
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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１０回福山知っとる検定 

２ 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１５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 

２０１７年（平成２９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） 福山ばら祭には，毎年ある国からバラの女王が訪問されます。では，福山市と同じくばら祭を開催し，ばらを

国花とする国は次のうちどれでしょうか。 

①オーストリア ②ルーマニア ③ブルガリア ④エストニア 

 

（２） 福山市神辺町にある堂々川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福山市神辺町中条東山に源を発して，高屋川に合流する４ｋｍの渓流である。 

   ②流域が花崗岩地帯で平常は土地より川床が高い天井川となっており，大雨の時は土砂災害を引き起こしやすく

なっている。 

   ③１６７３年（延宝元年）の氾濫では備後国分寺が流失したが，福山藩主水野勝成が大檀那となって再建した。 

   ④上流部に堆砂敷きを利用して造られた堂々公園があり，四季を彩る樹々や延長３４４ｍの石組みの水路などが

整備され，レクリエーションの場となっている。 

 

（３）鞆の浦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。 

①２０１５年（平成２７年）３月に，江戸時代の身近な文化交流の一端を物語る２８点の「福禅寺対潮楼朝鮮通

信使関係史料」が福山市指定文化財に登録された。 

②いろは丸事件の際に坂本龍馬らが宿泊した隠れ部屋が現存する桝屋清右衛門宅は，２０１１年（平成２３年）

から一般公開している。 

③「対仙酔楼」は頼山陽が滞在して漢詩を読み「山紫水明」の熟語を生み出した場所とされている。 

④古くから「鞆の祇園さん」とも呼ばれ親しまれている沼名前神社には，もともと徳川家康の命により伏見城か

ら移築された能舞台があり，国重要文化財に指定されている。 

 

（４） 広島県立歴史博物館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愛称を「ふくやま草戸千軒ミュージアム」といい，マスコットキャラクターの「くさどっきー」と「せんちゃ

ん」が博物館をPRしている。 

②芦田川底に埋もれている中世の町並みの一角を発掘調査の成果に基づき，実物大で復元した展示室を持ってい

る。 

③２０１６年（平成２８年）に，福山市市制施行１００周年記念事業協賛・福山駅開業１２５周年企画展「ひろ

しま鉄道ヒストリア－蒸気機関車から新幹線まで－」が開催され，多くの人が来場した。 

④１９８８年（昭和６３年）に，「見る」「創る」「学ぶ」「ふれあう」の機能を備えた住民参加型の博物館として，

福山城公園内に開館したものである。 

  

（５） ２０１７年（平成２９年）は，「いろは丸事件」から１５０年の節目の年です。鞆の浦の円福寺は，「いろは丸

事件」の際に紀州藩の乗組員の宿泊所となりました。では，その円福寺が建てられる前にこの場所にあった城と

は，次のうちどれでしょうか。 

①鞆城 ②室城 ③大可島城 ④道上城 
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（６） 福山の冬を彩るイベント「ＬＵＸＥＡＴＥＲ（ルクシアタ）ふくやま２０１６」が，２０１６年（平成２８年）

１２月１０日から２５日に開催されました。灯りにまつわる様々なプログラムが実施され，大勢の人で賑わいま

した。では，実際には実施されていないプログラムは，次のうちどれでしょうか。 

①灯りの地上絵アート             ②灯りのロビーコンサート 

③灯りのダンスパフォーマンス         ④灯りの書道アート 

 

（７） 福山市の最北端に位置する山野峡県立自然公園は，龍頭峡と（   ）の二つの渓谷から成り，春の桜に始ま

り，初夏の新緑，秋の紅葉など，四季折々の景色が楽しめます。また，（   ）には「聖岳」や「屏風岳」な

ど古生層の大岩盤がそそりたち，見事な景観を見せます。では，（   ）に入る名称を正しく書いてください。 

 

（８） 松永地区は日本一の下駄の生産地として知られており，「ゲタリンピック」はこの特産品をテーマに開催される

イベントです。では，このイベントが始まった年は次のうちどれでしょうか。 

①１９７４年（昭和４９年）           ②１９８４年（昭和５９年） 

③１９９４年（平成 ６年）           ④２００４年（平成１６年） 

 

（９） ２０１５年（平成２７年）３月に福山市指定文化財に登録された「鞆の浦 鯛しばり網漁法」が特徴の「福山・

鞆の浦観光鯛網」は毎年５月に開催される伝統行事です。この「しばり網漁法」は走島の庄屋・村上太郎兵衛と

もう一人の人物によって考案されたと言われています。では，その人物とは次のうちだれでしょうか。 

①枡屋清右衛門 ②村上銀一 ③当納屋忠兵衛 ④高柳楠之助  

 

（１０） 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宿泊した施設で，西本陣と東本陣がありまし

た。現在神辺本陣と呼ばれているものは西本陣ですが，当時西本陣は三日市の尾道屋（   ）家が，東本陣

は七日市の本荘屋（   ）家がそれぞれ勤めていました。では，（   ）に共通して当てはまる家名は次の

うちどれでしょうか。 

    ①菅波 ②黒田 ③菅原 ④前田 

 

（１１） 広島県道２５１号後山公園洗谷線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福山市鞆町後地と水呑町を結ぶ総延長１４㎞の風光明媚なドライブコースである。 

②観光目的で建設され，愛称を「福山スカイライン」という 

③全線開通した１９７４年（昭和４９年）から無料の道路として開放されている。 

④沿線にはファミリーパークがあり，山羊やチャボが飼育されている。 

 

（１２） エフピコＲｉＭ６階のある施設には，絵本を通して親子が一緒に楽しめるよう，約２，３００冊の絵本をは

じめ，大きなカバン猫が迎えてくれる「マカフシギ駅」や影絵の読み聞かせを行う「かげぇーの間」などの設

備があります。では，この施設の名称を書いてください。 

 

（１３） 福山市本町には，日本家屋を改修した建物で，展示室のほかに和室，茶室，やきもの工房を備えた美術館が

あります。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，備後にゆかりのある作家の作品を公開

しています。では，施設名を正しく書いてください。 
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（１４） 福山城公園内の北東に位置し，「鰹節王」といわれた安部和助が別荘として昭和初期に建築した福寿会館は，

和洋の建築美を併せ持っており，ベネチアルネサンス風の疑似窓装飾や柱の装飾が特徴的です。では，福寿会

館で，国の登録文化財に初めて指定されたものは次のうちどれでしょうか。 

①本館 ②中庭 ③洋館 ④南茶室 

 

（１５） 福山市鞆町では，「福山・鞆の浦観光鯛網」をはじめ，年間を通して色々な行事が開催されています。では，

Ａ～Ｄの行事を開催月の早い順に並べかえてください。（１月→１２月） 

Ａ：八朔の馬出し Ｂ：お弓神事 Ｃ：茅の輪くぐり Ｄ：ふいご祭り 

 

（１６） 福山市鞆町には次のような言い伝えを持つ橋があります。「応神天皇の頃，百済よりの使節の接待官の武内臣

和多利と官妓の江の浦は役目を忘れて毎夜この（   ）橋で恋を語り合っていたが，それが上官に知られ，

別れることを断ったため二人は海に沈められてしまった。」というものです。では，（   ）に当てはまるそ

の橋の名前を正しく書いてください。 

 

（１７） 当木島・釜戸岬県自然環境保全地域は，福山市内海町の西南端に位置し，海水の浸食によってできた見事な

海食崖に囲まれた，良好な自然環境を形成する地域です。この地域には「（   ）状風化」「海食洞」などが

みられ，これらは地形的にも価値の高いものとされています。では，（   ）に入る言葉を書いてください。 

 

（１８） 福山市新市町にある吉備津神社において行われる節分恒例の奇祭で，鎌倉時代，立春を祝うため夜ごもりを

してお国自慢をし合ったのが始まりとされているのは「（   ）神事」です。では，（   ）にあてはまる

言葉を書いてください。 

 

（１９） 福山市内にある（   ）公園内には３つの文化財があり，この周辺には多くの桜も植えられています。ま

た，阿武信一初代市長の直筆による「不舎晝夜」の記念額もあり，市の歴史を学ぶことができます。では（   ）

に当てはまる言葉は次のうちどれでしょうか。 

①中津原城山 ②佐波城山 ③中津原山城 ④佐波山城 

 

（２０） 「福山夏まつり２０１６」の最終日に行われた「あしだ川花火大会」では１００周年記念プログラムとして，

日本最長級（   ）㎞の水上ワイド花火や，レーザー・水面イルミネーションで演出され，約１万６０００

発の花火が打ち上げられ，夏まつりのフィナーレを華々しく彩りました。では，（   ）に入る数字は次のう

ちどれでしょうか。 

①０．４ ②１．４ ③２．４ ④３．４ 

 

（２１） 福山市東村町の住民らが地域振興と豊作を願って１９４６年（昭和２１年）から始めた「東村町かかし祭り」

は，７０年以上続くイベントで，毎年多くの人でにぎわいます。では，「東村町かかし祭り」が開催される月は

次のうちどれでしょうか。 

①２月 ②４月 ③１０月 ④１２月 
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（２２） 福山市御幸町にあるホロコースト記念館の庭には「アンネのバラ」があります。花の色が数日間で赤・黄・

ピンクと変わるのが特徴です。では，このばらを日本に贈ったのは次のうち誰でしょうか。 

①アンネの兄 ②アンネの父 ③アンネの祖父 ④アンネの伯父 

 

（２３） 菅茶山は，当代一の詩人と評され，１７８１年（天明元年），私塾「黄葉夕陽村舎」を開きました。藩の郷学

となってからは廉塾と称しましたが，公式名は次のうちどれでしょうか。 

①神辺同仁館 ②神辺弘道館 ③神辺学問所 ④神辺勧学所 

 

（２４） 「福山市ぬまくま文化館」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幕末から続いた開業医の個人宅で，別名「枝広邸」という。 

②１９８８年（昭和６３年）に改修され，地域のコミュニティ「地域文化館」として生まれ変わった。 

③なまこ壁と檜造りの門をくぐると，寝殿造りの茶室，木や石が巧みに配された庭がある。 

④門を入って右側にある池は，潮の干満によって水面が上下する。 

 

（２５） 福山市では２０１６年（平成２８年）５月，福山市ばらのまち条例が制定されてから初めて「ばらの日」を

迎えました。当日はギネス世界記録挑戦や市制施行１００周年記念ばらの植樹式，記念音楽祭などが開催され

ました。では，「ばらの日」は５月何日でしょうか。数字を書いてください。 

 

（２６） 吉備津神社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本殿と木造狛犬三体，毛抜形太刀三振りが国の重要文化財に指定されている。 

②地元では一宮さんと呼ばれて親しまれ，祇園祭が盛大に行われている。 

③茅の輪くぐりの起源となった神社で，毎年８月８日に茅の輪くぐりが行われている。 

④祭神は吉備津彦命で現在の本殿は福山城主水野勝成により造営された。 

 

（２７） 平家物語の巻４に福山市沼隈町敷名の藤の物語があります。１１８０年（治承４年）にある上皇の一行が，

藤の花を称賛し歌を作ったという故事より後世，千年藤と呼ばれ，広く知られるようになりました。では，そ

の上皇は次のうち誰でしょうか。 

①白河上皇 ②後鳥羽上皇 ③高倉上皇 ④崇徳上皇 

 

（２８） 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。では，この座敷を「対潮楼」と名付けたのは，次の

うち誰でしょうか。 

①洪啓禧 ②洪景海 ③洪航海 ④李邦彦 
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（２９） 「道の駅アリストぬまくま」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県道４７号沿にある道の駅である。 

②隣接する「ぬまくまフラワーガーデン」は四季折々の花やハーブが植えられ1年を通して楽しむ事が出来る。 

③ハーブを使った料理を提供するレストランが併設されている。 

④アリストとは，集（Assemble），憩(Rest)，創(Image)，学(Study)，語(Talk)，場所(Oasis)の頭文字を並べ

た造語である。 

 

（３０） 大伴旅人が大宰府での任期を終えて鞆の浦に立ち寄った時に詠んだ嘆きの心情を詠った歌の碑が渡船場近く

にあります。「吾妹子が見し鞆の浦の（   ）は 常世にあれど見し人そなき」では，（   ）にあてはま

る言葉を正しく書いてください。 

 

 

【地理・産業・時事】 

（３１） ２０１６年（平成２８年）に福山で開催されたＡ～Ｄのイベントを開催月の早い順に並べかえてください。

（１月→１２月） 

    Ａ：山野峡山開き式 

    Ｂ：第２３回ゲタリンピック２０１６ 

    Ｃ：第３５回ふくやまマラソン 

    Ｄ：福山うずみフェスタ２０１６ 

 

（３２） 福山市ばらのイメージキャラクターで，市民や福山市を訪れた人たちのポケットに忍び込んで全国に幸せを

届ける，このキャラクターの名前を正しく書いてください。 

 

 

 

（３３）・（３４） 

福山市の“市の木”は３種類あり，その内１種類はセンダンです。では，その他の２種類を（ ３３ ） 

（ ３４ ）にそれぞれ記入してください。 

 

（３５） ２０１６年（平成２８年），開園１５周年を迎えた東京ディズニーシー®から，ミッキーマウスをはじめとす

るディズニーの仲間たちが，「１００周年記念スペシャルパレード」としてあるイベントにやってきたことで，

大変盛り上がりました。では，そのイベントとは次のうちどれでしょうか。 

①福山ばら祭 ②福山夏まつり ③ふくのやまよさこい ④ルクシアタふくやま 

 

（３６）・（３７） 

福山市は，１９１６年（大正５年）７月１日の市制施行当時，面積５．８㎢，人口約（ ３６ ）万人でした。

その後，１市１０町２０村と計（ ３７ ）度の合併を重ね現在では，面積５１８．１㎢，人口４７万 

１，２３７人（２０１６年（平成２８年）１２月末現在）となりました。では，（ ３６ ）（ ３７ ）に入る数

字をそれぞれ書いてください。 
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（３８） ２０１６年（平成２８年）７月１日，市制施行１００周年記念式典がリーデンローズで開催され， 

約１，８００人が参加しました。「感動・（   ）・夢」をテーマとした式典で，小中高生による合唱の披露や，

次の１００年に向けて市のさらなる発展を願う「未来宣言」の発表がありました。では，（   ）に入る言葉

は次のうちどれでしょうか。 

①未来 ②感謝 ③協働 ④希望 

 

（３９） 発掘調査や採集による学術的な検討が加えられた，貴重な資料である「（   ）窯跡等出土資料」の 

１，７３２点が，２０１６年（平成２８年）４月２２日，福山市の重要文化財に指定されました。では，（   ）

に入る言葉は次のうちどれでしょうか。 

①姫谷焼 ②加茂焼 ③百谷焼 ④広瀬焼 

 

（４０） 福山市では第一次産業の活性化のための取り組みとして，備後圏域の沿岸４市（福山市，三原市，尾道市，

笠岡市）と関係漁業団体とで，備後圏域の漁師１，０００人が季節ごとにおすすめする備後の地魚を「（   ）」

として２５種類選定しました。では，（   ）に入る言葉を正しく書いてください。 

 

（４１） 福山港は福山藩主水野勝成が築城のときに堀と海を結ぶ運河を掘ったことに始まり，以来福山の発展を支え

てきました。２０１６年（平成２８年）には福山港開港（   ）周年を迎え，記念協賛イベントとして５月

には客船「ぱしふぃっくびいなす」寄港イベント，１１月にはふくやま港まつり２０１６が開催されました。

では，（   ）に当てはまる数字は次のうちどれでしょうか。 

    ①２５ ②５０ ③７５ ④１００ 

 

（４２） 福山市の東部に位置する池で，江戸時代の初期，水野勝成により灌漑用のため池として造られました。では，

瀬戸町の「瀬戸池」，駅家町の「服部大池」とともに「備後の三大大池」として知られるこの池の名前は何でし

ょうか。正しく書いてください。 

 

（４３） 「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２０１６年度

（平成２８年度）に行われた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福山市市制施行１００周年記念事業 ミケランジェロ展 万能の天才の秘密 

②阿部家ゆかりの日本刀 －小松コレクションと五箇伝の名刀－ 

③驚きの写実絵画 ホキ美術館名品展 

④福山市市制施行１００周年記念協賛 ピカソ展 誰でもわかる天才の名画 

 

（４４） ２０１６年（平成２８年）７月１３日，市の中心部を循環する，黄色い車体が目印の路線バス「まわローズ」

の利用者が（   ）人を突破しました。では，（   ）に入る数字は次のうちどれでしょうか。 

①１０万 ②５０万 ③１００万 ④１５０万 
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（４５） 福山市立動物園では，動物園の様々な情報をホームページやフェイスブック，広報ふくやま等で紹介してい

ます。では，動物園に関する次の記述のうち，誤っているものはどれでしょうか。 

    ①７月の毎週日曜日には，「夜の動物園」が開園しており，普段は見られない動物の生態や行動を見学できる。 

    ②１１月には，入園無料の「動物園まつり」が開催され，地元小学生による動物ガイド等を体験することがで

きる。 

    ③シロテテナガザルの「マリ」は，子どもをたくさん出産したことでギネス世界記録に認定され，話題となっ

た。  

    ④福山市立動物園で誕生したアミメキリンの「あんず」は，２０１６年（平成２８年）１１月に愛媛県立とべ

動物園にお嫁入りした。 

 

（４６） 福山市では２０１６年（平成２８年）１１月２３日，「ばらのまち福山」を市内外にＰＲすることを目的に創

設された「（   ）」を，フラワーアーティストとして国内外で活躍するデンマーク出身のニコライ・バーグ

マンさんに委嘱しました。では，（   ）に入るのは，次のうちどれでしょうか。 

    ①ばらのまち福山PR大使 ②ばらのまち福山応援大使 

③ばらのまち福山宣伝大使 ④ばらのまち福山観光大使 

 

（４７） 備後絣は，主に福山市新市町で生産され，昭和３０年代には日本最大の絣産地となりました。では，県指定

伝統工芸品である備後絣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福山藩時代に絵師がまとめた「御絵図帳」をもとに，生み出された色彩やかな図柄が特徴である。  

②伊予絣に工夫を加えて生み出された井桁模様が特徴である。 

③「荒麻皮」と呼ばれる麻の皮を用いて括ることで，早く正確に千変万化の柄を浮き出させる。 

④戦後は年間３００万反も生産され，井伏鱒二の小説「珍品堂主人」にも登場した。 

 

（４８） 市制施行１００周年記念イベントとして，２０１６年（平成２８年）７月２・３日に，９９年ぶりの「第２

回福山（   ）」が開催されました。両日とも多くの人が訪れ，人々の顔には笑顔があふれていました。では，

（   ）入る言葉は次のうちどれでしょうか。 

①記念祭 ②誕生祭 ③博覧会 ④展覧会 

 

（４９） 福山市にある山の名称とその説明との組み合わせで正しいものは次のうちどれでしょうか。 

①蔵王山  ×  標高２２６ｍの山で，山麓部には蔵王原遺跡があり，十数基の古墳がある 

②蛇円山  ×  標高２２８ｍの山で，その山容から別名「備後富士」と呼ばれている   

③要害山  ×  戦国時代の神辺合戦で山名理興の軍が向城を築き，大内，毛利と対戦した場所 

④馬乗山  ×  標高５００ｍの山頂には，十一面千手観音を祭る白馬観音が祭られている 
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（５０） 福山市では福山で生み出された創造性あふれる（クリエイティブな）産品・サービスや素材・技術，取り組

み・活動の中から，とってもわくわくするものを「福山ブランド」として認定・登録しています。第２回福山

ブランドの内，新たに「素材・技術部門」を設け，１５件の中から４件を決定しました。では，次のうち「素

材・技術部門」で認定されたものはどれでしょうか。 

①階段状連房式登窯 ②EM（有用微生物群）海苔 

③表面筋電位計測装置 ④動力織中継六配表 

 

（５１） 第９回「ばらのまち福山ミステリー文学新人賞」受賞作は，応募作品１０５作の中から（   ）の「殺人

者は手に弓を持っている」に決定しました。では，（   ）に入る作者は次のうち誰でしょうか。  

①須田狗一 ②吉田恭教 ③原進一 ④植田文博 

 

（５２） 「ふくやまブランド農産物」は，消費者に福山市内産の優れた農産物を安心して購入してもらうため，ふく

やまブランド農産物推進協議会が適切な栽培基準で生産し，栽培履歴が確認できると認定した，新鮮，品質，

おいしさ，安全性を備えた農産物です。では，ふくやまブランド農産物と産地の組み合わせが誤っているのは，

次のうちどれでしょうか。 

 ①なす⇒草戸町 ②すもも⇒蔵王町 ③もも⇒神辺町 ④ぶどう⇒沼隈町 

 

（５３） 福山市市制施行１００周年を記念して福山藩主水野勝成と，幕末の藩主で老中首座の阿部正弘の２人が主な

題材となり，福山の歴史をテーマにした新作能「（   ）」が制作されました。では，（   ）に入るタ

イトルは次のうちどれでしょうか。 

    ①芦田川 ②福山 ③福山城 ④蝙蝠山 

 

（５４） 福山市の水源であり，憩いの場として市民に愛されている「芦田川」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広島県東部を流れる二級河川で，備後地方の「母なる川」として親しまれている。 

②延長８６ｋｍ，流域面積８６０ｋ㎡で，河川敷では消防出初め式や福山夏まつり花火大会が行われる。 

③「芦田川を守る日」に併せ，河川の自然環境を守るため，河川を中心に一斉清掃を毎月１度行っている。 

④河口には，国際Ｂ級のボートコース・芦田川漕艇場がある。 

 

（５５） 福山市は，国内に１市，国外に４市ある親善友好都市との文化，教育，産業などの各分野にわたる交流のほ

か，アジア諸国をはじめ世界各都市との国際交流を推進し，世界に開かれた都市・福山をめざしています。で

は，国外の市で最初に親善友好提携した都市は次のうちどれでしょうか。 

 ①浦項市 ②タクロバン市 ③マウイ郡 ④ハミルトン市 

 

（５６） 「世に鳴らす 鞆の港の （   ）を かくて嘗むるも めずらしの世や」は三条実美が京を脱出し，長

州藩に落ち延びた後,再び上洛を図った途中，鞆の浦に着いた経緯を思いながら詠んだ歌です。では（   ）

に入る保命酒のことを指す言葉は，次のうちどれでしょうか。 

①柿の葉 ②笹の葉 ③桑の葉 ④竹の葉 
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（５７） 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，福山市では福山（   ），福山のくわい，びんご畳表の３件が登録されています。では，（   ）

に入る商品名は何でしょうか，正しく書いてください。 

 

（５８） ２０１６年度（平成２８年度）は，福山市市制施行１００周年を記念して様々な１００周年事業が開催され

ました。では，次のうち，２０１６年度（平成２８年度）に実際に開催されていない１００周年事業はどれで

しょうか。 

    ①将棋名人戦七番勝負第４局 大盤解説会 羽生善治名人ｖｓ佐藤天彦八段 

    ②出張！なんでも鑑定団 in福山 

    ③～つなげようローズマインド～ローズバトンリレー 

    ④ハンガリー国立フィルハーモニー管弦楽団演奏会 

 

（５９） １９６６年（昭和４１年）１１月に制定された福山市民憲章は，市民の心のよりどころとするために５つの

項目で構成されており，次の記述はその内の１つです。では，（   ）に入る文字は何でしょうか。正しく

書いてください。 

「（   ）をもち 胸をはって元気に働きましょう」 

 

（６０） 福山市内海町，田島南側にある海岸で県の自然海浜保全地区に認定され，むき出しの岩と緑の樹林が自然美

そのものといわれる場所は，次のうちどれでしょうか。 

①鳶が巣 ②鶴が巣 ③鷲が巣 ④鷹が巣   

 

 

【歴史・文化】 

（６１） 鞆港から市営渡船で約５分のところにある仙酔島は「仙人が酔うほどに美しい島」というのが島の名前の由

来といわれています。では，島内の南岸２００ｍにわたって成る西日本で唯一この場所にしかないといわれて

いるのは，次のうちどれでしょうか。 

①仙人ケ丘 ②七浦七胡 ③五色の岩 ④海食崖 

 

（６２） 明王院では，２０１３年（平成２５年）５月から，毎月第３土曜日に書院や護摩堂などを一般公開すること

とし，入館者からその景観を称賛する大きな反響がありました。では，その明王院本堂の厨子内にある国重要

文化財の十一面観音像の高さは，次のうちどれでしょうか。 

①４８．５㎝ ②９８．５㎝ ③１４８．５㎝ ④１９８．５㎝ 

 

（６３） 阿伏兎観音（磐台寺観音堂）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沼隈半島の南端，阿伏兎岬の突端に建つ唐様式の建築物である。 

②志賀直哉の小説「暗夜行路」にも紹介されている。 

③昔から，航海の安全，子授け・安産の祈願所として知られている。 

④岸壁に建つその姿は美しく，歌川広重の浮世絵の題材になっている。 

 



第１０回 福山知っとる検定 〈２級〉 

-10- 

（６４） 江戸時代鞆の浦は，船の出入りで活気にあふれていました。そのため，港が整備され，現在もその姿を残し

ています。では，いわゆる江戸時代の港湾施設５点セットといわれているものは，船番所跡・常夜灯・波止・

焚場跡とあと一つは何でしょうか。正しく書いてください。 

 

（６５） 福山市は，１９４５年（昭和２０年）８月８日の福山空襲で市街地の大部分が焦土と化しました。市民の熱

意と都市計画事業の推進によって復興しましたが，市内には今もなお多くの戦争遺跡が残されています。では，

焼夷弾で顔の一部が欠けている石仏が安置されている寺は次のうちどれでしょうか。 

    ①光善寺 ②大念寺 ③妙政寺 ④龍興寺 

 

（６６） 鞆の浦歴史民俗資料館は，鞆城跡に建ち，鞆の歴史や鯛網漁の模型，イカリづくりの鍛冶場などを展示して

います。また，鞆の浦と縁が深い箏曲家の愛用琴などの遺品が展示してある他，資料館の前には，その箏曲家

の銅像も建てられています。では，その箏曲家はだれでしょうか。正しく書いてください。 

 

（６７） 福山城の天守閣は福山空襲で焼失し，戦後に再建されたものですが，戦災を免れた伏見櫓は京都伏見城の遺

構を拝領し，移築されたもので，国の重要文化財に指定されています。では，次のうち誰から拝領したもので

しょうか。 

①徳川家康 ②徳川秀忠 ③徳川綱吉 ④徳川家光 

 

（６８） 備後弁で「すける」とは，どういう意味でしょうか。 

①沁みる ②置く ③捨てる ④助ける 

 

（６９） 松永塩田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福山藩の家臣・本荘（庄）重政によって松永湾岸一帯に開発された塩田である。 

②１６６０年（万治３年）春から干拓に着手し，１６６２年（寛文２年）に松永新涯が完成した。 

③ＪＲ松永駅南口には，「松永塩友会」が建てた本荘（庄）重政の像があり，塩田発展の歴史を伝えている。 

④１９６０年（昭和３５年）の国策による一斉廃止前には，産出量は５万ｔに達していた。 

 

（７０） 福山市駅家町にある二子塚古墳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古墳時代後期の前方後円墳で，２００９年（平成２１年）に県史跡に指定された。 

②発掘調査の結果，古代備後国の首長墓にふさわしい墳丘や石室の存在が判明した。 

③県内の前方後円墳で唯一，前方部と後円部の両方に横穴式石室がある。 

④出土品の中には，他に例のないデザインの双龍環頭柄頭がある。 

 

（７１） 二上りおどり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もともとは鳴子を持ったが，昭和に入って竹片「四ツ竹」を打ち鳴らすようになった。 

②１９６１年（昭和３６年）には，広島県無形民俗文化財に指定され，保存会によって継承されている。 

③歌詞がないのが特徴で，江戸時代半ばに福山藩士が京都から伝えたとされる。 

④琴の音階を基本にした遅い曲調が名前の由来である。 
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（７２） 福山市北部にあり，地殻変動によってできた大きな石灰岩巨大礫
れき

の洞窟内にある岩屋権現は，素盞嗚尊
すさのおのみこと

が

八岐大蛇
やまたのおろち

を退治した時に用いた剣が祭られていたという伝説が由来し，別名（   ）と呼ばれています。で

は（   ）に入る言葉は次のうちどれでしょうか。 

①式内宮         ②素盞嗚宮       ③岩穴宮         ④石筍宮 

 

（７３） “ローズマインド”とは福山の戦後復興から半世紀の歩みの中で生まれた考え方です。では，その考え方は

次のうちのどれでしょうか。 

①１００万本のばらの町にし，市民が豊かな心を持てる 

②ばらを思う心が，穏やかな心を醸成する。世界中に平和を祈る運動につながる 

③ばらへの慈しみが優しさ，思いやり，助け合いの心を育む。ばら作りは優しいまちづくりにつながる 

④ばらをたくさん植えていくことで，町がきれいになり，美化運動へつながる 

 

（７４） 国の重要文化財を多数所有する福山市鞆町の備後安国寺は，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す。では，この寺に安置されている「子安観音菩薩」は，次のうち誰によって建立

安置されたでしょうか。 

①水野勝成 ②水野勝俊 ③水野勝貞 ④水野勝種 

 

（７５） 福山市鞆町にある臨済宗の禅寺，静観寺の前に建つ細長い自然石の供養塔は，将軍足利義昭の首実検後に葬

られた，ある武将の供養塔です。では，その武将は次のうち誰でしょうか。 

 ①山中鹿介 ②吉川元春 ③小早川隆景 ④尼子義久 

 

（７６） １６７３年（延宝元年），堂々川の氾濫で国分寺は流失し，下御領村（現在の福山市神辺町下御領）では６３

人もの犠牲者を出しました。こうした災害から村を守るため，堂々川で１７３０年（享保１５年）頃から砂留

が建設されました。現在も１６基が現存し，国の登録有形文化財にも指定されています。では，その中で最大

のものは，次のうちどれでしょうか。 

①３番砂留 ②６番砂留        ③９番砂留        ④１２番砂留 

 

（７７） 福山市加茂町にある地名「百谷」の読み方を正しく書いてください。 

 

（７８） 福山市では，２０１６年（平成２８年）に市制施行１００周年をむかえ，市内各地に１００万本のばらが咲

き誇る「１００万本のばらのまち」を達成しました。では，「ふくやま」と名のつくばらのうち，実在しないも

のは次のうちどれでしょうか。 

    ①ローズマインドふくやま  ②プリンスふくやま ③スマイルふくやま ④ラブリーふくやま 

 

（７９） 福山市神辺町にある八丈岩は，東西約１０ｍ，南北約１３．５ｍ，高さ約４．５ｍの巨大岩で，平らな部分

に「鬼の足跡」と呼ばれるくぼみがあり，民話の鬼伝説を生むきっかけとなりました。では，この八丈岩があ

る山は次のうちのどれでしょうか。 

①神辺山 ②御領山 ③黄害山  ④吉野山 
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（８０） 福山市鞆町にある沼名前神社では，毎年７月第２日曜の前夜に（   ）神事が行われています。この神事

は長さ４ｍ，直径１．２ｍ，１５０ｋｇの松明３体を当番町の氏子１００人が担ぎ上げ，４５段の大石段を上

り下りし，拝殿前の装置場まで奉納するもので，日本三大火祭りの一つともされています。では，（   ）

に当てはまる言葉を書いてください。 

 

（８１） 福山市鞆町の医王寺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弘法大師の開基と伝えられる真言宗の寺である。 

②裏山の中腹にある「太子殿」からは鞆の町と瀬戸内海の景観を一望できる。 

③医王寺からの景観は，松村呉春など，多くの画家の題材にもなっている。 

④本尊である木造釈迦如来像は国の重要文化財に指定されている。 

 

（８２） 松永地区では，だれもが暮らしやすい多文化共生のまちづくりをめざして， 「まつながカープヂェー」を開

催しています。「カープヂェー」とは，ラテン語でどういう意味でしょうか。 

①今日一日を有意義に使いましょう，楽しみましょう。 

②みんなで一体となって広島東洋カープを応援しましょう。 

③世界中の人々と友達になりましょう，仲良くしましょう。 

④日々の恵みを喜びましょう，感謝しましょう。 

 

（８３） 福山市沼隈町能登原は，源平争乱の時代に「能登原合戦」があった場所です。クレセントビーチの沖合い 

２００ｍにある島は, 能登原合戦で平教経が放った大矢が突き刺さり，その矢が芽を吹き，竹が生い茂る島に

なったと伝えられています。では，この島の名は次のうちどれでしょうか。 

①矢竹島 ②矢ノ島 ③矢当島 ④矢芽島 

 

（８４） 福山藩初代藩主である水野勝成は，江戸幕府の譜代大名として１６１９年（元和５年）備後１０万石の領主

となり，城下町の建設や産業育成，治水を積極的に行って福山発展の基礎を築きました。そして，水野家は

（   ）代続きました。では，（   ）にあてはまる数字は次のうちどれでしょうか。 

①１ ②３ ③５ ④７ 

 

（８５） 沼名前神社に奉納されている力石は，吉凶を占うことから始まったといわれていますが，実際には北前船で

栄えた鞆港で荷物の積み下ろしをする労働者が力比べをして，神社に奉納したものです。石材の質や彫字も見

事で，市の重要文化財に指定されています。では，一番重い力石の重さは次のうちどれでしょうか。 

    ①１８０ｋｇ      ②２３０ｋｇ      ③２８０ｋｇ      ④３３０ｋｇ  

 

 

【人物】 

（８６） 福山藩の領内総奉行として城郭の整備，城下町建設，領内の諸政策を推進し，「土木の神様・名人」といわれ

た人物は次のうち誰でしょうか。 

①神谷治部 ②遠藤弁蔵 ③門田朴斎 ④武田五一 
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（８７） 福山市加茂町出身の窪田次郎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。 

    ①１８７３年（明治６年），日本で最初にバセドウ氏病例を報告した。 

    ②開業医の再教育の場である「田舎医術調所兼診判所」を設置した。 

    ③保健所の前進と考えられる「安那郡共立衛生会相愛社」を結成した。 

    ④国内初の産婦人科担当の教授であり，明治期に新しいドイツ産婦人科学を導入した。 

 

（８８） 福山市沼隈町出身の山本瀧之助は，青年教育の必要性を訴え続け，１９２４年（大正１３年）から全国巡回

青年講習会の講師を務めるなど青年教育に尽力し「青年団運動の生みの親」として知られています。では，山

本瀧之助が自費で出版し，青年団結成の原点となった本は次のうちどれでしょうか。 

①青年教育 ②青年の父 ③青年の天地 ④田舎青年 

 

（８９） ＪＲ福山駅南口にある平櫛田中作の「（   ）釣人像」は，茨城県・（   ）海岸での恩師である岡倉天

心の姿を写したもので，待ち合わせの目印として市民に親しまれています。では，この像の名前は何と言うで

しょうか。（   ）に入る文字を正しく書いてください。 

 

（９０） 水野勝成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福山の開祖として，福山城天守閣東側の二の丸に銅像が建てられている。 

②宝永差出帳３５カ条の規定や年貢納入規定などを発布して領国支配を確立した。 

③福山藩初代藩主の譜代大名で，徳川家康の従弟にあたる。 

④日向守であり，「鬼日向」の異名を持つ猛将で知られた。 

 

（９１） 福山市の名誉市民である井伏鱒二は，牧歌的なユーモア小説から人間を骨太に描くリアリズム作品まで描い

た作家です。では，次のうち井伏鱒二に弟子入りした小説家は，誰でしょうか。 

①佐藤春夫 ②太宰治 ③三島由紀夫 ④石川達三 

 

（９２） ２０１６年（平成２８年）７月，福山市出身のミュージシャン世良公則による市制施行１００周年記念コン

サートが福山城公園で開催されました。では，世良公則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福山誠之館高校時代にバンド「ＦＢＩ」を結成した。 

②「あんたのバラード」がポピュラーソングコンテストと世界歌謡祭のグランプリを受賞した。 

③１９７７年（昭和５２年）にデビューし，「宿無し」「銃爪」「燃えろいい女」など大ヒットを連発した。 

④映画「カンゾー先生」で第２２回日本アカデミー賞助演男優賞を受賞した。 

 

（９３） １８０４年（文化元年）千田村（現在の福山市千田町）の庄屋，河相周兵衛は飢饉・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，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

ある（   ）を設立しました。では，（   ）に入る二文字の漢字を書いてください。 
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（９４） 木下夕爾は福山市御幸町出身の詩人で，故郷「福山」を離れることなく詩作，句作に励み，広島県詩人協会

の初代会長を務めましたが，被爆２０周年を迎えるにあたって書いた詩「長い不在」が絶筆となりました。で

は，１９３９年（昭和４１年）に自費出版し，文芸汎論詩集賞を受賞した第一詩集の題名は，次のうちどれで

しょうか。 

①若草 ②春燈 ③晩夏 ④田舎の食卓 

 

（９５） 島田荘司は，福山知っとる検定合格者の認定バッジのデザインや，ばらのまち福山ミステリー文学新人賞の

選者も務める福山市出身のミステリー作家です。代表作には「占星術殺人事件」や「龍臥亭事件」などがあり

ます。では，その作品の中で活躍する探偵は，次のうち誰でしょうか。 

①浅見光彦       ②狩矢荘助       ③御手洗潔       ④十津川省三 

 

（９６） 戦後，かな書道界をリードして，その興隆と文化向上に貢献した書家の第一人者であり，現代かな書の先駆

けとなりました。日展特選，日本芸術院賞，兵庫県文化賞などを多数受賞し，古筆と料紙を探求して王朝の料

紙を再現するなど，料紙研究家としても第一人者であった人物とは，次のうち誰でしょうか。 

    ①吉川英史       ②桑田笹舟       ③宮本竹逕       ④金島桂華 

 

（９７） 福山市鞆町出身の森下博は，森下仁丹の創業者です。「日本の広告王」と称され，町民の拠金で銅像が建立さ

れています。では，その銅像があるのは次のうちどこでしょうか。 

①対潮楼境内 ②沼名前神社外苑 ③鞆中学校の校庭 ④鞆の浦歴史民俗資料館 

 

（９８） 備後絣の技術を創案した富田久三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。 

    ①１６歳のころ，絹織物の技法を木綿織物に応用し，幾度の試作を重ね一反の絣を織りあげた。 

    ②１８５３年（嘉永６年），経糸，緯糸の染め残した部分を組み合わせて模様を作る備後絣の技術を創案した。 

    ③昭和初期には大阪の商店に２００反を出荷し，この時の商品から「備後絣」と名付けられた。 

    ④その功績をたたえ，素盞嗚神社境内には「富田翁碑」が建てられている。 

 

（９９） 福山藩主阿部正弘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。 

①２５歳で江戸幕府の老中となり，２７歳で老中首座に就任した。 

②１８５４年（安政元年），アメリカより再来したペリーと日米和親条約を締結した。 

③阿部正弘の政策「天保の改革」は江戸の３大改革の一つとして扱われている。 

④人材育成のために藩校「弘道館」を「誠之館」に改め，身分によらない教育を行った。 
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（１００） 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戦後最初の衆議院議員選挙で国会議員となった森戸辰男は，文部大臣として６・３学校制度の発足をはじめ

戦後教育改革の手直しに取り組み，新制大学として発足した福山大学の初代学長に就任した。 

②ミスター日経連と呼ばれた櫻田武は，日清紡績を綿紡績業最大手に育てた同社社長でもあり，池田勇人が首

相を務めた時期には「財界四天王」の一人となり，８１歳で亡くなるまで政財界に影響を与え続けた。 

③エフピコの前身である福山パール紙工株式会社を創業した小松安弘は，公益財団法人小松育英会を設立し，

経済援助が必要な子どもたちに学資の支援を行うなど，公共福祉の増進，教育文化の振興に貢献した。 

④第７８代内閣総理大臣である宮澤喜一は，東京帝国大学（現東京大学）を卒業後，大蔵省に入省後，池田勇

人の秘書官を務め，サンフランシスコ講和会議に全権随員として出席した。 
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