
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

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３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８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．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 

２０１０年（平成２２年）２月１４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） 福山城は１９４５年（昭和２０年）に焼失し，戦後に再建されたものですが，

戦災を免れた伏見櫓は，豊臣秀吉の遺構である京都伏見城から移建されたもので，

国の重要文化財に指定されています。では，伏見櫓とともに移建された重要文化

財に指定されている建造物は何でしょうか。漢字で書いてください。 

 

（２） ２０１０年（平成２２年）１月９日から就航している，福山市営渡船（鞆～仙

酔島）「平成いろは丸」は「いろは丸」を模して建造されました。「いろは丸」は

１８６２年に建造された後，薩摩藩が長崎の貿易商グラバーから購入した後、１

８６６年（慶応２年）に坂本龍馬のすすめで伊予の大洲藩が購入しました。船名

はサーラ号，長さ３０間（約５４．５ｍ），４５馬力，１６０トンの鉄製スクリュ

ー式蒸気船です。では，「いろは丸」が建造された国は次のうちどこでしょうか。 

①オランダ   ②イギリス   ③ポルトガル  ④アメリカ 

 

（３） 鞆の浦にある（   ）神社は古くから「鞆の祇園さん」とも呼ばれ親しまれ

ている神社で，豊臣秀吉ゆかりの能舞台は，国の重要文化財に指定されています。 

では，（   ）にあてはまる神社の名前を漢字で書いてください。 

 

（４） 朝鮮通信使が１７１１年（正徳元年），真言宗の寺院である福禅寺の客殿からの

眺望を「対馬から江戸までの間で一番美しい景勝地である」と称賛し，従事官の

李邦彦は書を残しました。では，その書には何と書かれていたか，漢字で書いて

ください。 

 

（５） 「平成いろは丸就航」と大河ドラマ「龍馬伝」を記念し，国民宿舎「仙酔島」

において「平成いろは丸で行く 仙酔島・（ Ａ ）と（ Ｂ ）展」を２０１０

年（平成２２年）１月９日から１１月３０日まで，入場無料で開催しています。

さて，（ Ａ ）と（ Ｂ ）にあてはまる文字は何でしょうか。書いてください。 

 

（６） 福山市ぬまくま文化館は，幕末から続いた開業医の個人宅を１９８８年（昭和

６３年）に改築されたもので，なまこ壁と檜造りの門をくぐると，数寄屋造りの

茶室や木・石が巧みに配された庭が美しい施設です。では，茶会や個展，カルチ

ャー教室など幅広く利用される「福山市ぬまくま文化館」の別名は何でしょうか。

漢字で書いてください。 

 

（７） 内海大橋から車で５分の場所に位置し，田島地区にある瀬戸内海国立公園の特

別地域に指定されている人工浜の海水浴場です。１９９９年（平成１１年）に完

成しました。白い砂浜が５９０ｍ続き，バーベキューコーナーやシャワー，売店

などが整備されています。さて，この海水浴場の名前は何でしょうか。 
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（８） 吉備津神社は，備後国の一宮で，地元では「一宮さん」と呼ばれ親しまれてい

ます。現在の本殿は福山城主水野勝成が，１６４８年（慶安元年）に造営した桁

行七間，梁間四間の雄大な規模の建物です。この本殿と毛抜形太刀四振り，

（    ）三体が国の重要文化財に指定されています。さて，（   ）にあて

はまる国の重要文化財は何でしょうか。漢字で書いてください。 

 

（９） 鞆の浦エリアでは「鞆の浦観光鯛網」「福山鞆の浦弁天島花火大会」など，年間

を通して色々なイベントが開催されています。では，Ａ～Ｄのイベントを開催月

の早い順番に並びかえてください。 

     Ａ：お弓神事 

     Ｂ：お手火神事 

     Ｃ：鞆の津・八朔の馬出し 

     Ｄ：鞆・町並ひな祭 

 

（１０） 江戸期の朱子学者であり，幕府の大学頭から当代一の詩人と評された菅茶山

は，神辺学問所（廉塾）を起こし，民衆教育に尽力しました。ふるさとが山陽

道の宿場として栄える一方，賭博や飲酒が横行するのを憂い民衆の教育によっ

て町を良くしようと決意し，京に上って那波魯堂に師事し朱子学を学び，帰郷

後に廉塾の前身となる私塾を開きました。では，その塾の名前は何か漢字で書

いてください。 

 

（１１） 草戸稲荷神社は福山市草戸町にあり，初詣の客が広島護国神社に次いで県内

２番目に多い神社です。１６３３年（寛永１０年）に現地に再建され，祭神は

保食神，宇加之魂神，大己貴神の三神です。さて，この神社を現地に再建した

人物は誰でしょうか。漢字で書いてください。 

 

（１２） 市内の各地域においては，地域振興等のためのイベントとして松永のゲタリ

ンピック，内海ふれあいフェスティバル，駅家サッサカ等を実施しています。 

  では，東村町で住民らが地域振興と豊作を願って始め，６０年以上の歴史を

持つ地域振興イベントは何でしょうか。 

 

（１３） 福山城周辺の文化ゾーンには「福山城博物館」をはじめ，Ａ～Ｅのミュージ

アムがあります。その特徴ある展示活動は，周辺の緑とあいまって，癒しの空

間として，訪れた人をなごませています。では，Ａ～Ｅのミュージアムが開館

した順番に並びかえてください。 

      Ａ：ふくやま美術館 

      Ｂ：広島県立歴史博物館 

      Ｃ：福山市人権平和資料館 

      Ｄ：ふくやま文学館 

      Ｅ：ふくやま書道美術館 
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（１４） 福山市神辺町の堂々川では，１７３０年（享保１５年）ころから砂留（砂防

ダム）が建設されました。現在も１６基が現存し，国の登録有形文化財に指定

されています。その中で も大きな（   ）番砂留は，堤高１３．３ｍ，堤

長５５．８ｍもあり，「大砂留」とも呼ばれています。さて，（   ）にあて

はまる数字は何でしょうか。 

 

（１５） 福山城は天守閣を１９４５年（昭和２０年）の福山大空襲で焼失しましたが，

福山市制５０周年記念事業として再建されました。内部を博物館として利用し

ており，歴代藩主の遺品や資料のほか，福山を中心とした備後地方の歴史と文

化に関する貴重な資料が収蔵，展示されています。さて，西暦何年に再建され

たでしょうか。 

 

 

【地理・産業・時事】 

（１６） ２０１１年（平成２３年）４月に開学をめざす「福山市立大学(Fukuyama City 

University)」は，「教育学部」と「（  ）学部」の２学部で構成する予定です。 

 さて，「（  ）」に入る学部名は何でしょうか。漢字で書いてください。 

 

（１７） 備後地方のイグサは栽培に も適した気候風土のもと生産され，優秀な製織

技術の伝統を守ることにより作られています。厚み・耐久性・色沢など，その

品質の高さにより広く愛用されています。江戸時代には幕府への献上品として

利用されました。現在では，福山市の地場産品として，長年の歴史と伝統を誇

る「（   ）」が２００８年（平成２０年）１０月２４日，特許庁による地域

団体商標（地域ブランド）の認定を受けました。これは，地域名と商品名から

なる文字商標を保護するために，国が２００６年（平成１８年）４月から導入

した制度であり，福山市では，これまでに「福山琴」が認定を受けています。

さて，（   ）に入る登録商標名は何でしょうか。 

 

（１８） 次の①～④は江戸期において使われていた町名です。では，①～④の町名の

中で現在の宝町の町名でなかったのはどれでしょうか。 

①桶屋町    ②鍛冶屋町   ③上魚屋町   ④下魚屋町 

 

（１９） ふくやまブランド農産物は，福山市内産の優れた農産物を安心して購入して

いただくために適切な栽培基準で生産され，栽培履歴が確認できると認定され

た，新鮮，品質，おいしさ，安全性を備えた農産物で愛称は「ふくやまＳＵＮ」

です。現在，野菜１４品目，果物８品目，きのこ１品目が認定を受けておりま

す。さて，次のうち，ふくやまブランド農産物「ふくやまＳＵＮ」はどれでし

ょうか？ 

①マロン南瓜  ②はっさく   ③川口ねぎ   ④金時にんじん 
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（２０） オムニバスタウン事業の一環として，バスの利用促進と中心市街地の活性化

を図るため，２００９年（平成２１年）２月２１日から，市内中心部の各公共

施設や商業施設などを結ぶ中心部循環路線として運行している「まわローズ」

は，「（  ）・まち・環境にやさしいバス交通」を目指しています。さて，（   ）

にあてはまる文字は何でしょうか。 

 

（２１）～（２２） 

 ２００９年（平成２１年）１１月に福山城博物館である親子の展示会が開催

されました。江戸時代日本地図を完成させた伊能忠敬の内弟子筆頭として活躍

した，神辺町出身の（  21  ）とその二男であり，類まれな外交術，政治

手腕により明治政府において重用され，文部，逓信大臣などを歴任した

（  22  ）です。では，（    ）に入る人名をそれぞれ漢字で書いてく

ださい 

 

（２３）～（２５） 

     福山市は，１９９８年（平成１０年），中国地方では２番目の中核市として指

定されました。中核市とは地方自治法に定める政令で指定する，人口（ 23 ）

万人以上，面積（ 24 ）ｋ㎡以上の都市です。人口（ 25 ）万人以上の都

市は面積の条件がありません。福祉行政，保健衛生行政，まちづくりに関する

事務などを市独自で行うことができます。（ 23 ）（ 24 ）（ 25 ）にあて

はまる数字を記入してください。 

 

（２６）～（２７） 

 （ 26 ）は三蹟の一人と呼ばれる平安時代中期の能書家です。真筆は６点

が現存し，うち「詩懐紙」「離洛帖」が国宝に指定されています。複数の字を一

筆で書く連綿体，一字ずつの単体を使い分け，天皇に奏上した内容が途中で握

りつぶされたことへの嘆きが和紙にしたためられている（ 27 ）は，縦３１．

１cm，ヨコ４８．７cm で，真筆で も晩年に近い作とされています。京都で書

かれたとみられていますが，あて先は分かっていないということです。（ 27 ）

は，福山市に寄贈され，今秋をめどに一般公開する予定です。さて，（ 26 ）

にあてはまる人名と（ 27 ）にあてはまる作品名をそれぞれ漢字で書いてく

ださい。 

 

（２８） ニューヨークを拠点に世界中で活躍され，数々の作品を発表されている福山

市新市町出身のアーティスト野田正明さん制作のステンレスのモニュメントが

２００９年（平成２１年）１１月２６日にふくやま美術館東側の噴水広場に設

置されました。そのモニュメントの作品名は次のうちどれでしょうか。 

①「時空を超えて」 ②「天空昇」   ③「創生」   ④「去来・流転」 
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（２９） 福山市には鬼伝説の宿る御領山や馬乗り観音がまつられている馬乗山， 高

峰の京の上山などの数々の山がありますが，次にあげる山を標高の高い順番に

並びかえてください。 

    Ａ：要害山   Ｂ：蔵王山   Ｃ：切石山   Ｄ：蛇円山 

 

 

【歴史・文化】 

（３０） 福山市鞆の浦は，「いろは丸事件」がおこり，坂本龍馬と紀州藩が談判を行っ

た場所として知られています。交渉は，魚屋萬蔵宅や対潮楼において昼夜続行

で４日間行われましたが決裂しました。龍馬率いる海援隊は枡屋清右衛門宅に，

紀州藩の明光丸側は（   ）にそれぞれ宿泊したといわれ，現在もその建物

が現存します。 

では，（   ）に当てはまる建物の名前を漢字で書いてください。 

 

（３１） 明王院は８０７年（大同２年），空海（弘法大師）が開基したと伝えられてい

ます。国宝の本堂は鎌倉時代末期に再建され，全体に和様，細部に唐様を用い

た折衷様式の建築です。では，厨子内には，藤原時代初期に作られた国の重要

文化財が安置されています。さて，この国の重要文化財とは何でしょうか。漢

字で書いてください。 

 

（３２）～（３４）  

     水野勝成が１６１９年（元和５年）に領主となって３年後の１６２２年（元

和８年）に福山と命名しました。福山城を現在の場所に築き，芦田川河口のデ

ルタを開拓，治水工事とともに城下町として整備しました。その後，水野氏

（ 32 ）代，松平氏（ 33 ）代，阿部氏（ 34 ）代の治世が版籍奉還ま

で続き，今日の礎となりました。では（ 32 ），（ 33 ），（ 34 ）にあて

はまる数字を記入してください。 

 

（３５） 福山市では，岡崎市（愛知県），ハミルトン市（カナダ），浦項市（大韓民国），

タクロバン市（フィリピン），マウイ郡（アメリカ合衆国）の国内外の都市との

交流を積極的に進めています。文化，教育，産業などの各分野にわたる交流の

ほか，ふくやま国際交流協会の協力により，アジア諸国をはじめ世界各都市と

の国際交流を推進し，世界に開かれた都市・福山をめざしています。では，２

００７年（平成１９年）１０月より教育交流提携を結んでいる都市はどこでし

ょうか。 

 

（３６） 福山市の「市の木」は３種類あり，１９７１年（昭和４６年），「せんだん」

が市の木に指定されていますが，１９９５年（平成７年）に新たに「市の木」

として２種類の木が指定されています。一つは「クスノキ」。では，もう一つは

何でしょうか。 
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（３７） 鞆の浦の安国寺は，足利尊氏由来の寺であり，鎌倉時代の禅宗建築の面影を

伝える国の重要文化財「釈迦堂」で全国に知られています。境内には，広島県

内では珍しい枯山水庭園があります。また，福山出身の作家・井伏鱒二の晩年

の作品にも登場します。では，その作品とは何でしょうか。漢字で書いてくだ

さい。 

 

（３８） テニアン島を基地にした米軍第５８航空団のＢ２９爆撃機が１９４５年（昭

和２０年）８月８日の午後１０時２５分ごろ，福山を空襲しました（米軍，警

察資料）。市街地の８０％，３４ｈａ（約９５万坪）が焼け多くの犠牲者を出し

ました。そうした犠牲者の冥福を祈り平和を祈念し後世に伝えるため「母子三

人像」は建立されました。現在，「母子三人像」がある場所は二か所あり，一つ

は「福山市人権平和資料館」です。では，もう一つはどこでしょうか。 

 
（３９） 二子塚古墳は，福山市駅家町中島・新山に位置する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として，１９４８年（昭和２３年）に広島

県史跡に指定されています。墳丘測量や発掘調査により，古墳の規模や内容を

明らかにすると同時に，保存対策を講ずるための必要なデータを収集すること

を目的として，２００２年度（平成１４年度）から発掘調査を行いました。そ

の結果，古代備後国の首長墓にふさわしい規模の墳丘や石室であることが明ら

かになり，また，全国的にも例のないデザインの（   ）柄頭が出土し話題

をよびました。さて，（   ）にあてはまるデザインを漢字で書いてください。 

 

（４０） ばら公園は，戦後の復旧を願い付近の住民らが１，０００本のばらを植えた

ことから始まりました。１９６８年（昭和４３年）に「全国美しい町づくり賞・

優秀賞」を受賞しました。園内にはこの時の受賞記念碑がありますが，その碑

にはある言葉が記されています。その言葉を書いてください。 

 

（４１） 旧陸軍歩兵第（   ）連隊は，１９０８年（明治４１年）に前身の広島市

から転営し，兵営は現在の緑町公園にありました。第２次世界大戦で連隊が中

国に進出した後は，補充隊の教育の場として使われていました。現在，ＪＡ福

山市本所には，れんが造りの門が保存されています。さて，（   ）にあては

まる数字を記入してください。 

 

（４２） 江戸時代，福山城から南東に流れる運河「入川」は瀬戸内海まで通じており，

明治時代に山陽鉄道が開通するまでこの水路を使った船の物流が中心となって

いました。城下内の入川には「（   ）橋（本橋）」「木綿橋（新橋）」と呼ば

れる２本の木橋が架けられていました。（   ）橋は京都伏見城にあった欄干

が取り付けられていました。さて，（   ）にあてはまる橋の名前を漢字で書

いてください。 
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【人物】 

（４３） 福山誠之館中学校（現福山誠之館高校）を卒業し，日東製網の社長として漁

網の国内トップメーカーを率いました。福山商工会議所の第４代会頭を９期２

５年務め，福山大学の誘致や福山駅前の元町再開発などに尽力しました。さて，

その人物とは誰でしょうか。漢字で書いてください。 

 

（４４） 広島師範学校（現広島大）を卒業し，平安時代の名筆「関戸本古今集」に学

んで，独自の「かな」の作風を確立しました。また，日本書芸院や日本かな書

道会を設立しました。さて，その人物とは次のうちの誰でしょうか？ 
①桑田笹舟   ②宮本竹逕   ③水野梅径   ④小野竹喬 

 

（４５） 福山城公園の北東に位置する福寿会館は，「鰹節王」といわれた（   ）が

別荘として昭和初期に建築しました。本館は檜皮葺唐破風の表玄関を持つ和風

で，木造２階建ての洋館が付随していました。屋根は瓦葺き急勾配の切妻で，

ベネチアルネサンス風の疑似窓装飾や柱の装飾などが特徴的です。 

洋館は国の登録文化財に指定されており，二つの茶室のほか，大広間や客室が

あり，貸し会場として利用されています。では，（   ）に入る人名を漢字で，

記入してください。 
 

（４６） 松永下駄の創始者である「丸山茂助」に関して記した次の記述のうち，誤っ

ているものを一つ選んでください。 
①１８７８年（明治１１年）に履物製造業を始めました。 
②当時，下駄の材料は高価な檜が主流だったが，安価なアブラギを使った大衆

向きの下駄を製造しました。 
③北海道産のツブ材，シナ，エゾ松など雑木を材料に使うとともに，製造の機

械化にも尽力しました。 
④糸のこ機を採用して大幅なコスト削減に成功し，松永を日本一の下駄産地に

育てました。 
 

（４７） 「平櫛田中」に関して記した次の記述のうち，誤っているものを一つ選んで

ください。 
①高村光雲，朝倉文夫とともに写実的な作風で，日本近代を代表する彫刻家の

１人です。 
②福山市名誉市民，井原市名誉市民，東京都小平市名誉市民です。 
③１９７１年（昭和４６年），自らの白寿を記念して平櫛田中賞を創設しました。

代表作は国立劇場の「鏡獅子」や，「烏有先生」「転生」などがあります。 
④ＪＲ福山駅南口の待ち合わせの目印として親しまれている「七浦釣人像」は，

茨城県・七浦海岸での恩師である岡倉天心の姿を写したものです。 
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（４８） 福山市名誉市民である「金島桂華」に関して記した次の記述のうち，誤って

いるものを一つ選んでください。 
①神辺町の生まれで，日本画壇の巨匠として活躍しました。 
②写実を基調とした正攻法，清雅な花鳥画で知られています。 
③１４歳の時，大阪に出て西家桂州，平井直水から日本画の手ほどきを受け、

１９歳で竹内栖鳳の門下となりました。 
④「鶏」が第３回帝展に初入選し，「池」が日展の特選となりました。 

 

（４９） ２００９年（平成２１年）９月１２日に全国ロードショーされた小栗旬主演

の映画「ＴＡＪＹＯＭＡＲＵ」は，みろくの里のオープンセットや沼隈町で撮

影され話題となりました。さて，この映画を撮った福山市出身の監督は誰でし

ょうか。漢字で書いてください。 

 

（５０） 「武田五一」に関して記した次の記述のうち，誤っているものを一つ選んで

ください。 
①日本建築にアール・ヌーヴォーを紹介した建築家で知られています。 
②国会議事堂，国の重要文化財の山口県旧県庁舎及び県会議事堂の主要設計ス

タッフの一人でした。 
③焼失した福山市役所や福山市公会堂なども設計しました。 
④京都に土地１万坪を購入して計４回自邸の建て替えを行い，生活実験を繰り

返しました。 

 

 



第３回福山知っとる検定 １級 解答用紙 

【歴史・文化】 

 
 
 
 
 
 
 

受験番号  名前  
生年月日 

  (大・昭・平   )年  月  日 

（１） （２） （３） （４） （５） 

筋鉄御門 ２ 沼名前 日東第一形勝 
A 

龍馬 
B 
いろは丸 

          
（６） （７） （８） （９） （10） 

枝広邸 
（福山市）内海ク

レセントビーチ 木造狛犬 A D B C 黄葉夕陽村舎 

          
（11） （12） （13） （14） （15） 

水野勝成 東村かかし祭り A B C D E ６ 1966 

          
（16） （17） （18） （19） （20） （21） 

都市経営 びんご畳表 ３ ４ 人 箱田良助 

          
（22） （23） （24） （25） （26） （27） （28） 

榎本武揚 30 100 50 藤原佐理 頭弁帖 ３ 

          
（29） 

D C B A 

          
（30） （31） （32） （33） （34） （35） （36） 

円福寺 
十一面観音像 
十一面観音立像 5 1 10 北京 モクセイ 

          

（37） （38） （39） （40） （41） （42） 

鞆ノ津茶会記 中央公園 双龍環頭 ここに善意の花ひらく 41 天下 

          
（43） （44） （45） （46） （47） （48） （49） （50） 

小林政夫 ２ 安部和助 ２ ４ ４ 中野裕之 ４ 

          

合計 

小計 

西暦 

小計 

小計 

小計 

【観光】 

【地理・産業・時事】 

【人物】 

Ａ…１点・Ｂ…１点 

とする 

※ （23）～（25）については 
問題として適当でないため全員 
正解とした。 




