
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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７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 

２０１４年（平成２６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） 福山市草戸町にある明王院は８０７年（大同２年）に空海（弘法大師）が開基したと伝えられる寺院で，国宝

に指定されている本堂や五重塔をはじめ，数多くの文化財を所有しています。２０１３年（平成２５年）１２月

２１日には五重塔の一般公開が行われました。では，五重塔初重内に安置されている像とはどれでしょうか。次

から選んでください。 

   ①十一面観音像     ②大日如来坐像      ③木造薬師如来立像    ④木造法燈国師坐像 

 

（２） 福山市鞆町にある沼名前神社は，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，国の重要文化

財に指定されている能舞台をはじめ，貴重な文化財を多く所有しています。そのひとつに県の重要文化財に指定

されている石鳥居がありますが，この石鳥居は，上部の笠木の先端が丸みを帯びてそり上がった変わった形状を

しています。では，この形状はなんと呼ばれているでしょうか。正しく書いてください。 

 

（３） 福山市鞆町にある真言宗の寺院・福禅寺は江戸時代を通じて朝鮮通信使のための迎賓館として使用され，境内

は国の史跡に指定されています。また，その客殿からの眺望は大変美しく，１７１１年（正徳元年）には朝鮮通

信使に「日東第一形勝」と賞賛され，客殿は１７４８年（延享５年）には「対潮楼」と名付けられました。では，

この時「対潮楼」の書を残した朝鮮通信使は誰でしょうか。次から選んでください。 

   ①李邦彦        ②李炳憲         ③洪啓禧         ④洪景海 

 

（４） 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。 

 

（５） 福山市南部地域には，源平合戦に関わる伝承や遺跡が数多く残っています。当時，内海町田島にはある武将の

陣が置かれ，現在でも田島の内浦地区にはその陣跡を伝えるお堂が残っており，大浦にある善正寺にはこの武将

の陣中守本尊が秘仏として安置されています。では，この武将とは誰でしょうか。次から選んでください。 

   ①佐藤継信       ②那須与一        ③源義経         ④梶原景時 

 

（６） 福山市沼隈町には平家物語の巻４にその物語が記載されている藤があります。１１８０年（治承４年）にある

上皇の一行が厳島参拝の帰りに敷名の沖に停泊していた際，敷名の浜に美しく咲いている藤の花を賞賛したとい

う故事から，敷名の藤は後世，千年藤と呼ばれ，広く知られるようになりました。では，この上皇とは誰でしょ

うか。正しく書いてください。 
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（７） 福山市鞆町の福山市鞆の浦歴史民俗資料館は鞆城の跡地に建っていますが，その鞆城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。 

①１６００年（慶長５年）の関ヶ原の合戦に破れた毛利氏が備後・安芸から改易された後，代わりに領主となっ

た福島正則は鞆城城代の大崎玄蕃に命じ，鞆城の修築を行った。 

②福島正則による修築を受けた鞆城は，本丸を二之丸・三之丸で囲む近世の城郭で，その縄張りは，東は福禅寺，

北は沼名前神社参道，南は鞆港にまで及ぶ規模であったといわれているが，１６１５年（元和元年）の一国一

城令により破却された。 

③福山城を築城した水野勝成は，鞆城城代として子の水野勝俊を置いたが，鞆城の破却後は城址に奉行所を置き，

幕末まで鞆の行政を司る場所となった。 

④福山市鞆の浦歴史民俗資料館の足下にはかつての鞆城石垣の遺構が残されており，自然石を積み上げた「野面

積み」，小石をはさみ表面を揃えた「打込みハギ」，切石で表面を揃えた「切込みハギ」と，石垣の築かれた年

代により異なる特徴を持つ石垣となっている。 

 

（８） 福山市新市町にある吉備津神社は，平安時代の国守が，年頭，最初に参る神社を一宮と呼んだことから，吉備

津神社は備後の国の一宮となり，現在でも「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，１６４８

年（慶安元年）に新築されたものであり，国の重要文化財に指定されています。またその他に，木造狛犬三体と

（     ）四振りも国の重要文化財に指定されています。では，（     ）に入る言葉を正しく書いてく

ださい。 

 

（９） 沼隈半島の南端に位置する阿伏兎岬に建つ阿伏兎観音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。 

①阿伏兎観音は正式には磐台寺という臨済宗の寺であり，朱塗りの観音堂は元亀年間（１５７０～１５７３年）

に毛利輝元の寄進により建立された。 

②観音堂の堂内には，航海の安全を祈願した阿弥陀如来像が祭られている。 

③朱塗りの観音堂の屋根の軒丸瓦に金箔が施されていたことが，近年の修復工事により判明した。 

④安藤広重の浮世絵「阿武門観音堂」の題材になるとともに，十返舎一九の「厳島参詣膝栗毛」には，東海道中

膝栗毛で知られる弥次郎兵衛と北八が阿伏兎観音に参拝した時の様子が書かれている。 

 

（１０） 福山市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され，室町時代に足利尊氏により安国寺と改称された寺で，水野勝成が子どもの安

穏を祈り建立安置した，国の重要美術品の子安観音菩薩がある。 

②円福寺は大可島城跡に建つ寺で，「夾明楼」と呼ばれる瀬戸の島々や四国が眺望できる座敷のある臨済宗の寺

で，「いろは丸事件」の際には紀州藩の宿舎となった。 

③医王寺は平安時代に弘法大師が開基した寺と伝えられ，本尊である木造薬師如来立像は鎌倉時代に作られた

仏像で，国の重要文化財に指定されている。 

④地蔵院の本堂には，木造十一面観音立像が安置されており，この観音像はわずかに唇を開き歯をのぞかせて

いることから「歯吹仏」といわれ，全国的にも非常に珍しい仏像である。 

 



第７回 福山知っとる検定 〈１級〉 

-3- 

（１１） 福山城に現存する伏見櫓や筋鉄御門が伏見城から移築されたように，城などに建てられた建造物を改築や解

体の際に他の城や神社仏閣などに移築するということは過去多く行われてきました。では，次の移築元と移築

先の組み合わせのうち，誤っているもの一つを選んでください。 

    ①神辺城 城門 → 実相寺 山門        ②福山城 城門 → 鞆 保命酒店 

    ③一乗山城 城門 → 常国寺 唐門       ④相方城 城門 → 素盞嗚神社 

 

（１２） 福山市蔵王町の八幡神社境内には白鳳時代に建立されたある寺院の跡があります。１９６９年（昭和４４年）

には国史跡に指定されましたが，創建時の寺名は不明であったため「宮の前廃寺」とされました。しかし，江

戸時代の地誌「備陽六郡志」の記述を基に「廃（   ）」あるいは「（   ）廃寺」とも呼ばれました。で

は，（    ）に共通して当てはまる寺名は次のうちどれでしょうか。 

    ①青目寺        ②海蔵寺        ③慶徳寺        ④備後国分尼寺 

 

（１３） 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（   ）家が，東本陣は七日市の本荘屋（   ）家がそれぞれ勤めました。では，（   ）

に共通して当てはまる家名を正しく書いてください。 

 

（１４） 福山市沼隈町にある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）

に地域のコミュニティとして改修した施設です。往時の面影を残すなまこ壁に檜造りの門長屋，木や石が巧み

に配置された庭園，数奇屋作りの主屋や茶室が落ち着いた雰囲気を醸し出しています。では，この福山市ぬま

くま文化館の別名はなんでしょうか。正しく書いてください。 

 

（１５） 「ふくやま」と名の付くばらについての次の記述のうち，誤っているもの一つを選んでください。 

    ①「ローズふくやま」は１９８６年（昭和６１年），市制施行７０周年を記念して「高雄」と「プリスタイン」

という２つの品種を組み合わせて誕生した，赤い（明るい朱色）大輪のばらです。 

    ②「プリンセスふくやま」は１９９０年（平成２年），（社）福山青年会議所（現：（一社）福山青年会議所）３

０周年を記念して，「フロージン」と「金閣」という２つの品種を組み合わせて誕生した，黄色の大輪のばら

です。 

   ③「スマイルふくやま」は２００１年（平成１３年），市制施行８５周年を記念して，「レーゼンスベルグ」と

いう品種のばらを自家交配して，市が開発した薄桃色のオリジナルミニばらです。 

   ④「福山城」は２０１１年（平成２３年），市制施行９５周年を記念してばらオーナー会から寄贈された，「紫

雲」と「無名実生」を交配させて誕生した，紫がかった淡いピンク色の大輪のばらです。 

 

 

【産業・地理・時事】 

（１６） ２０１３年（平成２５年）にふくやま美術館で特別展「ウルトラマン創世紀展―ウルトラＱ誕生からウルト

ラマン８０へ―」が開催されました。ウルトラマンと福山市にはウルトラマンシリーズのある作品の第１話で

福山が舞台となったという関わりがあります。では，その作品とは次のうちどれでしょうか。 

    ①ウルトラセブン   ②ウルトラマンＡ     ③ウルトラマンレオ   ④ウルトラマンタロウ 
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（１７） 福山市では２０１６年（平成２８年）の市制施行１００周年に向け，「福山市市制施行１００周年記念事業基

本方針」を策定しました。それに伴い，全国から応募があった１９４点の中からキャッチフレーズを「夢・（  ）

輝く福山１００周年」に決定しました。では，（  ）に当てはまる言葉は次のうちどれでしょうか。 

    ①未来        ②明日          ③希望          ④協働 

 

（１８） 福山市神辺町にある堂々川の砂留は，現在も１６基が現存し，その中でも最も大きな６番砂留は「大砂留」

と呼ばれ，その上流域には堂々公園が整備されています。また，下流域は川岸の遊歩道沿いに散策でき，地元

のボランティア団体や近隣小学校，保育園が２００６年（平成１８年）からゴミ拾いや植栽，環境学習などを

続けています。では，２０１３年（平成２５年）５月２日に，御野小学校３・４年生の児童生徒１０６人が植

えた花は，次のうちどれでしょうか。 

    ①コスモス      ②ニチニチソウ      ③サルスベリ       ④ヒガンバナ 

 

（１９） ２０１２年度（平成２４年度）から活動を開始した（    ）は，里山里地の再生や保全活動を行うボラ

ンティアです。その活動内容は山野町での収穫体験や草刈り，山手・津之郷町での炭焼き体験など多岐にわた

り「（    ）!!活動日記」として，広報ふくやまに掲載されています。では，（    ）に当てはまる団

体名は何でしょうか。正しく書いてください。 

 

（２０） 福山市駅家町にある服部大池は，福山藩初代藩主水野勝成によって灌漑用水を確保するため服部川をせき止

めて造られたため池で，当時の面積は約３５６，４００㎡，周囲は約２，７６０ｍにも及び，備後三大大池の

ひとつに数えられています。福山藩全域の９郡２４０カ村の人々を総動員して築造されましたが，この時総奉

行を務め，後に「土木の神様」といわれた人物は誰でしょうか。正しく書いてください。 

 

（２１） ２０１３年（平成２５年）９月，福山市松永地域の特産品であるゲタをモチーフにしたイベント「ゲタリン

ピック」が開催されました。「ゲタリンピック」は，２０１３年（平成２５年）で，（   ）回目となる節目

の年であり，福山大学の学生による（   ）年を振り返る映像の上映や，マスコットキャラクター「カラン

くん」の作者による似顔絵の実演販売などが行われました。では，（   ）に共通して当てはまる数字を書い

てください。 

 

（２２） ２０１３年（平成２５年）１０月１９・２０日に福山港で開催された「ふくやま港まつり２０１３」は福山

の港や海に親しみや関心を持ってもらうためのイベントで，「海の貴婦人」と呼ばれる世界最大級の帆船，海王

丸も来航し，その入港歓迎式典をはじめ，船内の一般公開や夜間ライトアップなど数々の催しが行われました。

では，この時行われた航海実習生たちによる操帆訓練のことをなんというでしょうか。正しく書いてください。 

 

（２３） ２０１３年（平成２５年）１１月９・１０日，福山市立大学で学園祭「港輝祭」が開催され，各種サークル

による発表や模擬店，ビンゴ大会などで大変盛り上がりました。中でも，２０１１年（平成２３年）に結成さ

れた，ある学生サークルが注目を集めており，人気アイドルを模した歌や踊り，衣装で市の祭や民間のイベン

トへ出演するなど，幅広く活躍しています。では，その学生サークルの名称は何でしょうか。次から選んでく

ださい。 

    ①ＦＳＦ４８     ②ＦＫＹ４８       ③ＦＤＭ４８       ④ＦＣＵ４８ 
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（２４） ２０１３年（平成２５年）１２月７日から２２日まで開催された，「ＬＵＸＥＡＴＥＲ
ル ク シ ア タ

ふくやま２０１３」で

は，サタデーフラッシュモブや書道パフォーマンス，夢メッセージアートなどの多彩な催しが行われました。

今年度のテーマは，「いのち・愛・夢～（   ）の夢、（   ）に夢、（   ）と夢～」とし，（   ）

の中には同じ言葉が入ります。では，（   ）に共通して当てはまる言葉を正しく書いてください。 

 

（２５） ２０１３年（平成２５年）１１月１日，エフピコＲiＭの６階に新たなフロア「こどもの国」がオープンしま

した。「こどもの国」には，屋内遊戯場「ギザギザ葉っぱ」や幼児教育施設「コペル」，市が国内外の絵本約１

０００冊をそろえた「（   ）」があります。では，（   ）に入る，絵本を通して親子の交流を図ることを

目的とした施設の名称は何でしょうか。正しく書いてください。 

 

（２６） ２０１３年（平成２５年）１０月２６日，いくえみ稜の伝説的少女コミックを原作とした映画が全国で公開

されました。この映画は，鞆の浦や松永高校などでロケが行われたことで話題となりました。では，この映画

のタイトルを正しく書いてください。 

 

（２７） 昨年までの「エコでえ～ことキャンペーン」にかわる事業として，２０１３年（平成２５年）９月１日から

環境配慮行動の定着を目指して，環境にやさしい取り組みを実践するとポイントが付与され，獲得ポイントに

応じて抽選で賞品が獲得できる事業を行っています。では，この事業の名称を正しく書いてください。 

 

（２８） 福山市は，１９４５年（昭和２０年）の大空襲で市街地の８割が焦土と化しましたが，その後，市民の復興

意欲と都市計画事業の推進により目覚ましい復興を遂げました。中でも大きな転換点は１９６１年（昭和３６

年）１０月に単一工場としては当時世界最大の製鉄所の立地が決定したことであり，繊維産業を中心とした軽

工業から重工業の都市へ変貌する契機となりました。このような時代の変遷の中で，福山市の地場産業からも

いくつかの東証１部上場企業が生まれました。では，その企業のうち，２つを書いてください。 

 

（２９） 福山市内海町ではＥＭ（有用微生物群）の力を借りた，ある特産品の養殖が行われています。ＥＭを用いた

ものは通常のものより栄養価が高く，風味歯ごたえも良いと評判です。また，この特産品をモデルにした内海

町観光協会公認キャラクターも生まれています。では，この特産品とは何でしょうか。 

 

（３０） 福山市では，２００８年（平成２０年）３月に福山市食育推進計画を策定してから，ＪＡや市内の各学校と

連携し，さまざまな取り組みを行いました。その一環として，福山市食生活改善推進連絡協議会では毎月ある

日を「食育の日」に定め，「朝ごはんを食べよう！」啓発キャンペーンや，郷土料理の伝承などに力を入れてき

ました。では，「食育の日」は毎月何日でしょうか。次から選んでください。 

    ①４日        ②９日          ③１９日         ④２９日 
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【歴史・文化】 

（３１） 福山市北吉津町にある日蓮宗の寺院は，福山藩主水野氏と関わりが深く，三河国刈谷（現在の愛知県）に創

建したものを水野氏の国替えに伴って福山へ移したものです。２代目藩主水野勝俊の娘万寿が病になった際に

この寺院で祈とうを行ったことから勝俊の菩提寺となり，１６６６年（寛文６年）に現在の地に再興されまし

た。では，この寺院の名称はどれでしょうか。次から選んでください。 

    ①妙政寺       ②賢忠寺         ③実相寺         ④龍興寺 

 

（３２） 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。 

 

（３３） 福山市新市町の素盞嗚神社の「茅の輪くぐり」は，昔，素盞嗚尊にまつわる物語「（   ）将来伝承」から

発祥したといわれており，毎年８月８日に，無病息災・魔除けを願って行なわれています。では（   ）に

あてはまる言葉を正しく書いてください。 

 

（３４） 福山市鞆町にある安国寺は，釈迦堂内の木造阿弥陀三尊像をはじめ，国の重要文化財を多数所有する臨済宗

の寺院です。当初は室町時代に足利尊氏により建立されたと伝えられていましたが，１９４９年（昭和２４年）

に解体修理が行われた際，木造阿弥陀三尊像の中から古文書が発見され，鎌倉時代に高僧・覚心によって建立

されたことと，本来の寺社名も別にあったことが判明しました。では，安国寺の当初の名称は何でしょうか。

正しく書いてください。 

 

（３５） 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：ローズアリーナ  Ｂ：福山市人権平和資料館  Ｃ：まなびの館ローズコム  Ｄ：ふくやま文学館 

 

（３６） 福山市北部に位置する古墳についての次の記述のうち，誤っているものを一つ選んでください。 

    ①福山市駅家町にあり，国史跡に指定されている二子塚古墳は，６世紀末の大規模な前方後円墳で，後円部の

石室からは，全国的に例のないデザインの双龍環頭柄頭などの副葬品が出土したことでも知られている。 

    ②福山市駅家町にある掛迫６号古墳は，５世紀初めに築造されたと考えられる前方後円墳で，南北に並んだ２

基の竪穴式石室の南側石室からは斜縁二神二獣鏡などの副葬品が発見された。 

    ③福山市神辺町の中条地域にあり，県史跡に指定されている大坊古墳は，発掘調査が行われておらず，円墳と

も方墳とも言われ確定していない。また，昔から入口が開口していたため，石室内の副葬品も不明である。 

    ④福山市新市町にある尾市１号古墳は，３方向にほぼ同じ規模の石室が配置され，入り口部分と合わせて平面

が十字形の埋葬施設を持つ，全国的にも他に例を見ない７世紀後半の古墳である。 
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（３７） 鞆の浦の特産品である保命酒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。 

    ①１６５９年（万治２年）に大阪からやってきた漢方医の中村吉兵衛が考案したと伝えられる，日本酒ともち

米を主原料とする甘口の原酒に，地黄・甘草など１６種の漢方の薬味を漬けた薬味酒である。 

    ②１８５４年（嘉永７年）に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

下田に来航したハリス総領事一行にも振る舞われた。 

③１８６７年（慶応３年）のパリ博覧会に日本国代表産品として出品され，１８７６年（明治９年）の合衆国

百年祭博覧会にも出品された。 

④三条実美は保命酒について「世に鳴らす 鞆の港の 竹の葉を かくて嘗むるも めずらしの世や」という

歌を残した。 

 

（３８） 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。 

 

（３９） 姫谷焼は江戸時代初期，現在の福山市加茂町で焼かれていたもので，九谷焼，伊万里焼とともに日本初期色

絵磁器のひとつとされています。その窯跡は加茂町百谷の西に開いた小谷の斜面にあり，１９３７年（昭和１

２年）に県史跡に指定されました。その後の発掘調査で２基の窯がほぼ平行に重複していることと，どちらも

同じ構造であることが判明しました。では，この構造はなんと呼ばれているでしょうか。次から選んでくださ

い。 

    ①階段状単房式登窯   ②割竹形単房式登窯   ③階段状連房式登窯    ④割竹形連房式登窯 

 

（４０） 福山市には親善・友好都市があります。では，次の親善・友好都市を提携年の早い順に並び替えて下さい。 

   Ａ：浦項市      Ｂ：タクロバン市     Ｃ：ハミルトン市     Ｄ：岡崎市 

 

（４１） 福山市鞆町にある太田家住宅は，幕末の政変に敗れて長州藩に落ち延びた三条実美ら７人の尊皇攘夷派公卿

が立ち寄った鞆七卿落遺跡として知られています。母屋など多くの建物が当時の構えを残しており，１９９１

年（平成３年）には，小路を挟んで建てられている別邸とともに国の重要文化財に指定されました。では，こ

の別邸はなんと呼ばれているでしょうか。次から選んでください。 

①朝夕亭        ②朝宗亭        ③朝潮亭         ④朝霧亭 

 

（４２） 福山市柳津町に位置する（   ）遺跡は広島県史跡に指定されており，カキ・ハマグリなどの貝類や魚骨，

イノシシ・シカなどの動物の骨をはじめ，約８千年前から３千年前に至る縄文土器や石錘などの石器が出土し

ました。市内で貝塚の貝層が見られるのはここだけであり，石器などの遺物は福山城博物館に展示されていま

す。では，（   ）に当てはまる言葉は次のうちどれでしょうか。 

    ①松本         ②長波         ③永松          ④馬取 
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（４３） １９２５年（大正１４年）に竣工した赤レンガとコンクリートで造られた福山市初の近代的上水道施設で，

１９８９年（平成元年）に廃止されるまで半世紀以上にわたって市の発展に貢献してきた施設が，２０１３年

（平成２５年）３月に国土の歴史的景観に寄与する施設として国の登録有形文化財（建造物）に登録されまし

た。では，現在この施設は何と呼ばれているでしょうか。次から選んでください。 

    ①熊野水源地      ②旧佐波浄水場     ③旧千田浄水場      ④旧中津原浄水場 

 

 

【人物】 

（４４） 松永塩田は江戸時代に開発されてから１９６０年（昭和３５年）に廃止されるまでの約３００年間，松永の

基幹産業として栄え，廃止前には産出量が約２２，０００ｔに達していました。では，この松永塩田の築造を

指導し，没後３００年にあたる１９７６年（昭和５１年）には，元塩業関係者でつくる「松永塩友会」によっ

てＪＲ松永駅南口に銅像が建てられた人物は誰でしょうか。正しく書いてください。 

 

（４５） 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。 

 

（４６） 幕末，幕府に命じられ，２度にわたって長州藩を攻撃した譜代の福山藩は，１８６８年（慶応４年）に始ま

った戊辰戦争において朝敵とみなされ，逆に長州藩から攻撃を受けました。兵力で圧倒的に劣る福山藩は止戦

に持ち込もうと考えますが，この時，長州軍を説得し，城下を戦火から救った人物は誰でしょうか。正しく書

いてください。 

 

（４７） 瀬戸内海沿岸のほぼ中心に位置する鞆の浦は，東西交通の要所で「潮待ちの港」として近世以来栄えてきま

した。江戸時代から明治時代にかけて，船乗りや商人たちだけでなく，異国の賓客も立ち寄りました。では，

次の人物を，鞆の浦を訪れた年代の古い順に並び替えてください。 

    Ａ：李邦彦       Ｂ：坂本龍馬      Ｃ：シーボルト      Ｄ：三条実美ら七卿 

 

（４８） 著書に「はりぬき千句」を持つ江戸時代に活躍した俳人で，１６７３年（寛文１３年）の常矩編「捨舟」に

奥書を書いたほか，多くの俳書に句を載せ，１７００年（元禄１３年）の笑種編「続古今誹手鑑」には「から

衣木つちなれにしきぬた哉」の句が入集しました。では，この人物は誰でしょうか。正しく書いてください。 

 

（４９） 建築環境工学の先駆者として知られる建築家の藤井厚二は，同じく福山出身の武田五一に招かれ京都帝国大

建築学科教授に就任し，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。現存する最後の１棟は近代住宅建築の代表作とされています。では，この建築物の名称はなんでしょうか。

正しく書いてください。 
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（５０） 鞆の浦の風景を歌った「鞆の浦慕情」のＣＤが，２０１４年（平成２６年）１月８日に発売されました。で

は，このことをきっかけに，福山・鞆の浦応援特別大使に任命されたアイドルとは誰でしょうか。次から選ん

でください。 

    ①渡辺麻友       ②大島優子       ③岩佐美咲        ④渡辺美優紀 
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３水野梅径

第７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

【人物】

【歴史・文化】

受験番号

【産業・地理・時事】

（６）

高倉(上皇) ４ ３

（26）

潔く柔く ふくやまエコトライアスロン

（25）

（49）

聴竹居

（48）

【観光】

（20）

神谷治部

（27）

えほんの国

（10） （11）

（２）

鳥ぶすま
（鳥衾）

（４）

方円

毛抜形太刀

（８）

（22）

セイルドリル

（24）

未来
（こども）

（13）

菅波家

（14）

枝広邸

（19）

里山里地協力隊

（28）各１点

エフピコ
日東製網

福山通運
青山商事

（29）

海苔

（32）

弓掛松 蘇民

（33） （34）

金宝寺

（35）

（38）

黄葉夕陽村舎詩(集)

（40）

（44）

本荘(庄)重政

（45）

河相周兵衛 関藤藤陰

（46） （47）

合計

小計

小計

小計

小計

（21）

２０




