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第８回福山知っとる検定

問

題

用

紙

１ 級
試験時間

９０分

注意事項
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。

２０１５年（平成２７年）２月８日

福山知っとる検定実行委員会

第８回

福山知っとる検定

〈１級〉

【観光】
（１） 福山市には，
「福山市食育推進計画」のＰＲを目的として誕生した「元気な福の山ファミリー」という「福山市
イメージキャラクター（福キャラ）
」が存在し，ファミリーにはそれぞれ，福山市にゆかりのある食材をモチーフ
にした，
「ぶどう母さん」や「柿ちゃん」等の名前がつけられています。では，お父さんのモチーフになった福山
市ゆかりの食材を書いてください。
（２） 福山グリーンライン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正式名称は「広島県道２５１号後山公園洗谷線」と言い，観光目的で１９７４年（昭和４９年）に開通した道
路である。当時は有料道路だったが，１９８０年（昭和５５年）に無料開放された。
②展望台に建つ「海人小船 帆かも張連る登 美る萬で二 鞆のうらみに 波たて里見逝」の歌碑は，福山市出
身の書家，宮本竹逕の書によるものである。
③春になると，グリーンライン沿いや後山公園に美しい桜が咲き，展望台からは瀬戸内の多島美と桜を一緒に楽
しむことができる。
④福山市鞆町と水呑町を結ぶ総延長１４㎞のドライブコースで，瀬戸内海国立公園の一部となっており，眼下に
鞆の浦を眺める風光明媚なルートとして知られている。
（３） 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を訪れ，その素晴らしい眺望から，建物を「対仙酔
楼」と名付け，漢詩を詠み，ある四字熟語を生み出しました。では，その四字熟語を正しく書いてください。
（４） 福山市鞆町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沼名前神社には，江戸時代から明治時代の力自慢たちにより，力石が奉納されており，石材の質や彫字が見事
なことから，市重文に指定されている。
②医王寺参道途中の仁王門下には，江戸時代の蘭学者「平賀源内」がここで陶土を発見し「源内焼」の製法を伝
えたことから，源内の生祠が遺されており，県史跡に指定されている。
③顕政寺の前には，尼子の武将で，主家再興を図るが，備中阿井の渡しで謀殺された山中鹿介の首塚があり，同
寺には位牌が安置されている。
④仙酔島への渡船場近くには，大伴旅人による万葉秀歌といわれる「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」の歌碑が建っており，大伴旅人の嘆きの心情を刻んでいる。
（５） 本荘（庄）重政は，江戸時代に松永湾岸一帯に塩田を開発し，塩田を中心とする集落を「松永」と命名した人
物です。松永駅南側には，没後３００年を記念して建てられた像があり，片手に（
湾を指す開拓を指揮する姿で塩田発展の歴史を今に伝えています。では，
（

）を持ち，片手で松永

）に入る言葉は次のうちどれで

しょうか。
①指揮棒

くわ

すき

②鍬

③鋤
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④絵図面

第８回

福山知っとる検定

〈１級〉

（６） １１８０年（治承４年）
，高倉上皇一行が船による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ある花を賞賛し，採りに
行かせたところ，使いの者はそ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，折られたこの花は，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） 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，廉塾（神辺学問所）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，その私塾の名前を漢字で書いてください。
（８） 鞆の浦にある古寺・神社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安国寺は鎌倉時代に創建，室町時代に足利尊氏により改称された寺で，釈迦堂と堂内の木造阿弥陀三尊像・木
造法燈国師坐像はいずれも国の重要文化財に指定されている。
②円福寺は大可島城跡に建つ寺で，
「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薬師如来立像は，全国でもここにしかないといわれている歯吹如来で，金剛
健歯如来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，足利尊氏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。
（９） 福山藩初代藩主水野勝成と交流のあった剣聖宮本武蔵に関する記述について，正しいものを一つ選んでくださ
い。
①大坂冬の陣では，勝成の軍勢の客将として嫡男勝重（勝俊）を守護した。
②宮本武蔵の養子である，宮本三木之助と九郎太郎は，水野軍武者奉行中川志摩之助の子である。
③福山藩家老中山将監屋敷に立ち寄り，腰掛けたという庭石が聰敏神社境内に現存する。
④宮本武蔵が斬ったとされる「刀岩」は，現在，八日谷貯水池の湖底深くに沈んでいる。
（１０） 沼隈半島の南端に位置する阿伏兎観音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「阿伏兎観音入口」バス停から磐台寺までの道には，歌や文章を刻んだ石碑が点在しており，菅茶山が１８
００年（寛政１２年）に読んだ「鞆の津」の詩碑も存在する。
②１９５６年（昭和３１年）に県の重要文化財指定を受けた観音堂の堂内には，花山院が航海の安全を祈願し
た石仏の十一面観音像が祭られている。
③１９５１年（昭和２６年）から２年をかけて行われた観音堂の屋根のふき替えと回廊や鐘楼の彩色等の工事
中，屋根の軒丸瓦に金箔が施されていたことが判明した。
④葛飾北斎の浮世絵「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。
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第８回

福山知っとる検定

〈１級〉

（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：吉備津神社本殿
Ｂ：太田家住宅
Ｃ：安国寺釈迦堂
Ｄ：沼名前神社の能舞台
（１２） 神辺本陣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東本陣は三日市の本荘屋菅波家が勤め，西本陣は十日市の尾道屋菅波家が勤めていたが，今は西本陣だけが
現存している。
②西本陣は，１６６１年～１６７３年（寛文年間）に筑前黒田家の本陣を勤めて以来，同家の御用を主に勤め
たといわれている。
③主屋をはじめ，馬屋や物見櫓にいたるまで，参勤交代の諸候が宿泊した面影をよく残して保存されており，
１９６９年（昭和４４年）に県重要文化財に指定されている。
④三ノ間，札の間，二ノ間，御成の間があり，札の間には大名が投宿時に門前に掲げた多数の木札が飾られて
いる。
（１３） 素盞嗚尊が八岐大蛇を退治したときに用いた剣が祭られていたという伝説がある山野町の岩屋権現は，県の
天然記念物に指定されている石灰岩巨大礫の下の洞窟にあります。では，この洞窟はどのようにしてできたで
しょうか。次のうちから選んでください。
①火山の噴火

②山蹉跌の採掘

③大地震

④地下水の浸食

（１４） 神辺町にある堂々川の砂留についての次の記述のうち，正しいものを一つ選んでください。
①１８３５年（天保６年）の堂々川氾濫は，下流域で死者６３人を出し，備後国分寺もほとんど何も残さず流
失した。
②２００８年（平成２０年）
，堂々川砂留群の中で最大の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番砂留の下流域には，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，レクリエーショ
ンの場となっている。
④６番砂留は，堤高１３．３ｍ，堤長５５．８ｍあり，前面は大型の割石を階段状に積み，台形の断面をして
いる。
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第８回

福山知っとる検定

〈１級〉

（１５） 「ふくやま」と名の付くばらについての次の記述のうち，正しい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２００６年（平成１８年）
，福山ばら会創立５０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「ビューティフルふくやま」は２００４年（平成１６年）
「レーゼンスベルグ」と「レッドメイアンディナ」
という品種を組み合わせて市が開発した鮮橙赤色のミニばらです。

【産業・地理・時事】
（１６） 現在ＴＢＳ系の日曜劇場で放送されているドラマ「流星ワゴン」のロケが，福山市鞆町や福山城，福山駅前
等で行われ，主演の西島秀俊や香川照之らが訪れたことで，大変話題になりました。では，その「流星ワゴン」
の原作者の名前を正しく書いてください。
（１７） ２０１４年（平成２６年）３月１１日，福山市立動物園において，全国で初めてアムールヒョウの双子の赤
ちゃんが誕生しました。国内でアムールヒョウの双子の赤ちゃんが誕生したのはここだけです。では，この双
子の赤ちゃんの名前を正しく書いてください。
（１８） 福山市では，市制施行１００周年に向け，市民が主体となった記念事業を検討しています。その事業の名称
は「
（

）プロジェクト １００年 今までもこれからも PASS THE ROSE FUKUYAMA」です。１０

０周年を機会に，本市のこれまでの歴史を振り返り，福山の魅力を再発見，創造，発信するとともに，未来の
子どもたちに引き継いでいこうという想いが込められています。では，
（

）に入る言葉を正しく書いてく

ださい。
（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
「
（

）ニュース」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） 「ふくやま美術館」では，収蔵展示のほかに，特別展示なども行っています。では，次のうち２０１４年度
（平成２６年度）に行われた「ふくやま美術館」の特別展示として誤っているものは次のうちどれでしょうか。
①藤田桜 ‐『ぴのっきお』からの布貼り絵‐
②ジュディ・オング倩玉 木版画の世界展
③国宝 名物日向正宗 ‐三井記念美術館と小松コレクションの名刀‐
④手塚治虫×石ノ森章太郎 マンガのちから
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第８回

福山知っとる検定

〈１級〉

（２１） 福山市草戸町にある明王院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。
①五重塔は，最下部の基壇から突先の宝珠まで約３０ｍであり，初重内には，大日如来坐像が安置されている。
②２０１３年度（平成２５年度）から本堂や庫裡等を一般公開しており，２０１４年（平成２６年）１２月
２０日には五重塔の初重も特別に公開された。
③山門や庫裡，書院は市重文に，護摩堂，鐘楼は県重文に指定されており，文化財の宝庫となっている。
④五重塔は南北朝時代（室町時代初期）の１３４８年（貞和４年）に建立され，１９５３年（昭和２８年）に
国宝に指定された。
（２２） 福山市東村町で，地域振興と豊作を願って毎年１２月に行われる「東村かかしまつり」には，毎年ユニーク
な仮装かかしが登場します。２０１４年度（平成２６年度）は，テニスの錦織選手を模したかかしをはじめ，
高さ６ｍの定番「ひがし大ちゃん」等が据えられ，大いに盛り上がりました。では２０１４年（平成２６年）
に開催された「東村かかしまつり」は第何回でしょうか。次のうちから選んでください。
①第４９回

②第５９回

③第６９回

④第７９回

（２３） ２０１４年（平成２６年）１１月２・３・４日に開催された「ふくやま港まつり２０１４」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す。今年は「太平洋の白鳥」と呼ばれる帆船がやってきた
ことで大変盛り上がりました。では，その帆船の名前を正しく書いてください。
い ぐさ

（２４） 備後の伝統産業である，藺草で織った畳表「備後表」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室町時代の１４６０年（長禄４年）頃の畳表は，藺草の太い部分のみで織ることが可能で，短い藺草も捨て
ずに使うことができる量産可能なものであった。
②江戸時代初め頃，
沼隈郡山南村の長谷川新右衛門が，
藺草の先を交差させて織りあげる中継ぎ表を考案した。
③戦後，物資の不足により，質が著しく低下し，苦境に陥ったことで，危機感を抱いた同業者が組合を設立し
た。
④「備後表」は，美しい色合いと優雅な香り，耐久性が優れていることから最高の畳表として称賛され，室町
時代には幕府への献上品となっていた。
（２５） 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，２０１４年（平成２６年）９月２１
日，第２１回ゲタリンピックが開催されました。イベントでは巨大ゲタさばりやゲタタワー等，様々な競技が
行われ，大変盛り上がりました。では，このゲタリンピックで実際に行われている競技は，次のうちどれでし
ょうか。
①ゲタタップ

②ゲタｄｅムカデ

③ゲタでゴザール

④命中ゲッター

（２６） 福山市鞆町にある後山山荘のサンルームは，藤井厚二の設計により，１９３２年（昭和７年）頃に建設され
たものです。この別荘は，２０１３年（平成２５年）に福山市出身の建築家である前田圭介によって再生され，
２０１４年（平成２６年）９月から一般公開されています。では，次のうち前田圭介が設計した建築物を選ん
でください。
①ふくやま文学館

②まなびの館 ローズコム
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③ホロコースト記念館

リ

ボ

ン

チ ャ ペ ル

④Ribbon Chapel

第８回

福山知っとる検定

〈１級〉

（２７） 「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）から名称を変更し，２０
１４年（平成２６年）６月の環境月間からスタートした「
（

）
」は，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というものです。では，
（

）に入

るこの事業の名称を正しく書いてください。
（２８） 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，地域名と商品名を表した「地域団体商標制
度」があります。福山市では，２０１１年（平成２３年）から「福山のくわい」が新たに加わり，全部で３つ
の商品が登録されました。では，その他２つの特産品の商標名をそれぞれ正しく書いてください。
（２９） ２０１４年（平成２６年）１１月１・２・３日には，福山市中心部で福山菊花展覧会をはじめ多彩な催しが
繰り広げられ，１日は毎土市場，２日は宮通華歩等が行われたことで大変盛り上がりました。では，３日に開
催されたイベントでないものは，次のうちどれでしょうか。
①「ウルヴァリン：ＦＵＫＵＹＡＭＡ」ばら植樹式

②ふくやまアート・ウォーク２０１４

③ふくやまバスまつり２０１４

④ふくやま手しごと自慢市

（３０） 福山市西町にあるエフピコＲｉＭ７階に，２０１４年（平成２６年）９月，
「ものづくり交流館」がオープン
え く あん け ん じ

しました。福山ゆかりの世界的インダストリアル・デザイナーである榮久庵憲司がデザインした製品が展示さ
れています。では，次のうち榮久庵憲司がデザインしたものはどれでしょうか。
①平成いろは丸

②福山市都市ブランドロゴマーク

③福山市立大学の校章

④まわローズ

【歴史・文化】
（３１） 神辺平野では産業近代化に伴い，様々な産業・企業が生起するなか，オンリーワン・ナンバーワン企業が生
まれ，備後の経済を支えています。大正時代に敷設された「
（
産業や経済の発展を促しました。では，
（
（３２） 福山市新市町には，
「金名の（

）鉄道」は，これらの産業や町々をつなぎ，

）に当てはまる鉄道名を正しく書いてください。

）
」と呼ばれる，アーチ型に組まれた石積みと，持ち送り工法で支えら

れた水門で構成された砂留があります。この砂留は橋としても利用されており，長さが１０ｍ，幅は３ｍあり
ます。畑地と山の崩落を防ぎ，地下水を確保するため，川底の石畳や巨岩を配列した護岸の石積みには，江戸
時代の苦悩と知恵が込められています。では，
（

）に入る言葉を正しく書いてください。

（３３） 古代山陽道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幅員６ｍ以上の直線的な道路として，奈良時代から平安時代中頃に整備された。
②当時の都の奈良から，大陸の国々との外交を司る政庁があった九州の太宰府までを結ぶ官道であった。
③古代山陽道には駅伝制がしかれ，それぞれの駅家には役人が使える馬を用意していた。
④古代山陽道の正確な道路跡は確認されていないが，神辺町～津之郷町～松永町を経由するルートであったと
考えられている。
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第８回

福山知っとる検定

〈１級〉

（３４） 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，他に例を見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。
（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：福山市リサイクルプラザ

Ｃ：ローズコム

Ｄ：ふくやま文学館

（３６） 幕末，京都で尊皇攘夷による倒幕を目指していた公卿７人は，公武合体派に敗れ長州に落ち延びた後，再上
洛を図りました。その際，中村家（太田家住宅）に滞在し，ある人物が「世にならす 鞆の湊の 竹の葉を か
くてなむるも めずらしの世や」の和歌を詠みました。では，その人物の名前を正しく書いてください。
（３７） 洪水で滅びた「幻のまち」として知られる草戸千軒は，鎌倉時代から室町時代にかけて繁栄した町で，芦田
川流域から福山湾岸にかけて，海上交通，河川交通，陸上交通の中心であり，様々な物資の流通の拠点として
みやはらなおゆき

栄えた町であったと考えられています。しかし，江戸時代中期頃，福山藩士である宮原直倁によってまとめら
れた地誌には，１６７３年（寛文１３年）の寛文洪水で芦田川の川底に水没したという伝承が記載されている
一方，町の様子が書かれていなかったため，想像上の町ともいわれていました。では，その地誌の名称を正し
く書いてください。
（３８） １８６９年（明治２年）
，福山藩は藩士青木勘右衛門の邸宅を買い取り，藩立の医学校兼病院を設けました。
これに尽力したのが，誠之館洋学寮教授であった寺地強平（舟里）で，校長と病院長を兼ね，そこで近代西洋
しゅとう

せ しゅ

医学を教えました。寺地は，福山地方ではじめて種痘を施種し，家塾において蘭書を講義するなど，医学上で
大きな功績を残しました。では，その医学校兼病院の名称を正しく書いてください。
（３９） はねおどりは，備後福山地方の雨ごい，五穀豊穣の祈願と感謝の踊りとして伝承されてきたもので，今でも
市内の各所に残っています。中でも，広島県無形民俗文化財に指定されている（

）の「はねおどり」は

古い形をよく残しており，１８１９年（文政２年）に菅茶山が編集した年中行事記録「御問状答書」にあるは
ねおどりの記述内容も（

）のものにあてはまります。では，
（

）に当てはまる地名は次のうちどれ

でしょうか。
①山手

②能登原

③三谷
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④田尻

第８回

福山知っとる検定

〈１級〉

（４０） 朝鮮通信使について述べた次の記述のうち，誤っているものを一つ選んでください。
①江戸時代，将軍の代替りごとに朝鮮国王から派遣された祝賀使節である朝鮮通信使は，１６０７年（慶長
１２年）から１８１１年（文化８年）までの間に日本に来日した１２回の往復路すべて（うち１回は対馬ま
で）で鞆に寄港した。
②福禅寺境内の本堂に隣接する客殿は「対潮楼」と呼ばれ，朝鮮通信使の三使（正使・副使・従事官）の迎賓
館・宿舎として使用され，日本の漢学者や書家らとの交流の場ともなった。
③１７１１年（正徳元年）に来日した朝鮮通信使の一行は，対馬から江戸までの景色の中で，鞆の景観が最も
美麗であると称賛し，従事官「李邦彦」が「日東第一形勝」の墨書を残した。
④１７４８年（延享５年）に来日した朝鮮通信使の正使「洪景海」は，この客殿を「対潮楼」と命名し，
「洪啓
禧」が「対潮楼」の書を残した。
（４１） 今津は，江戸時代から西国街道の交通拠点として発展し，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ていきました。この宿場町には，頼山陽をはじめ多くの文人も訪れており，今津本陣跡は
市の史跡に指定されています。では，今津宿の脇本陣として利用され，本堂内に書院造りの上段の間が残って
いる寺院は次のうちどれでしょうか。
①善行寺

②薬師寺

③本願寺

④蓮華寺

（４２） 福山藩初代藩主，水野勝成の功績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上水道の整備に力をいれ，
「どんどん池」と呼ばれる西町の蓮池から２つの系統の上水道を敷設しており，上
水道は全国で 5 番目に古い上水道であったと言われている。
②福山城から南東に流れる運河「入川」に京都伏見城から移築した「天下橋」と呼ばれる本橋を架け，城下の
東西を結ぶ幹線道路の整備を行った。
③灌漑用水確保のため，中山将監を総奉行に任じ，服部川をせき止めて当時備後で最大のため池となる服部大
池の造成を行った。
④深津王子端と引野梶島山を結ぶ「千間土手」といわれる堤防を築き，大規模な干拓による新田開発を行った。
（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。東の八幡宮は以前の鎮座地から「延広八幡宮」と呼ばれていました。では，西の八幡宮は何と呼
ばれていたでしょうか。次から選んでください。
①野上八幡宮

②霞八幡宮

③道三八幡宮

④地吹八幡宮

【人物】
（４４） 木下夕爾は福山市御幸町出身の詩人です。２０１４年（平成２６年）には，生誕１００年を記念し，ふくや
ま文学館で特別企画展が開催されました。また，毎年開催されている小中学生を対象とした木下夕爾賞におい
ては，作詩の特選・優秀の受賞者に，彼の詠った詩の一節が刻まれた盾が贈られています。では，その詩のタ
イトルは次のうちどれでしょうか。
①春の鐘

②夏の鐘

③秋の鐘
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④冬の鐘

第８回

福山知っとる検定

〈１級〉

（４５） バレーボールを題材にした「健太やります！」
，メジャーリーグの選手を夢見る少年の成長を描いた
「ＭＡＪＯＲ メジャー」
，ボクシングを題材にした「ＢＵＹＵＤＥＮ 武勇伝」など，スポーツ漫画の第一人者
と言われている福山市出身の漫画家の貴重な直筆原稿などを多数公開する「
（
ま文学館で開催されています。では，
（

）の世界」が，現在ふくや

）に当てはまるその漫画家の名前を正しく書いてください。

（４６） 福山市出身の箱田良助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。
①１７９０年（寛政２年）に，箱田村庄屋細川園右衛門の子として生まれた。
②伊能忠敬のもとに入門して測量術を学び，１８２１年（文政４年）の大日本沿海輿地全図完成に大きく寄与
した。
③子に，明治新政府で北海道開拓調査，商務・文部・外務大臣などを歴任し活躍した榎本武揚がいる。
④神辺町に生家が現存しており，略歴を記した石碑と頼山陽が詠んだ「箱田道中」の詩碑が立っている。
（４７） 福山市加茂町出身の医師で，１８７１年（明治４年）に子どもが無償で教育を受けられることをめざした啓
蒙所を設立し，１８７３年（明治６年）には日本で最初にバセドウ氏病例を報告するなど，多岐にわたって活
動を行いました。では，その人物の名前を正しく書いてください。
つねのりへん

（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
ぞ く こ こ ん は い て かがみ

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，その人物の名前を正しく書いてください。
（４９） ２０１４年（平成２６年）９月３０日，福山市は市制施行１００周年の「１００万本のばらのまち福山」の
実現に向けて，
「１００万本のばらのまち福山応援大使」をばらにゆかりのある人物に委嘱しました。では，そ
の人物の名前を正しく書いてください。
（５０） ２０１４年（平成２６年）１０月２７日に，福山で生み出された創造性あふれる産品・サービスや取り組み・
活動の中から，
「福山ブランド」の認定・登録をするための審査を行う「福山市ブランド審査委員会」が設立さ
れ，専門家４人が委員となっています。では，次のうち委員ではない人は誰でしょうか。
①西田善太

②是永聡

③山崎亮

-9-

④生駒芳子

合計

第８回福山知っとる検定

１級

解答用紙
西暦

受験番号

名 前

生年月日
（大・昭・平

（１）

鯛

（２）

（３）

（４）

（５）

（６）

２

山紫水明

３

４

千年藤

父さん
（７）

（８）

（９）

（10）

（11）

黄葉夕陽村舎

３

２

※

ＣＤＡＢ

（12）

（13）

（14）

（15）

１

４

４

2

（16）

※（10）は，②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：県の重要文化財指定～
正：国の重要文化財指定～

（17）各１点

重松清

月

）年

カラン

日

【観光】

小計

（18）

コロン

託されたばら

（19）

（20）

（21）

（22）

（23）

（24）

（25）

（26）

里山里地協力隊

４

３

３

日本丸

２

３

３

（27）

（28）各１点

ふくやまエコトライアスロン

びんご畳表

福山琴
【産業・地理・時事】

（29）

（30）

４

３

小計

（31）

（32）

（33）

両備軽便

郷頭

４

（34）

（35）

２ ＡＤＢＣ

（36）

（37）

（38）

（39）

三條（条）実美

備陽六郡志

同仁館

４
【歴史・文化】

（40）

（41）

（42）

（43）

４

４

３

１

小計

（44）

（45）

（46）

（47）

１

満田拓也

４

窪田次郎

（48）

（49）

（50）

水野梅径

加藤登紀子

２

【人物】

小計

