
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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 

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 

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） 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サルスベリ ②コスモス ③ヒガンバナ ④ニチニチソウ 

 

（３） 鞆の浦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潮流をうかがうために多くの船が停泊する波待ち・時待ちの港として古くから栄えた。 

②南北朝時代，九州に落ちのびる途中で鞆の浦に立ち寄った足利尊氏は再起の足掛かりとして室城を築いた。 

③仙酔島には八つの浦があり，それぞれに大漁祈願の胡神社があったことから「八浦八胡」と呼ばれて来た。 

④三条実美ら七卿は，公武合体派に敗れ長州に落ち延びた後，再上洛を図った際，桝屋清右衛門宅に滞在した。 

 

（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，祭神として保食
うけもちの

神
かみ

や宇加之
う か の

魂
みたまの

神
かみ

など三つの神が祭られていま

す。ではもう一つの祭神は，次のうちどれでしょうか。 

①建御雷神 ②大己貴神 ③少彦名神 ④大国主大神 

 

（５） 鞆の浦の大可島城跡に建つある寺は，「いろは丸事件」の際には，紀州藩船「明光丸」の乗組員の宿泊所となり

ました。２０１１年（平成２３年）からその寺の座敷である「夾
きょう

明楼
めいろう

」が公開されています（要予約）。では，

この寺とは次のうちどれでしょうか。 

①福禅寺 ②安国寺 ③円福寺 ④小松寺 

 

（６） ２０１５年（平成２７年）１２月１２日から２０日まで開催された，「ＬＵＸＥＡＴＥＲふくやま２０１５」で

は，「ふくやま 夢・みらい」をテーマに様々な催しが開催され，多くの観客でにぎわいました。では，そのイ

ベントの内容として誤っているものは次のうちどれでしょうか。 

    ①「市制施行１００周年をめざす 水に浮かぶ９９個のばら」等の「灯りのおもてなしアート」 

    ②灯りの空間に似合う室内音楽コンサートを実施する「灯りのロビーコンサート」 

    ③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」 

    ④照明を消した会場で，ライトスーツを着たパフォーマーが突然踊りだす「灯りのフラッシュモブ」 

 

（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。 
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（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。２０１５年（平成２７年）に開催された，第２２回ゲタリンピック２０１５のテーマは（   ）

と書いて「いっぱし」と読みます。では，（   ）に入る言葉は次のうちどれでしょうか。 

   ①全力 ②一足 ③下駄 ④本気 

 

（９） 毎年５月に鞆沖で開催される「福山・鞆の浦観光鯛網」は，江戸時代初期に水野勝成の命を受けて走島の庄屋・

村上太郎兵衛と鞆の当納屋忠兵衛が考案したといわれる伝統漁法を今に伝える観光イベントです。では，観光鯛

網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しばり網漁は，漁船２隻が長さ約１，５００ｍ，幅約１００ｍの網を用いて行うものである。 

②観覧船で，仙酔島の周りを１周するクルージングが体験できる。 

③網を揚げている親船に乗り移り，獲れたての鯛を買うことができ，人気がある。   

④観光鯛網終了後，鞆の浦史跡めぐりが１時間無料で体験できる。  

 

（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福山市鞆町後地と草戸町を結ぶ総延長３０㎞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，鹿や孔雀が飼育されている。 

 

（１２） ２０１３年（平成２５年），エフピコＲｉＭ６階に，ある施設が開館しました。その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「国際聚蔵館」は藍染め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」は小林和作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に縮小した大理石製の凱旋門がある。 

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。 
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（１４） 福山市丸之内にある福寿会館は，安部和助が別荘として昭和初期に建築したもので，建物は本館・西茶室・

南茶室・西蔵・東蔵・洋館があり，すべて国の登録有形文化財となっています。本館の表玄関はある特徴的な

造りとなっていますが，その造りとは次のうちどれでしょうか。 

①木賊葺比翼千鳥破風             ②杉皮葺切妻破風 

③檜皮葺唐破風                ④松皮葺入母屋破風 

 

（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：八朔の馬出し 

    Ｂ：お弓神事 

    Ｃ：芽の輪くぐり 

    Ｄ：福山鞆の浦弁天島花火大会 

 

（１６） ２０１５年（平成２７年）５月２日，福山市神辺町出身の童謡作詞家・葛原しげるの生家「葛原邸」の改修

工事が完了し，お披露目会が開かれました。この生家前では，毎年葛原しげるの命日にちなんだ「くずはら祭」

が開催されています。では，次のうち何月に開催されているでしょうか。 

①３月 ②６月 ③９月 ④１２月 

 

（１７） 今年で第３５回を迎えるふくやまマラソンは，福山市市制施行１００周年記念大会として開催されます。今

回はハーフマラソンコースをこれまでのコースにかえて「鞆の浦コース」として特別に設定しています。では，

その出発地は次のうちどれでしょうか。 

①ローズアリーナ ②福山市体育館 ③鞆の浦歴史民俗資料館 ④竹ケ端運動公園 

 

（１８） 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。 

 

（１９） 平家谷の平通盛の菩提寺として伝わる福泉坊の境内には，高さ１２ｍ・横幅１７ｍの古木があります。では，

その古木とは，次のうち何の古木でしょうか。 

①シダレザクラ ②ソメイヨシノ ③ツバキ ④タイサンボク 

 

（２０） 「ふくやま文学館」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福山城公園内に，１９９９年（平成１１年）に開館した施設である。 

    ②施設の外観は井伏鱒二の郷里である加茂地方の民家をイメージしてデザインされたものである。 

    ③井伏鱒二の書斎を再現したコーナーがあり，実際の愛用品も展示されている。 

    ④市内の児童・生徒の作文を対象にした「井伏鱒二賞」を主催し，毎年表彰している。 
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（２１） 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，前夜祭として花火が打ち上げられた他，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。 

    ①第５０回 ②第６０回 ③第７０回 ④第８０回 

 

（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施設には，アンネの部屋の再現や，アウシュビッツ収容所の模型を備えている。 

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

③ホロコーストを知ってもらうために日本で最初に作られた，子どもたちの学びの場として注目を集めた。 

④２００８年（平成２０年）に，新館がオープンし，翌年イギリス国際建築賞を受賞した。 

 

（２３） 福山市神辺町にある廉塾は，江戸時代後期の儒学者・菅茶山が開いた塾で，講堂・寮舎・居宅・書庫・菜園・

養魚池があります。１９５３年（昭和２８年）に国の特別史跡に指定されました。では，この廉塾の塾頭を務

めた時期もあったとされる人物は，次のうち誰でしょうか。 

①林羅山 ②尾藤二洲 ③頼山陽 ④頼春水 

 

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

②山南川沿いにある施設であり，その下流には「道の駅アリストぬまくま」がある。 

③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。 

④数寄屋造りの茶室「梔子庵」は，国の登録文化財に指定されている。 

 

（２５） 福山市新市町にある（   ）神社の本殿は福山藩主・水野勝成が１６４８年（慶安元年）に造営した，桁

行七間，梁間四間の雄大な規模の建物で，この本殿と木造
もくぞう

狛犬
こまいぬ

三体
さんたい

，毛抜形太刀四振
け ぬ き が た た ち よ ん ふ

りは国の重要文化財に指

定されています。では，（   ）に当てはまる神社の名前を正しく書いてください。 

 

（２６） 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

永はきもの資料館」として，２０１５年（平成２７年）７月４日にオープンしました。では，この資料館の愛

称は何でしょうか。正しく書いてください。 

 

（２７） 福山市加茂町にある四川ダムは，芦田川水系加茂川四川に２３年間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，ダムの北側にかつて城があったという歴史にちなんで名前が付けら

れました。では，その名前とは次のうちどれでしょうか。 

①城池湖 ②城川湖 ③城谷湖 ④城山湖 
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（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。 

①展示室には約５００点の紙ヒコーキが並んでいる。 

②館長は，紙ヒコーキの滞空時間世界記録を持っている。 

③日本折り紙ヒコーキ協会会長が経営する私設の博物館である。 

④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。 

 

（２９） 「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」は，日本最初の国立

公園に指定されました。では，その指定された年は，次のうちどれでしょうか。 

①1924年（大正 13年） ②1930年（昭和 5年） ③1934年（昭和 9年） ④1940年（昭和 15年） 

 

（３０） 万葉集には鞆の浦をうたった歌が８首残されています。市営渡船場近くにある歌碑には，大伴旅人が大宰府

の任期を終えて鞆の浦に立ち寄った時にうたった歌が刻まれています。では，その歌は次のうちどれでしょう

か。 

①「鞆の浦の磯のむろの木見むごとに 相見し妹は忘らえめやも」    

②「磯の上に根這ふむろの木見し人を いづらと問はば語り告げむか」 

③「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」   

④「海人小舟帆かも張れると見るまでに 鞆の浦廻に波立てり見ゆ」 

 

 

【地理・産業・時事】 

（３１） ２０１５年（平成２７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：福山・鞆の浦観光鯛網 

    Ｂ：第２１回ゲタリンピック２０１５ 

    Ｃ：第３４回ふくやまマラソン 

    Ｄ：ふくやま港まつり２０１５ 

 

（３２） 「すべての市民が健やかで・心豊かに生活できる・活気あるまち・福山」の実現を目指して策定された福山

市の健康づくり計画「健康ふくやま２１」のイメージキャラクター（下図）の名前を正しく書いてください。 

 

 

 

（３３）・（３４） 

 福山市の“市の花”は２種類あります。１９８５年（昭和６０年）に（３３）が，２００３年（平成１５年）

に新しく（３４）が“市の花”に指定されました。では，（３３）（３４）に当てはまる花の名前を記入してく

ださい。 
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（３５） ２０１５年（平成２７年）９月２７日に駅家町の動物愛護センターで「動物愛護のつどい」が開催され，犬

や猫の愛好家をはじめ，多くの人でにぎわいました。では，「動物愛護のつどい」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動物ヘルシーアップ料理教室           ②動物健康相談 

    ③長寿犬の表彰式                 ④動物のふれあい教室 

 

（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㎢，人口約（ ３７ ）万

人でした。その後，１市１０町２０村と計１０度の合併を重ね現在では，面積５１８．１㎢，人口約４７万人

（２０１５年(平成２７年）１２月末現在）となり，２０１６年（平成２８年）には市制施行１００周年を迎え

ます。では，（ ３６ ）（ ３７ ）に入る数字をそれぞれ記入してください。 

 

（３８） ２０１５年（平成２７年）３月２５日，鞆の浦で新たに２件が本市の文化財に指定されました。一つは瀬戸

内海域の漁業の様相を示す無形民俗文化財「鞆の浦鯛しばり網漁法」です。では，もう一つは次のうちどれで

しょうか。 

    ①沼名前神社豊臣秀吉関係史料         ②桝屋清右衛門宅坂本龍馬関係史料 

    ③対仙酔楼頼山陽関係史料           ④福禅寺対潮楼朝鮮通信使関係史料 

 

（３９） ２０１５年（平成２７年）１月からＴＢＳ系の日曜劇場で放送されたドラマ「流星ワゴン」のロケが，福山

市内で行われ，鞆の浦が重要な舞台となりました。鞆小学校では，出演者と約１,０００人のエキストラで運

動会のあるシーンが撮影され，ロケ終了後には交流イベントも開催されました。では，運動会で撮影されたシ

ーンとは，次のうちどれでしょうか。 

    ①玉入れ ②騎馬戦 ③徒競争 ④綱引き 

 

（４０） ２０１５年（平成２７年）３月３０日，福山駅の改札口東に福山駅観光案内所がリニューアルオープンしま

した。市内観光地へのアクセスをはじめ，食事所や宿泊施設の案内も行います。その他にも，福山の魅力を伝

えるためのあるスペースを備えています。では，そのスペースとは次のうちどれでしょうか。 

    ①特産品の展示スペース            ②うずみの試食スペース 

③ばらの販売スペース             ④折りばらの練習スペース 

 

（４１） 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，「ばらの日」を制定しています。では，「ばらの日」は次のうちどれでしょうか。 

    ①３月２１日 ②５月２１日 ③７月２１日 ④９月２１日 

 

（４２） 福山市の北部に位置する池で，１６４３年（寛永２０年）に福山藩初代藩主水野勝成が灌漑用水を確保する

ために川をせき止めて造らせました。では，瀬戸町の「瀬戸池」，春日町の「春日池」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。 
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（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２０１５年度

（平成２７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岩合光昭写真展「ねこ歩き」 

②視覚のトリック 光る？動く！キネティック・アート展 

③尾張徳川家の名宝－優美なる茶と香の世界－ 

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） 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ぶ中心部循環路線として運行している，黄色い車体が目印のバスの名前は何という

でしょうか。正しく書いてください。 

 

（４５） 福山市立動物園では，２０１５年（平成２７年）６月２４日にアミメキリンの赤ちゃんが生まれました。赤

ちゃんの愛称は，１，１９０人の応募の中から福山市の特産品にちなみ，決定されました。ではその愛称を書

いてください。 

 

（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） 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，誤っているものを一つ選んでください。 

①伊予絣，久留米絣と並んで日本三大絣に数えられる。 

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，素朴な魅力にあふれている。 

③井伏鱒二の小説「珍品堂主人」にも登場する。 

④主に福山市，府中市，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った。 

 

（４８） 福山市を舞台とした，ミステリー小説「星
せい

籠
ろ

の海」が，市制施行１００周年記念映画「探偵ミタライの事件

簿 星籠の海」として映画化され，２０１６年（平成２８年）６月４日の公開を予定しています。ではこの映画

の主人公である「探偵ミタライ」を演じているのは，次のうち誰でしょう。 

    ①本郷奏多 ②堂本光一 ③玉木宏 ④岡田将生 

 

（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，標高２２６ｍの富士山に似た山である。 

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である。 

④切石山 × 内海町田島にある標高２２８ｍの山で，県の自然海浜保全地区に指定されている。 
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（５０） ふくやま美術館では，２０１５年（平成２７年）１２月９日から翌年１月１７日までの間，冬季所蔵品展が

行われました。展示品の中には，徳川家康が手にし，紀州徳川家の重宝として大切に守り伝えられてきた太刀

もありました。では，現在では国宝に指定されているその刀とは次のうちどれでしょうか。 

    ①三日月宗近 ②江雪左文字 ③五月雨江 ④水神切兼光 

 

（５１） 第８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９６作の中から（   ）の「アムス

テルダムの詭計」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原進一 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⇒箕島町 ②もも⇒神辺町 ③杏⇒田尻町 ④しょうが⇒駅家町 

 

（５３） 福山市西町にあるエフピコＲｉＭ７階の「福山市ものづくり交流館」には，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
え

久
く

庵
あん

憲司
けんじ

がデザインしたＹＡＭＡＨＡバイク「ＹＡ－１」が展示されていました。

２０１５年（平成２７年）９月２９日からはそれに代わってあるものの模型が展示されています。では，その

あるものとは次のうちどれでしょうか。 

    ①飛行艇「フライングヨット」       ②マツダ自動車「コスモスポーツ」 

    ③新幹線Ｅ３系「こまち」         ④ＹＡＭＡＨＡバイク「ＶＭＡＸ」 

 

（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，誤っている

ものを一つ選んでください。 

①広島県東部を流れる一級河川で，備後地方の「母なる川」として親しまれている。 

②延長１０３ｋｍ，流域面積１，７１０ｋ㎡で，消防出初め式や福山夏まつりあしだ川花火大会が行われる。 

③毎年，「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行っている。 

④河口には国際大会も開催できる２，０００ｍのＡ級ボートコース・芦田川漕艇場がある。 

 

（５５） 福山市は，国内外の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を推進しています。では，

親善友好都市のうち，本市と同日に市制施行１００周年を迎える岡崎市（愛知県）と提携を結んで，２０１６

年（平成２８年）には何周年になるでしょうか。次から選んでください。 

    ①４０ ②４５ ③５０ ④５５ 

 

（５６） 保命酒は，焼酎ともち米を主原料とする甘口の原酒に，地黄・甘草など（   ）種の薬味を漬けた薬味酒

です。浦賀にやってきたペリー提督一行や，ハリス総領事一行にも振舞われました。では，（   ）にあて

はまる数字を書いてください。 
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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，福山市では福山琴，福山のくわい，びんご（   ）の３件が登録されています。では，（   ）

に入る商品は次のうちどれでしょうか。 

①畳表 ②絣 ③下駄 ④箪笥 

 

（５８） 福山市笠岡町で１２２年続いた老舗映画館が２０１４年（平成２６年）８月末に閉館しました。このことを

題材にした映画が１１月に全国公開され，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

が行われました。では，藤原令子主演のこの映画の題名は次のうちどれでしょうか。 

①キネマの天使 ②キネマの天地 ③シネマの天使 ④シネマの天地 

 

（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。 

「子どもたちのために （   ）と美しい町をつくりましょう」 

 

（６０） クワイは，田んぼの（    ）といわれ，芽が出る姿と芽の鋭さから縁起物として，正月のおせち料理な

どに利用されます。ビタミンＢ１，Ｂ２，ミネラルが豊富で，身体の調子を整え，独特の苦味成分には発がん

を抑制し，免疫力を高める効果があるともいわれています。では，（    ）にあてはまるものは次のうち

どれでしょうか。 

①エメラルド ②アメシスト ③サファイア ④ダイヤモンド 

 

 

【歴史・文化】 

（６１） 福山市にある島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宇治島 × 鞆の浦から約１５㎞沖，県東端に位置する無人島で，鹿やクジャクが生息している。 

    ②矢ノ島 × 源平合戦で平教経が射た矢が根を下ろし，竹が生い茂ったことが名前の由来といわれている。 

    ③当木島 × 内海町西南端に位置する島で，２ヵ所のくびれで三つに分かれた形をしている。 

    ④弁天島 × 鎌倉時代にある侍が，付近で銭百貫目を落としたことから「百貫島」とも呼ばれている。 

 

（６２） 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 

 

（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阿伏兎岬の突端に建つ磐台寺客殿は，桃山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朱塗りの観音堂は県の重要文化財に，客殿は欄間の意匠も優美なことで国の重要文化財に指定されている。 

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。 
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（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

・雁木
がんぎ

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（   ）日の福山空襲で市街地の大部分が焦土と化しましたが，

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。では，（   ）にあてはまる数字を記入してくだ

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 

 

（６７） 福山城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福山城は譜代大名の水野勝成が１６２２年（元和８年）に完成させた。 

②福山城は別名，久松城，葦陽城とも呼ばれている。 

③旧福山城の長屋門は鞆町に移築されており，現在は保命酒の店として活用されている。 

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

 

（６８） 備後弁で「すなおろし」が表す食材は，次のうちどれでしょうか。 

①こんにゃく ②あさり ③れんこん ④ごぼう 

 

（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松永駅南口には本荘（庄）重政の像があり，左手に絵図面，右手に鍬を持ち，歴史を今に伝えている。 

④１９６０年（昭和３５年）の国策による一斉廃止前には，産出量は２万２,０００ｔ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）に国史跡に指定された。 

②墳丘長６８ｍ，周溝を含む全長７３ｍの古墳時代後期では県内最大の前方後円墳である。 

③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ものは二子塚古墳しかない。 

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，誤っているものを一つ選んでください。 

①もともとはうちわを持ったが，昭和に入って竹片「四ツ竹」を打ち鳴らすようになった。 

②死没者供養のため，三味線に合わせて町衆や武士が夕涼み姿のまま踊り始めたのが原型である。 

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。 

④二上りおどりは広島県無形民俗文化財に指定されており，保存会によって継承されている。 
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（７２） 素盞嗚
すさのおの

尊
みこと

が八
や

岐
またの

大蛇
おろち

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 

 

（７３） 「１００万本のばらのまち」をめざす福山市には，戦後復興から半世紀の歩みのなかで，誕生し根付いた言

葉があります。その言葉は「思いやり 優しさ 助け合いの心」を表すもので，平和，ばら栽培に必要な愛情，

人への優しさなど様々な思いが込められています。ではその言葉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，水野勝成が建立安置したものは，次のうちどれでしょうか。 

①子安観音菩薩 ②木造阿弥陀三尊像 ③木造法燈国師坐像 ④石造地蔵菩薩像 

 

（７５） 吉凶を占うことから始まったといわれ，実際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，沼名前神社などに奉納したものです。では，その奉納したものとは何でしょうか。正しく書いてく

ださい。 

 

（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，堂々川では１７３０年（享保１５年）頃から砂

留が建設され，現在では，国の登録有形文化財にも指定されています。では，現存している砂留の数は次のう

ちどれでしょうか。 

    ①１２基 ②１４基 ③１６基 ④１８基 

 

（７７） 福山市芦田町にある地名「柞磨」の読み方を書いてください。 

 

（７８） 福山市では，市制施行１００周年となる２０１６年（平成２８年）に向けて，「１００万本のばらのまち」を

めざしており，２０１５年（平成２７年）９月末現在，市内各地には約９６万本のばらが植栽されています。

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チャーミーふくやま ②プリンセスふくやま ③プリティふくやま ④アニバーサリーふくやま 

 

（７９） 福山城の天守閣は１９４５年（昭和２０年）の福山空襲で焼失し，福山市市制施行（   ）周年記念事業

として再建されました。現在は博物館として利用されており，歴代藩主の遺品や資料のほか，福山を中心とし

た備後地方の貴重な資料が収蔵・展示されています。では，（   ）に入る数字を書いてください。 

 

（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。 

 

 



第９回 福山知っとる検定 〈２級〉 

-12- 

（８１） 芦田川底に埋もれている草戸千軒町遺跡は，郷土史「備陽六郡志」に水没したという伝承が記載される一方，

町の様子が書かれていなかったため，想像上の町といわれていました。昭和になり，河川工事によって遺物が

出土したことにより実在した事が確認され発掘調査が開始されました。では，発掘調査は次のうち何年から開

始されたでしょうか。 

①1941年（昭和 16年） ②1951年（昭和 26年） ③1961年（昭和 36年） ④1971年（昭和 46年） 

 

（８２） 福山市寺町にある賢忠寺は，水野勝成が父・忠重の菩提を弔うために創建した曹洞宗の寺院です。忠重をは

じめ水野家歴代当主の菩提寺でもあり，水野家ゆかりの文化財も数多く所有しています。では，賢忠寺に墓所

を置いていない当主は次のうち誰でしょうか。 

①水野勝成 ②水野勝俊 ③水野勝貞 ④水野勝種 

 

（８３） 相方城跡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芦田川沿いの標高１９０ｍの東西に長い丘陵にある山城跡である。 

②戦国時代末期から有地氏，毛利氏が在城したといわれている。 

③戦国時代に，相方城から草戸稲荷神社に城門２つが移築された。 

④石塁や横矢，石段が存在し，中世城郭から近世城郭への過渡期を示す貴重な史跡である。 

 

（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。 

    ②鎌倉時代中期，姫谷焼物師柿右衛門によって開かれた。 

    ③窯跡は１９３７年（昭和１２年）に県史跡に指定された。 

    ④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。 

 

（８５） 福山市無形民俗文化財に指定されている「（   ）とんど」は新しい１年の無病息災や五穀豊穣を願うとん

どです。とんどを激しくぶつけあうことから「暴れとんど」と呼ばれています。では，（   ）に当てはま

る地名を正しく書いてください。 

 

 

【人物】 

（８６） 頼山陽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江戸時代の豪商「大坂屋」が建てた邸宅の門楼を「対仙酔楼」と名付けた。 

    ②「対仙酔楼」の門楼からの眺めを賞賛して，「山紫水明」の熟語を生み出した。 

    ③「対仙酔楼」に滞在し，「大日本史」の構想を練ったといわれている。 

    ④１９５３年（昭和２８年）に国の特別史跡に指定された神辺にある塾の塾頭を務めた。 

 

（８７） 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

動を行った人物で，まんが「福山を知ローゼ」第３集の題材にもなったのは次のうち誰でしょうか。 

    ①窪田次郎 ②河相周兵衛 ③山本瀧之助 ④箱田良助 
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（８８） 福山市神辺町出身の医学者で，第四区府県立大島療養所長などを歴任し，生涯を通じて療養所の運営に尽力

しながら，ハンセン病の治療や研究，さらに予防事業に情熱を傾け，国内外で活躍した人物は次のうち誰でし

ょうか。 

    ①丸山鶴吉 ②清水郁太郎 ③野島泰治 ④森戸辰男 

 

（８９） 文化勲章を受章した芸術家，平櫛田中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写実的な作風で知られ，高村光雲，朝倉文夫とともに近代日本を代表する彫刻家の一人である。 

    ②代表作に国立劇場の「鏡獅子」や「烏有先生」「転生」などがある。 

    ③ＪＲ福山駅南口にある「五浦釣人像」は，恩師・江木鰐水の姿を写したものである。 

    ④福山市名誉市民であるとともに，井原市名誉市民，東京都小平市名誉市民である。 

 

（９０） 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（   ）万石

の領主となり，城下町の建設や産業育成，治水を積極的に行い福山発展の基礎を築きました。では，（   ）

にあてはまる数字は，次のうちどれでしょうか。 

①５ ②１０ ③１５ ④２０ 

 

（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山椒魚 ③田舎の食卓 ④早稲田の森 

 

（９２） 福山市出身の歌手である世良公則は，日曜劇場「下町ロケット」に出演するなど俳優としても活躍していま

す。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。 

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） 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村上銀一は，東大医学部本科第１回を首席卒業し，ベルリン大，ウィーン大に留学後，東大医学部教授に就

任し，わが国最初の産婦人科担当の教授となった。 

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宮地茂は，福山大学を開学，初代学長であり，福山平成大学の開学へも尽力するなど，教育・文化の発展や

地域活性化に貢献した。 

④森戸辰男は，６･３学校制度を導入した文部大臣であり，広島大学の初代学長も務めた。 
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（９４） 木下夕爾は福山市御幸町出身の詩人で，文芸汎論詩集賞を受賞し，広島県詩人協会の初代会長を務め，故郷

「福山」を離れることなく詩作，句作に励みました。では，被爆２０周年を迎えるにあたって書き，絶筆とな

った詩の題名は，次のうちどれでしょうか。 

①若草 ②春燈 ③晩夏 ④長い不在 

 

（９５） 福山市が創設した「ばらのまち福山ミステリー文学新人賞」の選者で，福山知っとる検定の合格バッジのデ

ザインも行った福山市出身の本格ミステリー作家・島田荘司のデビュー作は，次のうちどれでしょうか。 

①展望塔の殺人 ②灰の迷宮 ③占星術殺人事件 ④幽体離脱殺人事件 

 

（９６） 日本の気候・風土と西洋的な空間構成を融合させる手法を提示し，建築環境工学の先駆者として知られ，「聴

竹居」と命名された住居が，近代住宅建築の代表作とされている福山市出身の建築家は誰でしょうか。 

①桑田笹舟 ②藤井厚二 ③武田五一 ④吉川英史 

 

（９７） 長年にわたって日本の英文学界をリードし，英国風の随筆文学を日本の風土に開花させた業績によって日本

芸術院賞を受賞した人物で，福山市名誉市民でもある人物は次のうち誰でしょうか。 

    ①福原麟太郎 ②神原秀夫 ③友竹正則 ④中野裕之 

 

（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） 福山藩藩主・阿部正弘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。 

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。 

②宝永差出帳，３５カ条の規定，年貢納入規定などを発布して領国支配を確立させた。 

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「誠之館」を「弘道館」に改め，身分によらない教育を行った。 

 

（１００） 福山市の名誉市民で，日本画壇の巨匠として活躍し，第６回帝展で「芥子
け し

」，第８回帝展で「鳴 九
きゅうこうに

皐
なく

」，第

９回帝展で「牡丹」が連続特選となった人物は，次のうち誰でしょうか。 

①猪原大華 ②平井直水 ③西家桂州 ④金島桂華 
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