました。長年の研究成果が初期色絵磁器の歴史を明らかにしたものであり，不明だった焼き物の

特徴を確認することができる貴重な資料です。では，（   ）に入る言葉を正しく書いてください。 

 

（３６） 福山市内の神社に関する次の記述のうち，正しいものを一つ選んでください。 

①福山市北吉津町にある福山八幡宮は，延広八幡宮と野上八幡宮の２つの八幡宮が１６８３年（天和３年）に

現在地に移され，同一形式で造営されたもので，両社八幡宮といわれています。 

②福山市鞆町にある沼名前神社の石鳥居は，水野勝成が１６２５年（寛永２年）に長男の誕生にあたり寄進し

たもので，鳥ぶすま型鳥居と呼ばれる珍しい形をしており，県の重要文化財に指定されています。 

③福山市新市町にある吉備津神社は備後国の一宮で，所有する木造狛犬は国の重要文化財に指定されており，

２００１年（平成１３年）にはフランスのルーブル美術館に展示されました。 

④福山市新市町にある素盞嗚神社は，６００年代天武天皇の時代に創建されたといわれる神社で，境内には戦

国時代に神辺城から移築されたという伝承のある城門２つが現存しています。 

 

（３７） 福山市沼隈町では江戸初期の寛文年間（１６６１年～１６７２年）に磯新涯が干拓造成されたのに伴い，堤

防の東端に農業用水の調節や海水が干拓地に浸入することを防ぐためのある施設が造られました。水門とその

操作小屋からなるこの施設は，１６９６年（元禄９年）と１７７４年（安永３年）の二度にわたる大掛かりな

修理を経て，１９８０年（昭和５５年）には県の史跡に指定されました。では，この施設は何と呼ばれている

でしょうか。正しく書いてください。 

 

（３８） １６６７年（寛文７年）の塩田完成に伴い，塩田で働く人たち，塩や魚を商う人たちなどが集まり松永村が

誕生しました。その際，飲料水確保のため羽原川や本郷川を水源とする溜井戸が作られ，その多くが現存して

います。では，これらの溜井戸は何と呼ばれていたでしょうか。漢字一文字で正しく書いてください。 

 

（３９） 福山市鞆町で行われている「鞆の津・八朔の馬出し」は，実物大の高さ１．５～２ｍもある木馬や車輪付き

のミニ木馬など十数台を引き回して子どもたちの健やかな成長を願う伝統行事です。江戸時代から行われてい

ましたが，昭和初期に途絶してしまいました。その後，鞆町の住民によって約７０年ぶりに復活しました。で

は，この復活した年は何年でしょうか。 
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（４０） 服部大池に関する次の記述のうち，誤っているものを一つ選んでください。 

    ①灌漑用水の確保を目的に水野勝成が１６４３年（寛永２０年）に造成を命じ，神谷治部を総奉行に領内９郡

２４０カ村の農民を総動員し１６４５年（正保２年）に完成した。 

    ②堤高５８．９ｍ，堤頂長２５１ｍ，堤体積１９万８千㎥，貯水容量１６５万㎥，有効貯水容量１５５万㎥を

誇る備後最大のため池となっている。 

    ③現在でもため池として機能しており，周辺は公園として整備され，桜の名所となっている。２０１０年（平

成２２年）に農林水産省より広島県では唯一「ため池百選」に選ばれた。 

    ④造成にあたって人柱となった少女お糸とその後を追って身投げした恋人の伝説にまつわる「比翼の松」と呼

ばれる松が生えており，今でも毎年１１月３日にはお糸の慰霊祭が行われている。 

 

（４１） 福山城に関する次の記述のうち，正しいものを一つ選んでください。 

①城主水野勝成は天神山を平らにし，その周囲を固めて本丸を形作り，その四方に二の丸を配置，それをコの

字型に水掘で囲み内堀とし，その外側の平地を三の丸とし，その四方に水をたたえた堀を造り外堀とした。 

②伏見櫓は京都伏見城「松の丸東櫓」の遺構を福山城築城にあたって徳川家康から拝領したもので，筋鉄御門

とともに国重要文化財に指定されている。 

③天守は一層の付け櫓を持つ層塔式で，防御の弱い西側には鉄板が貼り付けられていた。１９４５年（昭和２

０年）８月の空襲で焼失したが，１９６６年（昭和４１年）に月見櫓，御湯殿などとともに再建された。 

④軒丸瓦に水野家の「丸に沢瀉一葉二花」の家紋をつけた旧福山城の遺構を伝える長屋門が鞆町の保命酒の店

舗として活用されており，水野時代の城門はこの門だけとなっている。 

 

（４２） 福山市鞆町にある鞆の津の商家は江戸時代末に建築された主屋と土蔵が一体となった豪壮な建物で，古い商

家の間取りを残す鞆の典型的な町家の好例として，市の重要文化財に指定されています。明治初期には呉服を

商う商家でしたが，１８９４年（明治２７年）からは漁具や船具類を北海道や東南アジアなどの広範囲に販売

する会社に用いられました。では，この会社の名前は次のうちどれでしょうか。 

 ①澤村船具店 ②丸忠総業 ③土佐屋八三郎商店 ④鞆製網合資会社 

 

（４３） １１８０年（治承４年），高倉上皇一行が船で厳島神社参拝からの帰路，立ち寄った敷名の港（福山市沼隈町）

での出来事が平家物語に記されています。上皇は船から眺める敷名の浜に咲き誇っていた藤を称賛し，取りに

行かせたところ，使いの者は藤の花を松の枝に絡ませたまま持ち帰りました。この出来事を大納言隆季が歌に

詠み，この地名の由来にもなっています。明治時代のある歌人はこの場面を題材に「みつかさの 折りてささ

ぐる 松ケ枝に 長き短き 藤浪の花」など数首を詠んでいます。では，この歌人とは次のうち誰でしょうか。 

    ①北原白秋 ②斉藤茂吉 ③正岡子規 ④石川啄木 
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【人物】 

（４４） 福山市神辺町出身の作詞家「葛原しげる」は，「ぎんぎんぎらぎら 夕日が沈む」で始まる童謡「夕日」で知

られており，地元の人たちからもニコピン先生と呼ばれ親しまれていました。２０１６年（平成２８年）は，

葛原しげる生誕（   ）年を迎える記念すべき年であることから，福山市市制施行１００周年記念イベント

の１つとしてコンサートが行われました。では，（   ）に入る数字は次のうちどれでしょうか。 

    ①１００ ②１１０ ③１２０ ④１３０ 

 

（４５） 福山市にゆかりのある大使について，人物名と大使名の組み合わせが誤っているものは，次のうちどれでし

ょうか。 

    ①ニコライ・バーグマン    ☓    ばらのまち福山ＰＲ大使 

    ②ウルヴァリン        ☓    福山国際観光親善大使 

    ③加藤登紀子         ☓    １００万本のばらのまち福山応援大使 

    ④岩佐美咲          ☓    福山・鞆の浦応援特別大使 

 

（４６） 菅茶山に関する次の記述のうち，誤っているものを一つ選んでください。 

    ①江戸時代の朱子学者・詩人で，京都に遊学して那波魯堂に朱子学を学び，和田東郭に古医方を学んだ。また，

菅茶山の漢詩は，心に映るものを自然なまま詠み，当時の詩風を一変させ「当世随一の詩人」と評された。 

    ②１７８１年（天明元年）に私塾「黄葉夕陽村舎」を開いた。１７９６年（寛政８年）に塾を福山藩に献上し，

藩の郷学となってからは公式には「神辺学問所」一般には「廉塾」と称した。 

    ③福山市神辺町に現存する「廉塾」には，３部屋２０畳敷きの講堂・寮舎・居宅・書庫・菜園・養魚池・高屋

川から引いた水路「筆洗いの池」があり，１９５３年（昭和２８年）には国の特別史跡に指定された。 

    ④天明百姓一揆の経験と朱子学の理念から，出口村（府中市）や千田村（福山市千田町）・市村（福山市蔵王町）

の有力者を指導して，春に年貢を納められない人に低金利で米を貸し，夏に麦で返却させる「社倉」を行わ

せた。 

 

（４７） 寺地舟里（強平）に関する次の記述のうち，誤っているものを一つ選んでください。 

    ①１８３２年（天保３年）頃，長崎，のちに江戸で緒方洪庵らとともにオランダ医学の勉強をし，１８３７年

（天保８年）には福山で西洋医学にもとづく医院を開業し，福山で最初の種痘をほどこした。 

    ②江戸でオランダ語や西欧事情の講義をしており，１８５５年（安政２年）に阿部正弘の命をうけて福山に帰

り，「藩校・誠之館」の開設に関わり，教授としてオランダ語をはじめ西欧事情の講義を行った。 

    ③理化学，博物学，生理学などにも優れた知識をもち，東蝦夷（北海道）の調査や１８５７年（安政４年）に

は砲台使用書『大礟使用軌範』の翻訳を行った。 

    ④１８６９年（明治２年）には，近代的病院の最初のモデルといえる医学校兼病院「明倫館」を西町築切に建

設し，院長兼教授となり，西洋医学にもとづく近代的な医学教育と治療を行った。 
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（４８） 福山市名誉市民の小松安弘は，公益財団法人「小松育英会」を設立し，経済援助が必要な子どもたちに学資

の支援を行うなど，公共福祉の増進，教育文化の振興に貢献しました。また，国宝の「太刀銘筑州住佐（江雪

左文字）」を含む（   ）の刀剣「小松コレクション」をふくやま美術館に寄託しました。では，（   ）

に入る数字は次のうちどれでしょうか。 

    ①１１ ②１３ ③１５ ④１７ 

 

（４９） 福山市神辺町・御幸町の周辺では江戸時代より日本住血吸虫による風土病が蔓延していました。明治になり

加茂町の医師窪田次郎によって「片山病」と名付けられたその病気を撲滅するため，御幸町のある医師が京都

大学の藤浪鑑教授の協力を得て解剖を行い，日本住血吸虫を初めて人体から検出しました。その後，様々な研

究や対策が行われた結果，１９８０年（昭和５５年）に片山病は終息し，御幸町には藤浪鑑と（   ）の功

績をたたえた碑が建てられています。では，（   ）に入る医師は次のうち誰でしょうか。 

①藤井好直 ②中井萬蔵 ③吉田龍蔵 ④巌谷小波 

 

（５０） 福山市立大学の校章には，『福山は瀬戸内海や山陽道を通じて様々な「知の交流」が行われてきた。校章は，

そこに脈々と繋がる「知の歴史性」，福山市立大学の使命である「知の伝達，知の創造，知の発信」を「知」と

いう漢字を用いて象徴したものである。私たちの「知」の進展は，人間の進化を意味する。』という意図が込め

られています。では，福山市立大学の校章を作成した福山ゆかりの世界的インダストリアル・デザイナーの名

前を正しく書いてください。 



Ａ Ｃ Ｂ Ｄ

Ｂ Ｄ Ｃ Ａ

【人物】

※（41）は，④を正解としていたが，文中
に誤りがあったため，当該設問の点数を受
験者全員に加点することとする。
誤：水野時代の城門は～
正：福山城固有の門で，現存する水野時代
　　の城門は～

１９１７年
（大正６年）龍頭峡

３

（32）

１

生年月日

（４）

小計
【観光】

（33）

（37）

（28）

ローズマインドふくやま

（大・昭・平　　　　）年　　　月　　　日

（２）

合計

（16）

リムムン

（１）

（５）

（38）

（８）

（11） （13）

阿伏兎

（49） （50）

（20）

１００

（19）

（25）

１

弘道館

２００２年
（平成１４年）

（31）

河

２

（９）

双龍環頭柄頭鞆殿

３

（15）

（26）

日本風彩菓「手まり寿司」，ばら最中，生姜ごはんの素，
ふくやまみやげ（心），マミーローズ，海苔師の生のり佃

煮＜極＞，なかやま牛ギフトセット　の中から１つ

２ ４

未来

（３）

（７）

３

２５

（14）

受験番号
西暦

３

（６）

（27） 小計

カープヂェー

２

３

４

小計
【歴史・文化】

４

（30）

中村家

中継表

唐樋門

（39）

（45）
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小計

３ 榮（栄）久庵憲司

（35）

（34）

（24）

（29）
【産業・地理・時事】

（10）

井伏鱒二

（21）

名前

（22）

２

（46）

３

（12）

３

（17）

１

（40）

（47）

あしだ川花火大会

（41）

（18）

１

（23）

（42）

（36）

（44）

姫谷焼

御領遺跡

（43）

４ ２

（48）

４ ３２ ※




