
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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９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 

２０１６年（平成２８年）２月７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） 福山市には，福山市市制施行９５周年を記念し，福山発の食ブランド「福山うずみごはん」のイメージキャラ

クターとして誕生した「うずみちゃん」という「福山市イメージキャラクター（福キャラ）」がいます。うずみち

ゃんは，おいしい旬の幸をごはん頭巾の中にうずめ，食べる人にワクワクと幸福を届けることを趣味としていま

す。では，そのごはん頭巾の中に埋まっている旬の幸とは次のうちどれでしょうか。 

   ①シャコ，鯛，たけのこ，さといも，三つ葉    ②エビ，鯛，しいたけ，くわい，三つ葉 

   ③エビ，鯛，しいたけ，さといも，三つ葉     ④エビ，ねぶと，たけのこ，くわい，三つ葉 

 

（２） 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「東村町かかし祭り」には，ユニークな仮装

かかしが登場します。２０１５年度（平成２７年度）は，前夜祭として１００発の花火が打ち上げられたほか，

ラグビーの五郎丸選手を模したかかしも登場しました。では，その「東村町かかし祭り」は第何回の開催だった

でしょうか。数字を書いてください。 

 

（３） ふくやま美術館は２０１５年（平成２７年）７月１１日から９月１３日まで、岩合光昭写真展「ねこ歩き」を

開催しました。この写真展には２万人を超える入館者があり，トーク＆サイン会には事前申し込みが殺到するな

ど好評を博しました。また，他の展示にはない一風変わった入館者参加型の関連イベントもありました。では，

実際にあった市民参加型の関連イベントとは次のうちどれでしょうか。 

①自慢のねこの写真を館内のパネルに貼ることができた。 

②自慢のねこの写真を抽選で岩合さんに撮ってもらうことができた。 

③自慢のねこの写真をふくやま美術館のホームページに掲載することができた。 

④自慢のねこの写真をポスターにすることができた。 

 

（４） 福山で生み出された創造性あふれる産品・サービスや取組・活動の中から，とってもワクワクするものを認定・

登録する，第１回「福山ブランド認定品・登録活動」として，５件の認定品と６件の登録活動が決定されました。

では，「福山ブランド」に認定・登録されたものを１つ，正しく書いてください。 

 

（５） ２０１５年（平成２７年）１１月２９日，福山市内海町で第４回となる「魚ぎょまつり」が開催されました。

「一魚一会」をテーマとしたイベントで，和太鼓演奏や新鮮な魚介類の直売も行われました。では，「魚ぎょまつ

り」で実際に催されなかった行事は次のうちどれでしょうか。 

   ①内海大橋・阿伏兎観音をクルージング船でめぐる「ワンコインクルージング」 

   ②新鮮な魚を漁師が目の前でさばく「魚のさばき方実演」 

   ③５００円で内海町特産のタイやヒラメがすくい取れる「魚すくい」 

   ④釣ったばかりの魚を漁師と一緒に船上で食べられる「漁師飯づくり」 

 

（６） ２０１５年（平成２７年）１２月１２日から２０日にかけて開催された「ＬＵＸＥＡＴＥＲふくやま２０１５」

では，「ふくやま 夢・（   ）」をテーマに，市内の子どもたちが描いたオリジナルメッセージで包まれたキャ

ンドル約３，０００個で作られた「国宝・明王院五重塔」等の灯りの地上絵アートや，まなびの館ローズコムで

開催された灯りの書道アート等が実施され，多くの観客でにぎわいました。では，（   ）に当てはまることば

を正しく書いてください。 
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（７） 福山市内にある文化施設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ローズアリーナは，１９９５年（平成７年）に開館した施設であり，夏期には屋内プール，その他の時期には

アリーナとして使用することができる。 

②リーデンローズは，正式名称を「ふくやま芸術文化ホール」といい，大ホールの椅子はばら色で横の方向にも

勾配がついた，全国的にも珍しい構造である。 

③福寿会館は，洋館・本館等が国の登録有形文化財となっており，洋館部分は福山市内で初めて国の登録有形文

化財に指定された。 

④福山市人権平和資料館は，人権の確立と恒久平和の実現を考え合う資料館として１９９４年（平成６年）に福

山城公園内に開館した。 

 

（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仏で，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。 

②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改称された臨済宗の寺で，井伏鱒二の晩年の作品

である「鞆ノ津茶会記」の舞台として登場している。 

③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。 

④沼名前神社は，大綿津見命と須佐之男命を祭った神社で，国の重要文化財に指定された能舞台は，伏見城取り

壊しの際に豊臣秀吉が水野勝成に譲り渡し，その後水野勝俊が神社に寄進したものである。 

 

（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。 

   ②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。 

   ③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。 

   ④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。 

 

（１０） ２０１５年度（平成２７年度），福山市のある史跡が本市で初めて土木学会の選奨土木遺産に認定されました。

地域住民の活発な保護活動が土木学会中国支部の目に留まったもので，２０１５年（平成２７年）９月に選奨

土木遺産に認定され，１２月６日には認定証の授与式が地元で行われました。では，その遺産とは次のうちど

れでしょうか。 

    ①堂々川６番砂留 ②金名の郷頭 ③別所砂留 ④草深の唐樋門 

 

（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を建造された年代の

古い順に並び変えてください。 

    Ａ：太田家住宅 Ｂ：弁天島塔婆 Ｃ：吉備津神社本殿 Ｄ：明王院五重塔 
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（１２） 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

三日市の尾道屋菅波家が，東本陣は七日市の（   ）屋菅波家がそれぞれ勤めました。では，（   ）に当

てはまる文字を正しく書いてください。 

 

（１３） 鞆の浦は，「いろは丸事件」がおこり，坂本龍馬と紀州藩「明光丸」の船長が賠償交渉を行った場所として知

られています。交渉は「福禅寺対潮楼」と「（   ）宅」において昼夜続行で行われましたが，決裂しました。

では，（   ）に当てはまる人名を正しく書いてください。 

 

（１４） 福山市にある灌漑用溜池の（   ）は，干拓により新田開発が進められる中，１６４３年（寛永２０年）

頃築造されたものです。土手の形が直線でなく，「く」の字になっているのが特徴であり，周囲には公園が整備

されています。公園内には，環境彫刻家の杭
くえ

谷一
たにいっ

東
とう

が制作したモニュメント「太陽の滴」もあり，市民の憩い

の場として多くの人に利用されています。では，（   ）に入る名称を正しく書いてください。 

 

（１５） ２０１６年（平成２８年）７月１日，福山市は市制施行１００周年を迎えます。２０１５年（平成２７年）

５月に開催された福山ばら祭では，本市と同年に１００周年を迎える２市とともに合同ステージＰＲが実施さ

れ，各市の人気キャラクターが勢ぞろいしました。また，今後は市花の交換などの連携事業も行われる予定で

す。２市のうち１つは，本市が初めて親善友好都市提携を結んだ，愛知県岡崎市です。では，もう１つは次の

うちどれでしょうか。 

   ①長崎県長崎市 ②山口県下関市 ③兵庫県尼崎市 ④福島県いわき市 

 

 

【産業・地理・時事】 

（１６） １２２年続いた老舗映画館を舞台に，実話を交えて贈るファンタジー映画「シネマの天使」が製作され，２

０１５年（平成２７年）１１月に全国公開されました。それに先立ち１０月２９日には福山駅前シネマモード

で特別上映会が行われ，主演の藤原令子らが舞台あいさつを行いました。では，舞台となったその映画館の開

館時の名称を正しく書いてください。 

 

（１７） ２０１３年（平成２５年）１１月に閉館した「日本はきもの博物館・日本郷土玩具博物館」が，「福山市松

永（   ）」として，２０１５年（平成２７年）７月４日にオープンしました。愛称を「あしあとスクエア」

といい，従来の展示に加え，新たにイ草や松永ゆかりの偉人に関する資料の展示も行っています。では，（   ）

に入る言葉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。 
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（１９） ２０１５年（平成２７年）９月１８日に，「福山市ばらのまち条例」が施行されました。条例では，市民およ

び市が一体となってばらのまちづくりの推進に努め，平和の尊さや心の豊かさが実感できる活力ある福山の実

現を図ることを目的として，「福山ばら祭」の前身であるバラ展示会が始まった日を「ばらの日」に制定しまし

た。では，その「ばらの日」とは何月何日のことでしょうか。 

 

（２０） 福山市では，「福山に愛着と誇りを持ち，変化の激しい社会をたくましく生きる子ども」を育てることを目標

に，小中一貫教育の推進に努めています。取組内容の中には，カリキュラムに基づく「自ら考え学ぶ授業」の

実施や，副読本「（   ）！福山～ふるさと学習～」を用いたふるさと学習等が挙げられています。では，福

山知っとる検定出題問題等も盛り込まれたこの副読本の（   ）に入る言葉は次のうちどれでしょうか。 

    ①知っとる ②学ぼう ③輝け ④大好き 

 

（２１） 「備後絣」は，伊予絣・久留米絣と並んで日本三大絣に数えられています。この技術は，１８５３年（嘉永

６年）に芦田出身のある人物によって，伊予絣に工夫を加えて生み出された井桁模様が特徴で，素朴な魅力に

あふれています。その功績をたたえ，地元絣生産者らにより多くの石碑が残されており，素盞嗚
す さ の お

神社境内には

翁碑が設置されています。では，その人物の名前を正しく書いてください。 

 

（２２） ２０１５年（平成２７年）３月２５日，福山市を含む備後圏域の（   ）市２町は全国で初めて連携中枢

都市圏形成にかかる連携協約を締結し，「びんご圏域ビジョン」を策定しました。この計画は，圏域の自治体だ

けでなく，産業界，大学，金融機関などの民間団体も連携・協力し，互いに役割分担をしながら，圏域の将来

像「豊かさが実感でき，いつまでも住み続けたい備後圏域」の実現に向けて取り組むものです。では，（   ）

に入る数字を書いてください。 

 

（２３） 広報「ふくやま」には，２０１４年（平成２６年）６月号から掲載されている４コマ漫画があります。世界

をごみだらけにすることをもくろむオセンダー将軍・ゴミアラシ・ゴミーダ軍団と人々にごみの分別や減量な

どについてわかりやすく伝える正義のヒーローたちの漫画です。では，この漫画のタイトルは次のうちどれで

しょうか。 

    ①環境特捜セイバーレンジャー        ②環境特捜クリーンレンジャー 

    ③環境戦隊セイバーレンジャー        ④環境戦隊クリーンレンジャー 

 

（２４） ２０１６年（平成２８年）１月１７日，１００周年事業の第１弾として「（   ）祭り」が競馬場跡地で開

催されました。福山の伝統行事を通して地域文化への理解を深め，次の１００年につないでいくものであり，

当日は商店街などの市内中心部を練り歩く「復活（   ）祭」と連携するほか，盛りだくさんの内容となり，

多くの人が訪れました。では，（   ）に入る言葉を正しく書いてください。 

 

（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，２０１５年（平成２７年）９月２０

日，第２２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ｄｅムカデ ②ゲタでゴザール ③命中ゲッター ④ゲタドミノ 
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（２６） 福山市出身の本格ミステリー作家・島田荘司原作の福山市を舞台としたミステリー小説が，市制施行１００

周年記念映画「探偵ミタライの事件簿（   ）」として映画化され，２０１６年（平成２８年）６月４日に公

開予定です。福山市内でロケが行われ，主演の玉木宏らが訪れたことで大変話題となりました。では，（   ）

に入る名称を正しく書いてください。 

 

（２７） 福山市中央図書館では，パネル展示やテーマにあわせた本の展示，絵本の読み聞かせ等が実施されており，

ふらりと訪れても楽しい場所です。開館から多くの方に親しまれ，２０１５年（平成２７年）６月５日には入

館者が（   ）万人を達成しました。では，（   ）に当てはまる数字を書いてください。 

 

（２８） 福山市立動物園は，アミメキリンの赤ちゃん「あんず」が生まれたことで，話題になりました。他にも，子

どもをたくさん出産したことでギネスに認定された，シロテテナガザルの「マリ」もいる等，話題あふれる施

設です。では，元気いっぱいにダイナミックな腕渡りを披露する，「マリ」の３３頭目の子どもの名前は次の

うちどれでしょうか。 

    ①シャーロット ②キンタロー ③ユキ ④アンソニー 

 

（２９） ２０１５年（平成２７年）１１月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食の祭典！福山うずみフェスタ         ②えーほんｄｅまち歩き 

    ③健康ふくやま２１フェスティバル        ④ふくやま子どもフェスティバル 

 

（３０） 鞆の浦の特産品である保命酒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。 

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，１６種の薬味

を漬けた薬味酒で，昭和になるまで中村家の専売とされていた。 

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

横浜に来航したパークス大使一行にも振る舞われた。 

③１８５１年（嘉永４年）のロンドン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保命酒を入れるための徳利には創業当初から中国，四国，九州の窯に特注したものが使われていたが，１８

６５年（慶応元年）には鞆の窯で徳利作りが行われるようになった。 

 

 

【歴史・文化】 

（３１） ２０１４年（平成２６年），市内の道路改良工事に伴う発掘調査で，壺の口に屋形船が描かれた日本最古の土

器片が出土しました。土器はその様式から，魏志倭人伝に登場する邪馬台国の女王卑弥呼の時代のものと推測

されており，描かれた船は鉄や薬草など各地の産品を積んで瀬戸内海を往来した交易船と考えられています。

では，その土器片が出土した遺跡の名前を正しく書いてください。 
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（３２） 福山市の始まりは，近代水道の建設計画にあります。水道建設の財源となる国庫補助を受けるには，「市」で

あることが条件であったことから，１９１６年（大正５年）に市制を施行し，建設を開始しました。この近代

水道は，佐波城山に建設した佐波浄水場から自然流下で給水するもので，半世紀以上にわたって市の発展に貢

献してきました。廃止となった今でも，浄水場配水池には「不舎晝夜」の額がかかり，近代水道の歴史を今に

伝えています。では，その「不舎晝夜」は次のうち誰の直筆によるものでしょうか。 

    ①河相三郎 ②寺田祐之 ③阿武信一 ④宮本竹逕 

 

（３３） 鞆の浦は古くから海上交通の要所として知られ，１６３９年（寛永１６年）には福山藩の重要拠点として奉

行所が置かれました。初代鞆奉行に任じられた人物は，商業取引や船舶出入りの手続きを改めるなど，鞆の浦

の行政の基礎を築いたほか，「お弓神事」や「お手火神事」など様々な祭りや行事を再興しました。では，この

人物の名前を正しく書いてください。 

 

（３４） 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：まなびの館ローズコム Ｂ：ふくやま書道美術館 Ｃ：ふくやま文学館 Ｄ：広島県立歴史博物館 

 

（３５） ２０１５年（平成２７年）３月２５日，福山市の文化財に新たに２件が指定されました。ひとつは，瀬戸内

海域の漁業の様相を示す「鞆の浦鯛しばり網漁法」。もうひとつは，江戸時代の身近な文化交流の一端を物語る

２８点の「（   ）朝鮮通信使関係史料」です。では，（   ）に当てはまる言葉を正しく書いてください。 

 

（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，正しいものを選んでください。 

①福山市駅家町にある国史跡に指定されている二子塚古墳は，全国に例を見ないデザインの双龍環頭柄頭が出

土されたほか，県内の前方後円墳のうち，前方部のみに横穴式石室がある唯一の古墳である。 

②福山市神辺町にある大坊古墳は，石室の長さが約１１ｍ，幅・高さとも約２ｍと大規模なもので，多くの副

葬品が確認されており，有力な豪族の家族墓として築かれたものである。 

③福山市加茂町・駅家町の平野部北辺の丘陵上にある猪の子古墳は，大化の薄葬令等により古墳の築造が規制

されはじめる７世紀中頃から８世紀初めにかけて作られた数少ない終末期古墳の一つである。 

④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。 

 

（３７） 福山市内海町には，約３００年にわたって九州西海の捕鯨に参加した歴史があります。進出の理由は，鯨を

追う操船の技術や鯨網の精度の高さを買われてのことでした。では，その当時の西海捕鯨を担った捕鯨網船は

何と呼ばれていたでしょうか。次のうちから選んでください。 

    ①双波船 ②双洋船 ③双海船 ④双流船 

 

（３８） １６６７年（寛文７年）の塩田完成に伴い，塩田で働く人たち，塩や魚を商う人たちなどが集まり松永村が

誕生しました。その際，飲料水確保のため羽原川や本郷川を水源とする溜井戸が作られ，その多くが現存して

います。では，これらの溜井戸は何と呼ばれていたでしょうか，漢字一文字で正しく書いてください。 
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（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 ④田尻 

 

（４０） 福山市には，源平合戦に関わる伝承や遺跡が数多く残っています。では，次のうち正しいものを選んでくだ

さい。 

①内海町田島内浦には，那須与一の陣跡を伝える那須堂が残っており，大浦の善正寺にはその陣中守本尊が秘

仏として安置されている。 

②沼隈町能登原には能登原合戦の際に平知盛がその弓を掛けたという「弓掛松」の根株と，知盛が射た弓が向

かいの島に突き刺さったことから「矢ノ島」と呼ばれる島がある。 

③沼隈町中山南には平氏ゆかりの「赤幡神社」，平通盛とその娘を祀った「通盛神社」，武将が馬の鐙を落とし

たという「鐙峠」などの地名や伝説が数多く残っている。 

④沼隈町中山南にあり平通盛の菩提寺として伝わる福泉坊には，平通盛が植えたものとされる高さ１２ｍ，横

幅１７ｍの巨大な「しだれ桜」がある。 

 

（４１） 福山市にある城に関する次の記述のうち，正しいものを選んでください。 

①福山城は水野勝成によって築かれたが，城の西側には堀が築かれず防御に弱かったため，天守西側四層まで

鉄板が貼り付けられていた。 

②大可島城は鎌倉末期から南北朝期に築かれ，水上交通の要所，水軍の拠点として重要な役割を果たした。そ

の城跡には備後安国寺が建てられ現在に至っている。 

③一乗山城は熊野盆地の東南部に渡辺氏によって築かれた。別名黒木城とも呼ばれ，現在は常国寺の背後にそ

の城跡が残っており，市史跡に指定されている。 

④神辺城は１３３５年（建武２年）に備後国の守護城として黄葉山に築城され，細川氏，山名氏，毛利氏など

が支配したが，毛利氏の備後地域からの撤退により廃城となった。 

 

（４２） 江戸時代の地誌には「備陽六郡志」，「西備名区」，「福山志料」などがあり，当時の福山地方の文化や習俗な

どを知ることができます。神辺町の中条地区には，神辺平野に海が袋状に深く湾入していたという伝説が伝わ

っており，その伝説は「福山志料」や，「西備名区」にも記述されています。では，「西備名区」を記した人物

は次のうち誰でしょうか。 

    ①門田朴斎 ②宮原直倁 ③菅茶山 ④馬屋原重帯 

 

（４３） 福山市沼隈町にある磐台寺の参道には，山本瀧之助頌徳碑のほか，様々な人物の歌や文章を刻んだ文学碑が

点在しています。では，文学碑が置かれていないのは次のうち誰でしょうか。 

    ①桑田抱臍 ②宮城道雄 ③水野梅径 ④十返舎一九 
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【人物】 

（４４） 福山市神辺町出身の作詞家「葛原しげる」は，「ぎんぎんぎらぎら 夕日が沈む」で始まる童謡「夕日」で知

られており，地元の人たちからもニコピン先生と呼ばれ親しまれていました。２０１６年（平成２８年）は，

葛原しげる生誕（   ）年を迎える記念すべき年であることから，福山市市制施行１００周年記念イベント

の１つとして２回のコンサートが行われます。では，（   ）に入る数字は次のうちどれでしょうか。 

    ①１００ ②１１０ ③１２０ ④１３０ 

 

（４５） 福山市名誉市民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宮地茂は，１９７５年（昭和５０年）に福山大学を開学し，学長に就任したほか，１９９４年（平成６年）

の福山平成大学開学にも尽力するなど，教育，文化の発展や地域活性化に貢献した。 

②櫻田武は，日経連会長を務め「ミスター日経連」と呼ばれたほか，永野重雄，小林中，水野成夫とともに「財

界四天王」と称され，正三位勲一等旭日桐花大綬章を受章した。 

③吉川英史は，邦楽研究家で日本音楽史研究の第一人者として，邦楽の芸術性を説き続けた人物であり，文化

功労者顕彰，ＮＨＫ放送文化賞などを受賞した。 

④森戸辰男は，初代広島大学長であり，片山哲内閣に文部大臣として入閣後，芦田均内閣でも再任され公選教

育委員会の設置など教育民主化政策を担った。  

 

（４６） 菅茶山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江戸時代の朱子学者・詩人で，京都に遊学して那波魯堂に朱子学を学び，和田東郭に古医方を学んだ。１８

０１年（享和元年）からは福山藩の儒官となり，藩校「弘道館」に出講した。 

    ②１７８１年（天明元年）に私塾「黄葉夕陽村舎」を開いた。１７９６年（寛政８年）に塾を福山藩に献上し，

藩の郷学となってからは公式には「神辺学問所」一般には「廉塾」と称した。 

    ③神辺町に現存する「廉塾」には，３部屋２０畳敷きの講堂・寮舎・居宅・書庫・菜園・養魚池・高屋川から

引いた水路「筆洗いの池」があり，１９５３年（昭和２８年）には国の特別史跡に指定された。 

    ④天明百姓一揆の経験と朱子学の理念から，出口村（府中市）や千田村（千田町）・市村（蔵王町）の有力者を

指導して，春に年貢を納められない人に低金利で米を貸し，夏に麦で返却させる「社倉」を行わせた。 

 

（４７） 福山市名誉市民であり，自然観照に基づいた穏健な画風と独自の枯淡な色彩に定評のある日本画家は，「鶏」

が第３回帝展に初入選し，１９５４年（昭和２９年）には「池」が日展の特選に選ばれました。では，その人

物の名前を正しく書いてください。 
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（４８） 福山市加茂町出身の医師で，２０１５年（平成２７年）４月に，まんが「福山を知ローゼ」第３集の題材に

もなった「窪田次郎」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日本で最初にバセドウ氏病例を報告したほか，開業医の再教育の場である「田舎医術調所兼診判所」の設置，

片山病患者の病理解剖やコレラの予防活動等も行っている。 

    ②医師として精力的に活動しており，「医会」「衛生会」を備中から備後にかけて組織し，地域医療水準の向上

や衛生思想の普及に尽力した。 

    ③菩提碑は，市指定史跡となっている窪田次郎生家の敷地内にあり，人の背丈程ほどの大きさがある。碑の裏

面には次郎の息子・定がこの碑を建てたいきさつが記されている。 

    ④１８７１年（明治４年）から１８７５年（明治８年）にかけて，議員を選挙によって選出する地方議会（民

会）を設置する等の活動を行い，その後も医師の傍ら，政治的な活動を続けた。 

 

（４９） 頼山陽に師事し，山陽没後「山陽先生行状記」を著して知られるようになった人物で，その後は「藩校・弘

道館」の講書，福山藩儒を歴任し，１８５５年（安政２年）には「藩校・誠之館」創立に力を尽くしました。

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その頌徳碑があります。で

は，その人物とは次のうち誰でしょうか。 

①江木鰐水 ②寺地舟里 ③尾藤二洲 ④関藤藤陰 

 

（５０） 鞆の浦を一望できる後山の中腹には，福山出身の建築家（   ）によって，８０年以上前に建設された「後

山山荘」と呼ばれる建物があります。この建物は，同じく福山出身の建築家・前田圭介によって２０１３年（平

成２５年）に再生され，毎月第２日曜日に予約制で公開されています。では，日本の環境工学の先駆者として

知られる（   ）に入る人物の名前を正しく書いてください。 
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名 前 生年月日
西暦

（大・昭・平　　　　）年　　　月　　　日

富田久三郎

（21）

【人物】

【歴史・文化】

６

小計

（38）

みらい

（６） （11）

本荘

（12）

魚屋萬蔵

（13）

春日池 ３

福禅寺対潮楼

（35）

猪原大華（寿）

（47）

（39）

（27）

荻野重富

（33）

（15）

くわいぽたーじゅスープ，うずみ寿司，汀邸遠音近音，鯛味噌赤，鯛味噌白，
廉塾整備・美化活動及び地域伝統文化の継承，ママの日々，パンのマルシェ，
STOREHOUSE,環境に配慮した好循環を生む取組み，まちなか情報室「ぜっぴ」

のうちどれか１つ

（４）

（14）

大黒座

（16）

はきもの資料館

（17）

（22）

託されたばら

（18）

１

（23）

福山とんど

（24）

星籠の海

（26）

５００

（19）

５月２１日




