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第５回福山知っとる検定 
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  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。 
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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 

２０１２年（平成２４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） 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，従事官が

書を残しました。では，その書には何と書かれていたでしょうか。正しく書いて

ください。  

     

（２） １９８５年（昭和６０年）に福山市の花がばらに制定されて以降“ふくやま”

と名のつくばらが８種類開発されました。市制７０周年を記念した“ローズふく

やま”，青年会議所３０周年を記念した“プリンセスふくやま”，市制８５周年を

記念した“スマイルふくやま”があります。では，その他の“ふくやま（福山）”

とつくばらの種類（名前）を１つ書いてください。 

 

（３） 福山港国際コンテナターミナルの第 2 バースが２０１１年（平成２３年）4 月

に供用を開始しました。では，同年 7 月にこの第 2 バースで開催されたイベント

において，福山港に寄港した「太平洋の白鳥」と称される国内最大の帆船は次の

うちどれでしょうか。 
①新愛徳丸     ②あこがれ     ③日本丸     ④海王丸 

 
（４） 現在，福山市内には国の登録有形文化財が２８件あり，新たに福寿会館の本館，

茶室など５件を国の登録有形文化財とするよう答申されています。では，福山市

で最初に国の登録有形文化財となったものは次のうちどれでしょうか。 

①いろは丸展示館 

②日本はきもの博物館 コーヒーハウス 

③福寿会館 洋館 

④福山誠之館高等学校記念館 

 

（５） 福山城北側の御手洗川（宮川）沿いにある神社・仏閣は，城下町の防衛という

物的な面と疫病や災害からの守護という精神的な面の両面において，城と城下町

を守る役割をもっていました。では，御手洗川（宮川）沿いにある神社・仏閣の

記述について誤っているものを一つ選んでください。 

①福山八幡宮本殿裏には水野勝成公を祀った聰敏神社がある。 

②艮神社は，福山城築城のときの鬼門の守護神として建てられた。 

③龍興寺は，艮神社を護る寺であり，本堂は県の重要文化財に指定されている。 

④妙政寺は，福山城の築城で残った木材を使用して建立され，境内には２代目藩

主水野勝俊が祀ってある。 

 

（６） 医王寺は弘法大師の開基と伝えられる真言宗の寺で，境内からの眺望の良さで

も有名です。また，医王寺裏山の中腹にある（   ）からは鞆の町と瀬戸内の

景観を一望することができます。では，（   ）に入る建物の名前を書いてく

ださい。 
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（７） 鞆の浦にある真言宗の寺院，福禅寺の客殿「対潮楼」からの眺めは，朝鮮通信

使が「対馬から江戸までの間で一番美しい景勝地」と称賛したことで知られてい

ますが，瀬戸内海が一望できるこの座敷を「対潮楼」と名付けたのも朝鮮通信使

でした。では，次のうち誰が名付けたのでしょうか。 
①洪啓禧     ②洪景海      ③李承晩     ④李邦彦 

    

（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。では，（  ）にあてはまる国の重要

文化財を正しく書いてください。 

  

（９） 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正しく書いてください。 

 

（１０） 福山を代表する観光地である鞆の浦にある古寺・神社に関する記述のうち，

正しいものを一つ選んでください。 

   ①安国寺は鎌倉時代に創建，室町時代に足利尊氏により安国寺と改称された寺で，

釈迦堂と堂内の木造阿弥陀三尊像・木造薬師如来立像はいずれも国の重要文化

財に指定されている。 

   ②円福寺は鞆城跡に建つ寺で，「夾明楼」とよばれる瀬戸の島々や四国が眺望で

きる座敷があり，「いろは丸事件」の際には紀州藩の宿舎となった。 

   ③地蔵院にある県重要文化財の木造十一面観音立像は，全国でもここにしかない

といわれている歯吹観音で，金剛健歯観音として歯の健康加護に御利益がある

と親しまれている。 

   ④小松寺は，足利直冬が新田義貞や楠木正成に敗れて京を追われ九州に落ちのび

る途中逗留し，後醍醐天皇の討伐を命じた光厳上皇の院宣を受け取った場所で

ある。 

 

（１１） 次の記述は，ある施設に関するものです。その施設名を正しく書いてくださ

い。 
『日本洋画壇に大きな足跡を残した小林和作の作品を中心に備後にゆかりある

作家の作品を公開しており，１９９３年（平成５年）に開館しました。２００

３年（平成１５年）に福山市本町に移転したたたずまいは，日本家屋を改修し

た建物で，展示室のほかに和室，茶室，やきもの工房があります。』 
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（１２） 瀬戸内海屈指の港町として栄えた鞆の人々は，平安で豊かなくらしを願って

祭りや行事を行っており，それが今も続いています。では，鞆で行われている

祭りの記述の中で正しいものを１つ選んでください。 

①鞴
ふいご

まつりは，１２月第１土曜日に淀媛神社で行われ，にんじん・レンコン・

ゴボウや小エビなどを酢飯に混ぜた「ばら寿司」が食べられる。 

②八朔の馬出しは，旧暦の８月１日に行われ，冬瓜料理や花餅など八朔の料理

を再現し八朔の馬に供えられる。 

③お弓神事は，１月第２日曜日に沼名前神社で行われ，「ねーろた，ねーろた」

の声を合図に矢を放ち，１年間の無病息災を願う。 

    ④お手火神事は，７月第２日曜日前夜に沼名前神社で行われ，市の無形民俗文

化財に指定されている。点火された大手火５体を拝殿までの石段を練りなが

ら奉納する。 

 

（１３） 福山城公園内にある鐘櫓は，福山城築城当時の福山絵図にも描かれている建

物で，市の重要文化財に指定されています。上層にある鐘は今でも“時”を告

げています。では，次のうち鐘が鳴らされていないのは何時でしょうか。 

①午前６時    ②正午       ③午後３時    ④午後１０時 
 
（１４） 広島県は地域産業の活性化を狙って「瀬戸内 海の道構想」を策定しました。

その実証事業として始まった「ひろしまオイスターロード」の一環として，県

内各所でカキ小屋がオープンしています。福山市においても，２０１１年（平

成２３年）１２月９日に市内初のカキ小屋がオープンしました。では，オープ

ンした場所は次のうちどこでしょうか。 
①鞆町 仙酔島            ②内海町 クレセントビーチ 
③内海町 箱崎漁港          ④沼隈町 境ガ浜マリーナ 

 
（１５） 福山市営競馬場に属する馬で，地方競馬の最多勝タイ記録を持つ（２０１２

年（平成２４年）１月現在）栗毛の馬の名前は何でしょうか。書いてください。 

 

 

【地理・産業・時事】 

（１６） 福山駅前で長い間市民に愛された福山繊維ビルが駅前再開発により２０１１

年（平成２３年）４月に「アイネス フクヤマ」として新しく建て直されまし

た。では，「アイネス フクヤマ」のネーミングの理由は次のうちどれでしょう

か。 

    ①愛されるビルになってほしい   

②ローマ字で繊維を逆から並べた     

③稲穂のように実り多いビルになるよう      

④「I Love FUKUYAMA」と同意の郷土愛を表す 
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（１７） 福山市は１９１６年（大正５年）7 月 1 日の市制施行以来，計１０度の合併

を行い，市域を拡大してきました。では，２０１２年（平成２４年）２月現在，

福山市の東端に位置する所は，次のうちどこでしょうか。 

①当木島     ②大門町      ③宇治島     ④神辺町 
 
（１８） 福山市箕沖町の埋立地で建設された大規模太陽光発電所「メガソーラー」の

最大発電量は３メガワットです。では，パネル敷地面積は，次のうちどの程度

の広さでしょうか。 

①２５ｍプール１枚         ②サッカーコート１面    

③マツダスタジアム２面       ④仙酔島１島 

 

（１９） 福山市では地元で生産された食材を地元で消費する「地産地消」や「朝ごは

んを食べよう運動」「つくろう 広げよう 食育の“わ”」を重点プロジェク

トに食育を推進しています。食育推進運動に一役買っているシンボルは“元気

な（    ）ファミリー”です。（    ）に当てはまる言葉を書いてく

ださい。 

     

（２０） 福山市では都市ブランドの向上をめざして，あらゆる分野で（ Ａ ）ワン，

（ Ｂ ）ワンの魅力を創出し，あらゆる人々が幸福を感じられる「福のまち

福山」をめざして未来志向のまちづくりを行っています。では，（ Ａ ）

（ Ｂ ）それぞれに当てはまる言葉を書いてください。 

 

（２１） ２０１１年（平成２３年）春に公開された福山発の映画「少女たちの羅針盤」

の主題歌は，広島県出身の歌手を父親に持つ女性歌手が歌っています。では，

主題歌「羅針盤」を歌う歌手は誰でしょうか。漢字で書いてください。 

  

（２２） ２０１１年（平成２３年）４月２０日にオープンした福山市立動物園の新し

い猛獣舎の愛称は何でしょうか。正しく書いてください。 

      

（２３） 福山市が愛知県岡崎市と姉妹都市提携を結んで，２０１１年（平成２３年）

７月１日で４０周年を迎えました。これを記念して，同年 8 月には市民交流ツ

アーを実施し４０人の市民が岡崎市を訪れるなど，さまざまな行事が行われま

した。福山市が岡崎市と提携を結んだ理由は両市の共通点が多かったことによ

るものです。では，次のうち共通点でないものはどれでしょうか。 
    ①両市の市の花が共に「ばら」であった。 
    ②面積・人口が提携当時ほぼ等しかった。 
    ③両市の市制施行日が同じ年月日であった。 
    ④初代福山藩主水野勝成と，岡崎市出身である徳川家康が従兄弟であった。 
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（２４） 福山を発着する高速バスには，福山市と広島市を結ぶ高速バス“ローズライ

ナー”など１５便があり，それぞれに愛称がついています。では，“ローズライ

ナー”のほかに福山を発着する高速バスの愛称を２つ書いてください。 

     

（２５） ２０１１年（平成２３年）４月，２６５人の第１期生を迎え開学した「福山

市立大学」では，学生・教職員が一丸となって「（  ）は明日を拓く」礎づ

くりを行っています。また，地域に開かれ，市民に親しまれる大学となるよう

公開講座「（  ）を拓く」を実施しています。（  ）に入る文字を書いて

ください。 

 

（２６）・（２７） 全国的にその名を知られている地域ブランド商品の育成のため，特

許庁には，その商品を生産する協同組合などが登録できるよう，地域名と商標

名を表した「地域団体商標制度」があります。福山市でも現在２つの登録があ

り「鞆 保命酒」も登録をめざしています。では，すでに登録されている２つ

を正しく書いてください。 

 

（２８） 福山市では広報テレビ番組を広島テレビで毎週土曜日の朝９時２５分から５

分間放送しています。では，その広報テレビの番組名は何でしょうか。正しく

書いてください。 

 
（２９） 半世紀を数える「福山ばら祭」の歩みの中で生まれた「バラへの慈しみが優

しさ，思いやり，助け合いの心を育み，バラ作りは優しいまちづくりにつなが

る。」という考え方で，福山市では東日本大震災後，被災地への応援メッセー

ジとして，全職員がこのメッセージ入りの名札を着用しています。では，その

考え方を何というでしょうか。書いてください。 

 

（３０） 「島田荘司選 ばらのまち福山ミステリー文学新人賞」は２０１１年度で第

４回を数えます。今年度の受賞作は知念実希人さんの「レゾン・デートル」で

す。では，過去の受賞作と作者の組み合わせが間違っているものは次のうちど

れでしょうか。 
①「伽羅の橋」糸冬了         ②「玻璃の家」松本寛大 

③「鬼畜の家」深木章子        ④「檻の中の少女」吉田恭教 

 

 

【歴史・文化】 

（３１） 広島県内にある建造物で国宝に指定されているものは７つあり，その内２つ

が福山市内にあります。では，その建造物２つを正しく書いてください。 
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（３２） 鞆の浦に浮かぶ弁天島は，弁財天を祀った祠が頂にあることからその名が付

いたと言われています。また，この弁天島は祠のそばに建つ塔婆にまつわる言

い伝えからある別名を持っています。では，その別名は何でしょうか。正しく

書いてください。 
 
（３３） 福山城は徳川幕府から西国鎮護の任を帯びた，譜代大名の水野勝成により築

かれました。では，福山城は何年に完成したでしょうか。 

 

（３４） 福山市沼隈町横倉地区は「平家谷」と呼ばれ，平家の落人伝説が残るところ

です。平清盛の甥が祀られており，「平家宮」とも呼ばれるこの神社はこの武将

の名前から何神社と呼ばれているでしょうか。 

①敦盛神社    ②重盛神社     ③通盛神社    ④忠盛神社 

      

（３５） 相方城は，福山市新市町の芦田川南岸に接した標高１９０ｍの東西に長い丘

陵にあった山城で，戦国時代末期から有地氏，毛利氏が在城し，関ヶ原の戦い

による毛利氏の備後地域からの撤退によって廃城になったと考えられています。

では，この相方城から移築された城門がある神社は次のうちどれでしょうか。 

①高  神社    ②素盞嗚神社    ③大山神社     ④吉備津神社 

 

（３６） 戊辰戦争が始まる中，長州藩は福山藩を朝敵とみなし福山城を攻撃します。

兵力が圧倒的に少ない福山藩の藩首脳らは止戦に持ち込むため，ある人物を長

州藩参謀との交渉の任に当たらせます。交渉時，その人物は平服姿で身を銃弾

にさらして長州軍を説得し和睦を成功させ，城下を戦火から救いました。では，

その人物とは次のうち誰でしょうか。 

①緒方洪庵    ②板谷朗廬     ③関藤藤陰    ④安部正方 

 

（３７） 太田家住宅は，江戸中期から明治にかけ保命酒の醸造販売で栄えた商家で，

１９９１年（平成３年）国の重要文化財に指定されました。では，通りを挟ん

で建つ「太田家住宅」の別宅で，共に国の重要文化財に指定されている建物は

次のうちどれでしょうか。   

①朝灯亭     ②朝宗亭      ③朝潮亭     ④朝泉亭 

 

（３８） 古代山陽道は，神辺から駅家を通り府中へぬけていましたが，中世以降は海

岸沿いの街道が整備され，近世の西国街道へと発展していきました。（   ）

は神辺宿と尾道宿の中間の宿駅として，本陣を中心に宿場町が形成され栄えま

した。では，（   ）に入る地名を書いてください。 
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（３９） 万葉集には風光明媚な潮待ちの港，鞆の浦を歌った歌が８首残され，その内

３首の歌碑があります。では，歌碑の建立場所と歌の組合せで誤っているもの

を一つ選んでください。 

①鞆城跡の「鞆の浦の磯のむろの木見むごとに 相見し妹は忘らえやめも」  
②円福寺の「磯の上に根這ふむろの木見し人を いづらと問はば語り告げむか」  
③渡船場近くの「吾妹子が見し鞆の浦のむろの木は 常世にあれど見し人そな

き」 
④グリーンライン展望台の「海人小舟帆かも張れると見るまでに 鞆の浦廻に

波立てり見ゆ」 

 

（４０） 福山市神辺町出身の童謡詩人 葛原はニコピン先生の愛称で親しまれてい

ました。ニコは平和や円満，ピンは進取や活動を意味すると自身で解説，そこ

に子どもの本来の姿があるとし，明るく分かりやすい言葉で，子どもの心を歌

う童謡をたくさん作りました。では，「夕日」「とんび」などが掲載されてい

る第一童謡集は次のうちどれでしょうか。 

①かねがなる   ②白兎と木馬    ③葦の笛     ④雀よこい 

 

（４１） 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。正しく書いてくだ

さい。 

 

（４２） ２０１１年（平成２３年）福山市市制施行９５周年を記念し，「福山発の食ブ

ランド」として誕生した江戸時代から伝わる郷土料理をもとにした料理の正式

名称は，次のうちどれでしょうか。   

①福山うずみ飯            ②福山うずみどんぶり  

③福山うずみごはん          ④福山うずみ茶漬け 

 

（４３） 福山市は２０１１年（平成２３年）７月 1 日に市制施行９５周年を迎えまし

た。次のＡ～Ｄは，この９５年の間に福山市で起きた出来事を列挙したもので

す。では，このＡ～Ｄの出来事を年代の古い順に並べてください。 
Ａ：第１回福山バラ祭開催       
Ｂ：山陽新幹線開通 
Ｃ：第１回市営競馬開催        
Ｄ：日本鋼管福山製鉄所立地決定調印 
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【人物】 

（４４） 青年団運動の生みの親として知られ，「一日一善」の言葉でも有名な人物で，

２０１１年（平成２３年）に没後８０年を迎えた沼隈町出身の人物は誰でしょ

うか。正しく書いてください。 

      

（４５） 福山市では井伏鱒二や葛原など，現在１９人の「福山市名誉市民」が推戴

されています。では，井伏鱒二と葛原以外の「福山市名誉市民」２名の名前

を正しく書いてください。 

 

（４６） 江戸時代に松永湾岸一帯に塩田を開発，塩田を中心とする集落を「松永」と

命名した人物で，松永駅南口には，右手で南の干拓地を指差している銅像が建

っています。では，その人物は次のうち誰でしょうか。 

①神谷治部     ②丸山茂助     ③長谷川新右衛門  ④本庄重政 

 

（４７） 備後絣は伊予絣，久留米絣と並ぶ三大絣といわれています。経糸と緯糸の染

めの腰部分を組み合わせて模様を作る技術を考案したのは，芦田町出身の

（    ）です。では，（    ）に当てはまる人物の名前を正しく書いて

ください。 

  

（４８） 「シェーッ」「ニャロメ！！」など戦後の高度経済成長期に軽快なギャグを飛

ばし続けた漫画家，赤塚不二夫の破天荒な生き方を担当編集者の目から描いた

映画「これでいいのだ！！映画★赤塚不二夫」が２０１１年（平成２３年）４

月に公開されました。この映画の監督は福山市出身です。では，この映画監督

は次のうち誰でしょうか。 

①佐藤英明     ②中野裕之     ③長崎俊一    ④羽原信義 
 

（４９） 福山市出身の実業家「森下 博」に関する記述のうち誤っているものを一つ

選んでください。 
①１８９３年（明治２６年），大阪淡路町において薬種商「森下南陽堂」を創業

した。 
②１９００年（明治３３年），梅毒治療薬「毒滅」を発売し，パッケージにドイ

ツの名宰相ビスマルクの肖像「大礼服」をデザインした商標宣伝が大流行し

た。 
③広告の一部分に「昭和の常識」欄を設けるなど，世の中に役立つ広告方法を

実践し，「日本の広告王」と称せられた。 
④熱心に社会奉仕・文化事業を行い，鞆町の医王寺境内に町民の拠金による銅

像が建立されている。 
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（５０） 頼山陽に師事した人物で，山陽没後「山陽先生行状記」を著して知られるよ

うになりました。その後，弘道館の講書，１８４１年（天保１２年）には阿部

正弘に認められ藩儒となり，幕末の教育改革をおこないました。明治維新以後

は，福山の治水利水，殖産計画に尽力し，福山城小丸山の先人の森にはこの人

物をたたえた碑があります。では，その人物は次のうち誰でしょうか。 

①江木鰐水    ②寺地舟里     ③窪田次郎    ④門田朴斎 



第５回福山知っとる検定 １級 解答用紙 
 
 
 
 
 
 
 

受験番号  名前  
生年月日 西暦 

(大・昭・平  )年  月  日 

（１） （２） （３） （４） （５） （６） 

日東第一形勝 別紙参照 ３ ２ ３ 太子殿 

           
（７） （８） （９） （10） （11） （12） 

１ 木造狛犬 黄葉夕陽村舎 ３ しぶや美術館 ２ 

           
（13） （14） （15）       

３ １ モナクカバキチ      
 

           

（16） （17） （18） （19） （20）各 1 点 （21） 

２ ３ ３ 福の山 Ａ オンリー 
 （ナンバー） 

Ｂ ナンバー 
 （オンリー） 矢沢 洋子 

           
（22） （23） （24）各１点 （25） 

ハンターの城 １ 別   紙 参   照 知 

           
（26） （27） （28） （23） （30） 

びんご畳表 
（福山琴） 

福山琴 
（びんご畳表） ハッケンふくやま ローズマインド ４ 

          

（31）各１点 （32） （33） （34） 

明王院 五重塔 
（明王院 本堂） 

明王院 本堂 
（明王院 五重塔） 百貫島 １６２２年 

（元和８年） ３ 

          
（35） （36） （37） （38） （39） （40） （41） （42） 

２ ３ ２ 今 津 ２ ２ 鞆ノ津茶会記 ３ 

           
（43）          

Ｃ Ｄ Ａ Ｂ          

           

（44） （45）各 1 点 （46） （47） （48） （49） 

山本瀧之助 別   紙 参   照 ４ 富田久三郎 １ ４ 

           
（50）         

１         

合計 

小計 

【観光】 

小計 
【地理・産業・時事】 

【歴史・文化】 
小計 

小計 

【人物】 



第５回福山知っとる検定 １級 模範解答別紙 
 
 
（２） ・チャーミーふくやま    ・ラブリーふくやま 

・ビューティフルふくやま  ・アニバーサリーふくやま 
・福山城  から１つ 

 
 
（24） ・リードライナー     ・しまなみライナー  ・シトラスライナー 
    ・エアポートリムジン   ・びんごライナー   ・神戸ライナー 
    ・キララエクスプレス   ・カブトガニ号    ・みやこライナー 
    ・広福ライナー      ・エトワールセト号  ・メイプル・ハーバー 
    ・フライングフィッシュ号 ・オーシャンライナー から 2 つ 
 
 
（45） ・平櫛田中  ・野島泰治  ・森戸辰男  ・福原麟太郎 
    ・神原秀夫  ・金島桂華  ・猪原大華  ・櫻田武 
    ・澁谷昇   ・村上銀一  ・桑田笹船  ・吉川英史 
    ・宮地茂   ・松本卓臣  ・宮沢喜一  ・青山五郎 
    ・小丸法之  から２名 




