
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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８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１４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 

２０１５年（平成２７年）２月８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） 毎年５月に開催される福山ばら祭は，福山市民によってはじめられた春のバラ展が原点となっています。では，

その第１回「バラ祭」が開催された年は次のうちどれでしょうか。 

①1948年（昭和23年）  ②1958年（昭和33年）  ③1968年（昭和43年）  ④1978年（昭和53年） 

 

（２） 福山市神辺町にある堂々川では，ホタルの保護や環境美化に取り組む「堂々川ホタル同好会」の活動により，

夏は多くのホタルが美しく舞う姿を見ることができます。さらに，川の美化活動としてある植物の植栽を始め，

現在では色とりどりの（   ）が咲き乱れています。では，（   ）に当てはまる言葉は次のうちどれでし

ょうか。 

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

 

（３） 福山城の天守閣は戦後に再建されたものですが，戦災を免れた伏見櫓は，京都伏見城から移築されたもので，

国の重要文化財に指定されています。では，伏見櫓とともに国の重要文化財に指定されている建物は，次のうち

どれでしょうか。 

①筋鉄御門        ②月見櫓         ③鏡櫓          ④御湯殿 

 

（４） 草戸稲荷神社は，明王院を開基したとされる空海（弘法大師）が８０７年（大同２年），明王院の鎮守として祀

ったのが起源とされています。当初は社殿が芦田川中州にあり，洪水で流失することが多かったため，１６３３

年（寛永１０年），水野勝成が現在地に再建しました。祭神として三つの神が祀られていますが，次のうち草戸稲

荷神社の祭神でないのはどれでしょうか。 

①宇加之魂神       ②大己貴神        ③少彦名神        ④保食神 

 

（５） 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。２０１１年（平成２３年）

からはその座敷である「夾
きょう

明楼
めいろう

」が公開されています（要予約）。では，円福寺が建てられる前にこの場所に建

てられていた城とは，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 

 

（６） 福山市立動物園では，夏季に「夜の動物園」が開催されています。普段は見ることのできない夜間の動物の姿

が見られることもあり，家族連れ等多くの人で毎年賑わいます。では，動物に関する知識や理解を深めるため，

実際に催された行事は次のうちどれでしょうか。 

   ①ペンギンの園内散歩 

   ②飼育員によるフラッシュモブ 

   ③動物とのふれあいを通した婚活イベント「ＺＯＯコン」 

   ④フクロウのフライトトレーニング 

 

（７） 山野峡県立自然公園は，春は桜，初夏は新緑，秋は紅葉など四季折々の景色が楽しめ，キャンプをはじめ水遊

びや渓流釣りも楽しめます。公園内の龍頭峡には落差６０ｍの龍頭の滝がありますが，その上流５００ｍにはも

う１つ滝があります。では，その滝の名前を正しく書いてください。 

 



第８回 福山知っとる検定 〈２級〉 

-2- 

（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） 毎年５月に開催される「鞆の浦観光鯛網」は，「しばり網漁法」が特徴の伝統行事であり，約３８０年前の伝統

を間近で見学することができます。では，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） 本陣とは，江戸時代に参勤交代の大名が休泊するための施設です。福山市神辺町にある本陣は，筑前黒田家

専用の本陣として使われ，県の重要文化財に指定されています。では，次のうちこの本陣にない部屋はどれで

しょうか。 

①御成の間        ②二の間         ③三の間         ④関の間 

 

（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総延長３０㎞のドライブコースである。 

②福山市鞆町後地と草戸町を結ぶドライブルートである。 

③観光目的で建設された道路で，愛称を「福山グリーンライン」という。 

④沿線には，ファミリーパークがあり，鹿や猿を飼育している。 

 

（１２） 福山市草戸町にある明王院は，空海（弘法大師）が８０７年（大同２年）に開基したと伝えられています。

明王院には，国宝の五重塔・本堂の他に，国重要文化財に指定された秘仏があり，厨子内に安置されています。

では，その秘仏とは次のうちどれでしょうか。 

①十一面観音像       ②木造薬師如来立像     ③十一面千手観音像    ④木造薬師如来坐像 

 

（１３） 福山市内にある美術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「国際聚蔵館」は藍染をはじめ日本人の生活文化を豊かに彩ってきた調度・工芸品などを展示している。 

②「しぶや美術館」は金島桂華画伯の作品を中心に備後ゆかりの作家の作品を紹介している。 

③「中川美術館」の庭には１０分の１に縮小した鋼鉄製の天安門がある。 

④「福山自動車時計博物館」は，乗って，触って，写真撮影ができる体験型の博物館である。 

 

（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大広間          ③洋館          ④茶室 
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（１５） 福山市鞆町では，鞆の浦エリアでは「鞆の浦観光鯛網」をはじめ，年間を通して色々なイベントが開催され

ています。では，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：チョウサイ 

    Ｂ：お弓神事 

    Ｃ：お手火神事 

    Ｄ：福山鞆の浦弁天島花火大会 

 

（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，

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） 約３５０年前に九州から杏の種が持ち帰られてから，杏の生産が盛んな田尻町では，「たじり杏まつり」を開

催しています。では，「たじり杏まつり」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売店では「あんずジャム」「あんず酒」「干し杏」などが販売されている。 

②町内一円には約３，０００本の杏の花が咲き，桜より一足先に春を告げる。 

③杏の種を飛ばし，距離を競う「杏の種飛ばし大会」が開かれている。 

④杏船に乗って，海上から花咲く丘の眺めを堪能できる。 

 

（１８） 福山市沼隈町横倉地区の平家谷では，３月上旬から４月下旬にかけて，３８０種４２０本の（   ）園が

開かれています。では，（   ）にあてはまる植物の名前を書いてください。 

 

（１９） 福山市沼隈町の横倉地区は，江戸時代の郷土誌や地域に伝わる話から，平清盛の甥，通盛にかかわる伝承の

里として知られ，平家谷と呼ばれています。ここには，通盛夫妻を祀った「通盛神社」をはじめとして，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，実際に地区内にある神社の名称は次

のうちどれでしょうか。 

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

 

（２０） 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 

 

（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「かかし祭り」は，

６０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，「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アンネ・フランクが日記をつづったアンネの部屋が再現されている。 

②庭にはアンネの父，オットー・フランクが日本に送った「アンネのバラ」がある。 

③アンネ・フランク没後６０年の節目にあたる２００５年（平成１７年）に開館した。 

④２００８年（平成２０年）に，イタリア国際建築賞を受賞した。 

 

（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，寝殿造りの茶室は，国の登録文化財に指定されている。 

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） 福山市鞆町にある鞆の浦歴史民俗資料館には，箏曲家・宮城道雄の銅像があり，多くの人々に親しまれてい

ます。鞆の浦の情景をイメージした「春の海」の作曲家としても知られており，毎年宮城道雄が生まれた４月

には銅像を前にして「宮城道雄生誕祭にちなむつどい」が箏曲宮城会などによって行われています。では，２

０１４年（平成２６年）は，宮城道雄生誕何年にあたる年でしょうか。 

①８０年        ②１００年        ③１２０年       ④１４０年 

 

（２６） 福山市新市町の吉備津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本殿と木造狛犬三体，毛抜型太刀四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親しまれ，ほらふき神事が盛大に行われている。 

③１０００年以上続く祇園祭で知られており，最終日には勇壮なけんか神輿が繰り広げられる。 

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） 鞆の浦は沼隈半島の南端に位置し，海流をうかがうために必ず船が通過・停泊する（   ）待ち，風待ち

の港として古くから栄えました。では，（   ）にあてはまる文字を記入してください。 

 

（２８） 福山市御幸町にある紙ヒコーキ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。 

①２００１年（平成１３年）に開館された。 

②紙ヒコーキを飛ばすための２６ｍのタワーが併設されている。 

③展示室には約５００点の紙ヒコーキが並んでいる。 

④館長は，紙ヒコーキの滞空時間世界記録を持っている。 

 

 

 



第８回 福山知っとる検定 〈２級〉 

-5- 

（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） 大伴旅人が太宰府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） ２０１４年（平成２６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：ふくやま港まつり２０１４ 

    Ｂ：第２１回ゲタリンピック２０１４ 

    Ｃ：第３３回ふくやまマラソン 

    Ｄ：山野峡山開き式 

 

（３２） ばらのまち福山をアピールし，１００万本のばらのまちの実現に向けた気運を高めることを目的として誕生

した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種類はモクセイです。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） ２０１３年（平成２５年）から名称を変更し，２０１４年（平成２６年）６月の環境月間からスタートした

「ふくやま（   ）」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事業です。では，この事業の名称の（   ）に入る言葉は次のうちどれでしょうか。 

    ①エコキャンペーン   ②エコプロジェクト   ③エコチャレンジ   ④エコトライアスロン 

 

（３６）・（３７） 

 福山市は１９１６年（大正５年）（ ３６ ）月１日の市制施行当時，面積５．８㎢，人口３万２，３５６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４７万２，

２７４人（２０１４年(平成２６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） 福山市の冬を彩るイベント「ＬＵＸＥＡＴＥＲ
ル ク シ ア タ

ふくやま２０１４」が，２０１４年（平成２６年）１２月 

２０日，２１日に開催されました。今年度は４つの灯りにまつわるプログラムから構成され，大勢の人で賑わ

いました。では，それらのプログラム名のうち，誤っているものは次のうちどれでしょうか。 

①灯りの巨大ツリー              ②灯りの地上絵アート 

③灯りのおもてなしモニュメント        ④灯りの書道アート 

 

（３９） 福山市は，都市ブランド事業を戦略的に展開しています。では，そのキャッチコピーである「（     ）

とは言わせない！」の（    ）に当てはまる言葉を正しく書いてください。 

 

（４０） 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始め多彩な催しが繰

り広げられました。また，食の祭典として，福山城公園を始めとする３か所で「福山（   ）フェスタ２０

１４」が開催され，大盛況に終わりました。では，（   ）に入る言葉を書いてください。 

 

（４１） 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里山コンや燻製講習会から内海町での竹や雑木の伐採など多岐にわた

り「（   ）ニュース」として，広報ふくやまで紹介されています。では，（   ）に当てはまる団体名は

次のうちどれでしょうか。 

    ①里山里地探検隊    ②地域おこし協力隊    ③里山里地協力隊    ④地域おこし探検隊 

 

（４２） 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た「春日池」，同じく灌漑用水を確保するため

に川をせき止めて造られた「服部大池」とともに「備後の三大大池」として知られるもう一つの池の名前は何

でしょうか。正しく書いてください。 

 

（４３） ２０１４年（平成２６年）９月６日（土），エフピコＲｉＭ７階にある施設が開館しました。その施設には，

工作教室にぴったりの工房があり，世界的インダストリアル・デザイナー榮
え

久
く

庵
あん

憲司
けんじ

の作品，福山を代表する

企業の製品，また特産品の琴や下駄も展示されています。では，その施設の名称を正しく書いてください。 

  

（４４） 黄色い車体が目印のバス「まわローズ」は，オムニバスタウン事業の一環として，バスの利用促進と中心市

街地の活性化を図るため，市内中心部の各公共施設や商業施設などを結んで運行する循環路線です。では，こ

の「まわローズ」の停留所で実在しないものは次のうちどれでしょうか。 

①天下橋        ②木綿橋         ③ローズアリーナ入口  ④リーデンローズ入口 

 

（４５） ２０１４年（平成２６年）３月１１日に，福山市立動物園で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

は，次のうちどれでしょうか。 

    ①「カラン」と「コロン」  ②「カーラ」と「カール」  ③「アム」と「ルー」  ④「アール」と「ムール」 
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（４６） 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「（   ）ばら プロジェクト １００年 今までもこれからも PASS THE ROSE FUKUYAMA」。１

００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。 

 

（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福山藩時代から伝わる「御絵図帳」をもとに，職人たちが現代の感覚を取り入れて，オリジナルの図柄を作

り上げた。 

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） 福山市加茂町にあるダムは，芦田川水系加茂川に２３年の歳月をかけて建設された治水用の重力式コンクリ

ートダムです。このダム湖はかつてダムの北側に城があったことから城山湖と名付けられました。では，この

ダムの名称は次のうちどれでしょうか。 

①土師ダム        ②三川ダム        ③藤尾ダム        ④四川ダム 

 

（４９） 福山市にある山の名称とその説明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蔵王山  ×  標高５４６ｍ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  ×  昔大蛇が住んでいたというのが名前の由来で別名「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大内，毛利の軍が向城を築き，山名理興と対戦した場所 

④切石山  ×  山頂には展望スポットがあり，瀬戸内海の多島美を眺望することができる 

 

（５０） 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，

その人物とは次のうちだれでしょうか。 

    ①池田理代子       ②マイク真木       ③西城秀樹        ④加藤登紀子 

 

（５１） 第７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６８作の中から（   ）の「たとえ

世界に背いても」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植田文博        ②松本寛大        ③糸冬了         ④神谷一心 

 

（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いただくため，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され，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杏⇒田尻町       ④ブドウ⇒沼隈町 
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（５３） 神辺駅から総社駅までを結ぶ井原線は，全長４１．７㎞の鉄道です。年に一度，井原鉄道の開業月に“ワン

コインデー”として１００円で１回乗車することができ，各駅で様々なイベントも開催されています。では，

井原線の停車駅のうち，福山市内のものは，いくつあるでしょうか。 

①１           ②２           ③３           ④４ 

 

（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市ある親善都市友好都市との文化，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，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岡崎市         ③タクロバン市        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 

 

（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」があります。福山市でも３つが登録されています。では，「びんご畳表」と「福山のくわい」と，もう１

つは次のうちどれでしょうか。 

①備後絣         ②松永下駄        ③福山琴          ④沼隈ぶどう 

 

（５８） 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   

 

（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」 
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（６０） 鞆の浦を舞台にした演歌「鞆の浦慕情」を歌ったことがきっかけで，２０１４年（平成２６年）１月７日，

ＡＫＢ４８に所属する演歌歌手である岩佐美咲が「福山・（   ）大使」に就任しました。では，（   ）

に入る言葉は次のうちどれでしょうか。 

①鞆の浦観光特別     ②鞆の浦応援特別     ③鞆の浦観光親善     ④鞆の浦応援親善 

 

 

【歴史・文化】 

（６１） 広島県東部に現存する役場建造物としては最古の建物である「旧（   ）村役場」は，１９７８年（昭和

５３年）に「（   ）民俗資料収蔵庫」として改修され，２０１４年（平成２６年）４月には国の登録有形文

化財（建造物）に登録されました。では，（   ）に当てはまる言葉は次のうちどれでしょうか。 

    ①芦田          ②駅家          ③山野          ④加茂 

 

（６２） 明王院では，毎月第３土曜日に建物内や境内を一般公開しており，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。２０１４年（平成２６年）１２月には，毎月の一般公開では公開されていない建造物の内部

も特別に公開されました。では，その建造物とは，次のうちどれでしょうか。 

①書院           ②庫裡           ③護摩堂         ④五重塔 

 

（６３） 「仙人が酔う程に美しい島」と言われる仙酔島や鞆の浦を有する「瀬戸内海国立公園」が日本で最初の国立

公園に指定されてから，２０１４年（平成２６年）３月に（   ）周年を迎えたことで，様々なイベント

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。 

    ①４０           ②６０          ③８０            ④１００ 

  

（６４） 万葉の昔から，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，江戸時代に港が整備され，現在

もその姿を残しています。では，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・

焚場
たでば

跡
あと

・波止
は と

とあと一つは何でしょうか。正しく書いてください。 

 

（６５） １９４５年（昭和２０年）８月８日の福山大空襲の犠牲者の冥福を祈り，平和を祈念し後世に伝えるため建

立された像は，現在，「福山市人権平和資料館」と「中央公園」にあります。では，その像の名称を正しく記

入してください。 

 

（６６） 福山市鞆町にある太田家住宅は，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 
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（６７） 福山城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福山城は譜代大名の水野勝成が１６１９年（元和５年）に完成させた。 

②旧福山城の長屋門は，鞆町に移設されており，現在は保命酒の店として活用されている。 

③福山城は，別名「蝙蝠城」とも呼ばれており，県史跡に指定されている。 

④５層６階の天守閣は１９４５年（昭和２０年）の福山大空襲により，筋鉄御門とともに焼失した。 

 

（６８） 備後弁で「きねり」が表す意味は，次のうちどれでしょうか。 

①もち          ②甘柿          ③木ねじ         ④こしあん 

 

（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，全国的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。 

 

（７２） 福山市北部に，地殻変動によってできた大きな石灰岩巨大礫の洞窟内にある，別名「岩穴宮」とも呼ばれる

神社があります。素戔嗚尊が八岐大蛇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する，この神

社の名前を正しく書いてください。 

 

（７３） 「バラへの慈しみが優しさ，思いやり，助け合いの心を育む。バラ作りは優しいまちづくりにつながる。」と

いう考え方は「福山ばら祭」の半世紀の歩みの中で自然発生的に生まれました。では，その考え方を何という

でしょうか。書いてください。 

 

（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 
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（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） 福山市新市町にある地名「相方」の読み方を正しく書いてください。 

 

（７８） 福山市沼隈町能登原は，源平争乱の時代「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２０

０ｍに浮かんでいる島は, 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 

 

（７９） ２０１４年（平成２６年）３月３１日，福山市内に（   ）公園がオープンしました。公園内には３つの

文化財があり，この周辺には３４本の桜も植えられています。阿武
あんの

信一
しんいち

初代市長の直筆による「不舎晝
ふしゃちゅう

夜
や

」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 

 

（８０） 福山市鞆町にある沼名前神社には，県の重要文化財に指定されている石鳥居があります。この石鳥居の上部

の笠木は先端が丸みを帯びてそり上がった変わった形状をしており，（   ）ぶすまとよばれています。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（   ）ヂェー」

を開催しています。「（   ）ヂェー」とは，ラテン語で「今日一日を有意義に使いましょう，楽しみましょ

う。」という意味で，世界の民族衣装体験等，様々なイベントが行われます。では，（   ）に入る言葉は，

次のうちどれでしょうか。 

①フォーラム       ②エトセトラ       ③ブルータス       ④カープ 
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（８３） 当木島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面積２．１７

㏊の島です。横島西南部の釜戸岬の「（   ）状風化」や「海食洞」と合わせ，地形的にも価値の高いものと

されています。１９７４年（昭和４９年），県の自然環境保全地域に指定されました。では，（   ）に入る

文字を書いてください。 

 

（８４） 姫谷焼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室町時代中期，姫谷焼物師市衛門によって開かれた。 

    ②九谷焼，伊万里焼とともに日本初期の色絵磁器の一つとされる 

    ③窯跡を発掘調査した結果，階段状連房式登窯が２基重複していることが確認された。 

    ④窯跡は１９３７年（昭和１２年）に県史跡に指定された。 

 

（８５） 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，安藤広重の浮世絵の題材になっている。 

 

 

【人物】 

（８６） 頼山陽は，江戸時代の豪商「大坂屋」が建てた邸宅の門楼を「対仙酔楼」と名付け，ここからの眺めを賞賛

して「山紫水明
さんしすいめい

」の熟語を考案したとも伝えられています。では，ここで構想を練ったといわれる頼山陽の著

作は次のうちどれでしょうか。 

①日本外史        ②日本逸史        ③日本書紀        ④大日本史 

  

（８７） 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 

 

（８８） 歴史上の人物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宮本武蔵は，水野勝成と深い交流があり，備後護国神社境内に宮本武蔵が腰かけたという庭石が現存する。 

②門田朴斎は，阿部６代藩主正寧に藩儒に採用され，御側付儒官として江戸に住んだ。  

③足利尊氏は，中国探題として鞆の大可島に入り，信賞必罰を徹底して備後の武士から厚い支持を得た。 

④水野梅径は，福山藩の藩士であり，著書に「はりぬき千句」などがある江戸期に活躍した俳人でもある。 

 

（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。 
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（９０） 水野勝成に関する次の記述のうち正しいものは次のうちどれでしょうか。 

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，徳川家康の叔父にあたる。 

④武蔵守であり，「鬼武蔵」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，次のうち井伏鱒二の作品でないものはどれでしょうか。 

①本日休診        ②木靴の山        ③田舎の食卓       ④早稲田の森 

 

（９２） 女性ファッション雑誌「non no」「an an」などでファッションモデルとして人気を博し，現在はＮＨＫ朝の

連続テレビ小説「マッサン」などで女優として活躍している福山出身の女優は次のうち誰でしょうか。 

    ①星奈優里        ②西田尚美        ③京野ことみ       ④小野文惠 

 

（９３） 福山市名誉市民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福原麟太郎は，長年日本の仏文学をリードし，仏国風の随筆文学を日本に開花させた学者で，日本芸術院賞

を受賞し，同芸術院会員として活躍した。 

②櫻田武は，日経連第４代会長を務め「ミスター日経連」と呼ばれ，池田勇人が首相を務めた時期には「財界

四天王」と称された。  

③村上銀一は，ブラジルに渡り，果樹園経営などを経て建設業で成功し，善行市民の表彰や青少年の海外交流

に貢献した。 

④森戸辰男は，戦後教育改革の手直しに取り組んだ文部大臣で，公選教育委員会の設置など教育民主化政策を

担った。衆議院議員を辞職した後は，福山大学の初代学長を務めた。 

 

（９４） 福山市出身の実業家「森下博」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。 

①１８９３年（明治２６年），薬種商「森下南陽堂」を創業した。 

②１９０５年（明治３８年）から懐中薬仁丹を世に出した。 

③世の中に役立つ広告方法を実践し，「日本の広告王」と称せられた。 

④鞆町の医王寺境内に町民の拠金による銅像が建立されている。 

 

（９５） ふくやま書道美術館にも作品が収蔵されている福山市出身の書家で，平安時代の名筆「関戸本古今集」に学

んで，独自の「かな」の作風を確立し，日本書芸院や日本かな書道会を設立した人は，次のうち誰でしょうか。 

①宮本竹逕        ②桑田笹舟        ③栗原蘆水        ④水野梅径 

 

（９６） 福山市鞆町にある（   ）のサンルームは，１９３２年（昭和７年）頃に藤井厚二によって設計されたも

のです。この建物は，２０１３年（平成２５年）に福山市出身の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（   ）に当てはまる別荘の名称は次のうちどれでしょう

か。 

    ①鞆の浦山荘       ②後山山荘        ③仙酔山荘        ④後山別荘 
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（９７） 広島県詩人協会の初代会長も務め，被爆２０周年を迎えるにあたって書いた詩「長い不在」が絶筆になった 

詩人で，終生故郷「福山」を離れることなく詩・句作を行ったのは次のうち誰でしょうか。 

①山本瀧之助       ②木下夕爾        ③吉川英史        ④野島泰治 

 

（９８） 福山市神辺町出身の作詞家，葛原しげるは晩年，郷土の子弟教育に尽力し地元の人たちから（   ）先生

と呼ばれ親しまれていました。では，何と呼ばれていたでしょうか。（   ）に入る文字を書いてください。 

 

（９９） 福山藩藩主，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。 

 

（１００） 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。 
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