
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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６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 

２０１３年（平成２５年）２月９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） 酒製造や問屋などで栄えた江戸時代の鞆の浦の豪商「大坂屋」は，正面に瀬戸内海と仙酔島を望む場所に邸宅

を建てました。大坂屋に招かれた儒学者の頼山陽はその邸宅に滞在して漢詩を読み（   ）という四字熟語を

生み出しています。そして，仙酔島を正面に望む素晴らしい眺望からその邸宅の門楼を「対仙酔楼」と名付け，

命名の書を残しています。では，（   ）に入る言葉は何でしょうか。正しく書いてください。 

 

（２） 福山市中心部のきたはま通りから国道２号線に出る通り沿いには「をどり子の 手の舞あしの ふみ月や 四

方にもひびく 京竹のおと」の碑文とともに，広島県無形民俗文化財にも指定されている福山のある伝統芸能の

モニュメントが設置されています。では，その伝統芸能とは次のうちどれでしょうか。 

①アイヤ節       ②二上り踊り      ③はね踊り       ④ひんよう踊り 

 

（３） 江戸時代の儒学者，菅茶山が開いた廉塾には，講堂，寮舎，居宅，書庫，菜園，養魚池があり，その講堂の東

側には，「（   ）の手水鉢」と呼ばれる御影石の手水鉢が置かれています。この手洗いは，「水は入れ物によっ

てどんなにでも形が変わる，人も教育によって良くも悪くもなる」という教育の大切さを表したものと言われて

います。では，（   ）に入る言葉を正しく書いてください。 

 

（４） 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って築かれ，現在では日本１００名城

のひとつとして数えられています。では，福山城が完成したのは何年でしょうか。書いてください。 

 

（５） 海苔の生産量が県内トップである福山市内海町は，一部が瀬戸内海国立公園・県自然環境保全地区に指定され 

「田島」と「横島」の２つの島からなりたっています。また，内海町観光協会ではその島のかたちを「鯛」と「鮃」

にイメージし，島を結ぶ橋一帯を「ラブパワースポット」と呼んでいます。では，２つの島を結ぶ橋の名称を次

の中から選んでください。 

①内海橋        ②睦橋         ③横崎橋        ④聖橋 

 

（６） 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（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。では，手折られたこの藤は，それ以来何と呼ばれるようになったでしょうか。正

しく書いてください。 

 

（７） 鞆の浦にある真言宗の寺院，福禅寺の客殿「対潮楼」からの眺望は朝鮮通信使が「対馬から江戸までの間で一

番美しい景勝地である」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客殿を「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 
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（８） 吉備津神社は，備後国の一宮
いちのみや

で，地元では「一宮
いっきゅう

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，（   ）にあてはまる言葉を正し

く書いてください。 

 

（９） 港町として栄えた福山市鞆町では，町の各神社で庶民の海の安全や豊漁，健康や仕事の発展を願う祭りなどが

現在でも行われています。では，祭りの名称と祭りが行われる神社との組み合わせで誤っているものは次のうち

どれでしょうか。 

①お弓神事   ×  沼名前神社 

②ふいご祭り  ×  小烏
こがらす

神社    

③ダンゴ祭り  ×  淀媛
よどひめ

神社 

④はだか祭り  ×  渡守
わたす

神社 

 

（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） 日本はきもの博物館に隣接する日本郷土玩具博物館には，世界と日本の玩具が約５万点収蔵されており，招

福開運や厄よけなどがテーマの玩具や郷土玩具，世界の玩具など幅広い展示内容となっています。特にアメリ

カ合衆国アリゾナ州東部の先住民であるポピ族が作った精霊人形「（   ）人形」が３００点余そろっている

のは，日本でもここだけであるといわれています。では（   ）に入る言葉は何でしょうか。次から選んで

ください。 

    ①カチナ        ②プエブロ       ③オルテガ       ④ホールマーク 

 

（１２） 福山市松永町の「日本はきもの博物館コーヒーハウス」は，１９２２年（大正１１年）和風建築をベースに

洋風の外形を取り入れた擬洋風建築物として建てられました。現在は，国登録有形文化財に登録されており，

福山市内での登録第１号になっています。では，この「日本はきもの博物館コーヒーハウス」は，もともとど

ういう建物として利用されていたでしょうか。次のうちから選んでください。 

①商店         ②銀行         ③迎賓館        ④学校 
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（１３） 鞆港の一角に，旧福山城の遺構を伝える長屋門が明治の初めに海路で運搬され，現在は保命酒の店の門とし

て活用されています。では，この門が福山城の門であることを知ることができる特徴として正しいものは次の

うちどれでしょうか。 

    ①建物の構造は，本瓦葺入母屋造りで，門の柱に「福山城水野御門」と刻印されている。 

    ②軒丸瓦には「丸に沢瀉
おもだか

一葉二花」の水野家家紋がついている 

    ③建物の漆喰は塗壁には，「日向
ひゅうがの

守
かみ

」と浮き彫りされた石柱が埋め込まれている。 

    ④格子づくりの出窓を設けており，「宗休入道」と墨書きされた鉄板がはめ込まれてる。 

 

（１４） 広島県が策定した「瀬戸内 海の道構想」では，地産地消と観光との連携による地域おこしとして「ひろし

まオイスターロード」を期間限定で開催しており，カキ小屋が県内各所でオープンしています。福山市内では，

２０１１年（平成２３年）の（ ア ）店に続き，２０１２年（平成２４年）１１月１日，２番目のカキ小屋

（ イ ）店がオープンしています。では，その店舗（場所）の組み合わせとして正しいのは次のうちどれで

しょうか。 

① （ア）内海町 田島漁港    ×  （イ）新涯町 福山港 

② （ア）鞆町 仙酔島       ×  （イ）沼隈町 阿伏兎港 

③ （ア）内海町 田島漁港    ×  （イ）沼隈町 阿伏兎港 

④ （ア）鞆町 仙酔島       ×  （イ）新涯町 福山港 

 

（１５） 福山市では「届けよう ローズマインド」の一環として，２０１２年（平成２４年）３月１５日に東北大震

災の復興と市民の皆さんの生活再建を願い，福山市の戦災復興の象徴であるばらを福島県の「いわき市フラワ

ーセンター」へ寄贈しました。寄贈したばらは「福山城」と「（   ）ふくやま」の２種類です。では（   ）

に入るばらの種類を次の中から選んでください。 

    ①ビューティフル    ②ローズ        ③スマイル       ④チャーミー 

 

 

【地理・産業・時事】 

（１６） ２０１２年（平成２４年）１月，福山市箕沖町周辺地区はリサイクルプラザ・メガソーラーなど環境関連施

設が集積し見学できることから，経済産業省より「福山市（   ）計画」として認定を受けました。今後は，

この地区を中心として「低炭素」「資源循環」施設が集積する“びんごエコタウン”からエコ情報を発信してい

きます。では，（   ）に入る言葉を正しく書いてください。 

 

（１７） ２０１２年（平成２４年）２月，市内中心部にある市の施設が「第４回サステナブル建築賞」を受賞しまし

た。この賞は優れた建築物であることに加え，環境負荷の低減やＣＯ２の削減など省エネルギーに顕著な成果を

あげた先導的な建築物に贈られるもので，商業施設その他部門における最高賞でもあります。では，この施設

とは何でしょうか。正しく書いてください。 
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（１８） 沼隈町横倉地区は，平清盛の甥である平通盛に関わる伝承の里として知られており，古記録には「この谷は，

何事にも白いものが禁じられており，衣類に至るまで全てが赤く染めて使用された。白サギさえもこの谷には

舞い降りない。」という記述があります。通盛神社をはじめとして，地区内には赤いしめ縄が張られた平家ゆか

りの神社も残されています。では，次のうち地区内に現存している神社はどれでしょうか。 

①赤家神社       ②赤岩神社       ③赤幡神社       ④赤縄神社 

 

（１９） ２０１３年（平成２５年）１月，中国東普時代の書家が書いたとされる書の精巧な写し（模本）が日本国内

で見つかり，大変貴重な資料として報道されました。この有名な書家は「福山市立大学」の校章のデザインと

なっている『知』の文字を書いた人物でもあります。では，その人物とは誰でしょうか。正しく書いてくださ

い。 

   

（２０） ２０１３年（平成２５年），福山市商業施設（現福山ロッツ）は，新たに生まれ変わることとなりました。新

しい愛称は，９８件の応募の中から決定され，これからの商業施設への願いを込めたものとなっています。で

は，その愛称とは何でしょうか。書いてください。 

 

（２１） ２０１２年（平成２４年）１２月，福山初の冬のイベントが「灯り×劇場」をテーマとして開催されました。

福山駅前で感動と驚きに出会う「サタデーフラッシュモブ」や，誰もが参加できる「灯りの第九」などが行わ

れ，多くの人々が福山の冬を楽しみました。では，このイベントの名称を書いてください。 

 

（２２） 福山市立動物園では，２０１１年（平成２３年）に猛獣舎「ハンターの城」がオープンしました。この猛獣

舎では様々な種類の猛獣をガラス１枚の至近距離で見ることができ，２０１１年度（平成２３年度）には歴代

最多の３７万人を超える来場者数を記録しました。では，次のうち猛獣舎にいない動物はどれでしょうか。 

①アムールトラ     ②アムールヒョウ    ③ライオン       ④チーター 

 

（２３） 福山市鞆町と走島を結ぶフェリーが２０１２年（平成２４年）４月，就航しました。自動車が積載可能なフ

ェリーとして走島との往来が大変便利になりました。また，多目的トイレの設置，バリアフリー化に対応する

など，誰もが利用しやすいフェリーとして就航しています。では，このフェリーの名称を正しく書いてくださ

い。 

 

（２４） ２０１２年（平成２４年）７月２２日，ＪＡ福山市熊野支店店舗跡地に地域のボランティアが運営する商店，

熊野学区ふれあい広場「（   ）」が開店しました。これはスーパーやコンビニエンスストアが地域内に無い

ことで，買い物の不便さが地域の課題になっていたことや，地域の人々の憩いの場づくりを目的として，熊野

地域の人々が力を合わせて開店したものです。では，（   ）に入る言葉は何でしょうか。次の中から選んで

ください。 

①ローズ        ②クローバー      ③タンポポ       ④パンジー 
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（２５） 福山市立大学は２０１２年（平成２４年）１１月１０日，１１日に第２回となる大学祭を開催しました。こ

の大学祭では，テーマを「大学祭の名前を決めるのはアナタだ!!」として，今後代々受け継がれていく大学祭の

名称を来場者の投票で決定しました。では，決定された大学祭の名称とは次のうちどれでしょうか。 

①港輝祭        ②芦水祭        ③福幸祭        ④三蔵祭 

 

（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） 福山市では市制施行１００周年記念日が希望の年となるようばらの名所を整備し「１００万本のばらのまち

福山」の実現を目指して取り組んでいます。では，福山市の市制施行年月日はいつでしょうか。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。」という考え方を基に東日本大震災後，被災地へ

の応援メッセージとして，福山市全職員が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

何と言うでしょうか。書いてください。 

 

（３０） 福山祭委員会「ばらグッズ部会」では，福山市の花「ばら」をテーマに「福山ばら祭」のお土産にふさわし

いばらグッズを認定し，毎年５月の「ばら祭」で販売しています。２０１２年に認定されたばらグッズは１０

品目で，その中でも山陽自動車道福山ＳＡ（上り線）で販売されているばらグッズは子どもから大人までばら

を感じて楽しめる商品です。では，そのばらグッズとは，次のうちどれでしょうか。 

①ばらのソフトクリーム ②ばらのクリップ    ③ばらの練香水     ④ふくやまばらロール 

 

 

【歴史・文化】 

（３１） １１８５年（文治５年）２月，屋島の合戦に勝利を収めた源氏は平家を追って鞆の浦や内海町田島に陣を敷

く一方で，平家は沼隈町能登原に陣を張り，対陣していたとのことです。その合戦の際，平教経は陣内の木に

掛けてあった大弓を取り相手陣営に射掛けて反撃したと伝えられています。では，かつては国の天然記念物に

指定され，現在でも能登原八幡神社へ続く参道に大きな根株を残す，そのような言い伝えで知られる木は何と

呼ばれていたでしょうか。正しく書いてください。 

 

（３２） 福山市の北端に位置する山野町には，水力発電所があります。この発電所は山野町の中央を流れる小田川沿

いに，１９２６年（昭和元年）から１９３１年（昭和６年）にかけて建設され，年間発電量では約２，８００

軒分の家庭の１年間の電気をまかなうことができるとされています。発電所の東側の山の斜面には発電に利用

する水を送る長い鉄管が設置されており，鉄管の直径は約１ｍ，落差は１８９ｍです。では，その鉄管の長さ

は次のうちどれでしょうか。 

①２２２ｍ       ②３３３ｍ       ③４４４ｍ       ④５５５ｍ 
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（３３） ニューヨークを拠点として，ギリシャなど世界で活躍している新市町出身の芸術家である野田正明さんは，

福山市の公共施設などにも作品を提供しています。では次の施設名と作品名の組み合わせのうち，誤っている

ものを１つ選んでください。 

    ①まなびの館ローズコム ･･･ 「超越境界」 

    ②福山市立大学     ･･･ 「飛翔」 

    ③ふくやま美術館    ･･･ 「創生」 

    ④福山駅前広場     ･･･ 「The Future Is Now （いまこそ未来）」 

 

（３４） 江戸時代後期の儒学者である菅茶山は，当代一流の詩人・文化人として世に知られるとともに，神辺学問所

（廉塾）を開き，儒学者・教育者としても活躍した人物です。では，菅茶山の詩人としての評価を決定付けた

といわれる，１８１２年（文化９年）に発刊されて当時のベストセラーとなった詩集の名称は何でしょうか。

正しく書いてください。 

 

（３５） 鞆の浦にある安国寺は，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，福山市出身の

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。 

 

（３６） 二子塚古墳は，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呼びました。では，（   ）に入る言葉は何でしょうか。正しく書いてくださ

い。 

 

（３７） 鞆の浦の名産品として知られる保命酒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。 

    ①１８５１年（嘉永４年）のロンドン万国博覧会に日本国代表産品として出品されて好評を博すとともに，１ 

８７６年（明治９年）の合衆国百年祭博覧会にも出品された。 

    ②漢方医の中村吉兵衛が，焼酎ともち米を原料とする甘口の原酒に，地黄・甘草など１６種類の漢方の薬味 

をつけ込んで作ったものである。 

    ③江戸時代に儒学者の頼山陽や朝鮮通信使の一行にもふるまわれ，その味をたたえる詩や手紙などが残されて 

いる。また，幕末に浦賀に来航したペリー提督一行やハリス総領事にもふるまわれた。 

    ④保命酒を入れる徳利は，創業当初は伊部焼，三田焼，丹波焼，砥部焼など中国・四国・九州の窯に特注した 

ものが使われていたが，１８６５年（慶応元年）からは鞆の窯で徳利作りが行われるようになった。 

 

（３８） ＪＲ福山駅南口の待ち合わせの目印として親しまれている「五浦釣人像」は，福山市名誉市民である平櫛田

中の作品で，彼が生涯恩師として尊敬し続けたある人物をモデルにしています。では，この人物とは誰でしょ

うか。正しく書いてください。 
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（３９） 福山市丸之内にある福寿会館は，昭和初期に「鰹節王」と呼ばれた安部和助が別荘として建築したもので，

１９９７年（平成９年）に洋館が国の登録有形文化財に登録され，２０１２年（平成２４年）には本館をはじ

め新たに５点が登録されました。では，次のうち登録されていないものはどれでしょうか。 

①西茶室        ②東茶室        ③西蔵         ④東蔵 

 

（４０） 幕末に尊皇攘夷による倒幕を目指していた三条実美ら七卿は，当時保命酒造酒屋であった太田家住宅に宿泊

しており，鞆の浦に着いた経緯を思いながら次の歌を残しています。「世に鳴らす 鞆の港の （   ）を か

くて嘗むるも めずらしの世や」。では，（   ）に入る言葉は何でしょうか。正しく書いてください。 

 

（４１） 明王院五重塔は南北朝時代の１３４８年（貞和４年）に建立され，全国２１の指定文化財の中でも５番目の

古さを誇っており，国宝に指定されています。建立年代が判明したのは，塔最上部の屋根の上の柱状の相輪の

下部に付けられている伏鉢に陰刻銘があったことによります。では，その陰刻銘には建立年である「貞和４年」

のほか，何と刻まれていたでしょうか。次の中から正しいものを選んでください。 

①一意専心       ②一文勧進       ③一気呵成       ④一荷合力 

 

（４２） 福山市鞆町の円福寺がある場所には以前大可島城が建てられており，その城跡は福山市史跡にも指定されて

います。では，１３４９年（貞和５年）に中国探題としてこの大可島城に入り，信賞必罰を徹底した善政で備

後周辺の武士から厚い信頼を得た武将とは誰でしょうか。正しく書いてください。 

 

（４３） 福山市北吉津町にある福山八幡宮には２つの総門があり，それぞれ「東御宮」，「西御宮」と墨書した木札が

掛けられています。これは元々別の場所にあった東西の八幡宮が現在の場所に同一形式で造営されたことによ

るものです。西の八幡宮は以前の鎮座地から野上八幡宮と呼ばれていました。では，東の八幡宮は何と呼ばれ

ていたでしょうか。次から選んでください。 

①延広八幡宮      ②吉津八幡宮      ③住吉八幡宮      ④御船八幡宮 

 

 

【人物】 

（４４） 子どもから大人まで幅広く人気の少年漫画「MAJOR（メジャー）」の作者であり，スポーツ漫画を得意とし

て「スポーツ漫画の第一人者」と形容されている福山市出身の漫画家は次のうち誰でしょうか。 

①石田敦子       ②とだ勝之       ③森田まさのり     ④満田拓也 

 

（４５） 福山市では井伏鱒二や葛原しげる，平櫛田中など現在１９人の「福山市名誉市民」が推戴されています。

では，井伏鱒二や葛原しげる，平櫛田中以外の「福山市名誉市民」２人の名前を正しく書いてください。 

 

（４６） 義倉は，１８０４年（文化元年）に飢饉・災害発生時の被災者救済，及び教育・文化の発展向上を目指して

設立された，藩全体を救済対象とする全国に類を見ない大規模な民間救済組織です。では，この義倉の設立を

当時の福山藩主阿部正精に申請した千田村（現福山市千田町）の庄屋であった人物は誰でしょうか。正しく書

いてください。 
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（４７） 瀬戸内海のほぼ真ん中に位置する鞆の浦は，東西交通の要で「潮待ちの港」として近世以来栄えてきました。

江戸時代から明治へ激動の時代には，船乗りや商人たちだけでなく，異国の賓客が立ち寄る観光スポットでも

ありました。では，鞆の浦を訪れた次の人物を年号の古い順に並び替えてください。 

①三条実美ら七卿    ②李邦彦（朝鮮通信使） ③坂本龍馬       ④シーボルト 

 

（４８） ２０１２年（平成２４年）のサンフレッチェ広島のＪ１初優勝に大きく貢献し，日本代表チームにも選出さ

れたことのある選手で，２０１３年（平成２５年）は選手としてのさらなる飛躍を目指して浦和レッドダイア

モンズに移籍を決めた福山市出身のサッカー選手は次のうち誰でしょうか。 

①上村健一       ②柏木陽介       ③槙野智章       ④森脇良太 

 

（４９） 福山市章は福山城のある「コウモリ山」にちなみ，「コウモリ」を「山」の字にデザイン化したもので，縁起

の良い動物からモチーフとして選ばれています。そのデザイン化には，旧福山市役所や国会議事堂の主要設計

スタッフの一人でもあった福山市出身のある建築家が関わっています。その建築家とは誰でしょうか。正しく

書いて下さい。 

 

（５０） ２０１２年（平成２４年）９月，ハリウッド人気ＳＦアクション映画「Ⅹ－メン」のシリーズ最新作のロケ

が福山駅前をはじめ鞆町の円福寺などで行われました。主人公「ウルヴァリン」を演じるハリウッド俳優も来

福して大変話題を呼びました。では，この俳優とは次のうち誰でしょうか。 

①トム・クルーズ    ②ヒュー・ジャックマン ③ラッセル・クロウ   ④ニコラス・ケイジ 



（２）

２

（７） （９） （10）

１ ４ ３

（13） （14） （15）

２ ４ ２

（24） （25）

２ １

（30）

１

（32） （33）

２ ２

（37） （39）

１ ２

（43）

１

（44）

４ ２ ４ １ ３

（48） （50）

４ ２

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，桑田笹舟，吉川英史，
宮地茂，松本卓臣，宮澤喜一，青山五郎，小丸法之　の内２
人

合計

（11） （12）

１ １

河相周兵衛

（46）

【観光】

武田五一

小計（49）
【人物】

小計
【歴史・文化】

（17）
まなびの館ローズコム

ローズコム
（いずれか）

（18）

３

（38）

（23）

神勢丸

（22）

弓掛松 鞆ノ津茶会記

（35）（34）

黄葉夕陽村舎詩(集)

（31）

（42）

（36）

双龍環頭

４

足利直冬

（40）

竹の葉

ＬＵＸＥＡＴＥＲ，ＬＵＸＥＡＴＥＲふくやま，Ｌ
ＵＸＥＡＴＥＲふくやま２０１２（いずれか，ＬＵ
ＸＥＡＴＥＲはカタカナでも可）

（26） （27）

小計（29）

ローズマインド

（28）

１９１６年７月１日
（大正５年７月１日）

びんご畳表
（福山琴）

福山琴
（びんご畳表）

（45）各１点 （47）

（16）

次世代エネルギーパーク

（20）
Ｒｉｍ－Ｆ
リムフクヤマ
（いずれか）

（21）

（41）

２岡倉天心

（８）

木造狛犬

（５）

２

王　羲之
おう　ぎし
（いずれか）

（19）

小計

受験番号

【産業・地理・時事】

（６）

千年藤

（１）

山紫水明

（３）

方円

（４）

１６２２年
（元和８年）

第６回福山知っとる検定　１級　解答用紙

名 前 生年月日
西暦

（大・昭・平　　　　）年　　　月　　　日
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（４５）・神原秀夫        ・野島泰治 

・金島桂華        ・森戸辰男 

・猪原大華        ・福原麟太郎 

・櫻田 武        ・澁谷 昇 

・宮地 茂        ・村上銀一 

・松本卓臣        ・桑田笹舟 

・宮沢喜一        ・吉川英史 

・青山五郎        ・小丸法之  から２名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  




