
2008 かこがわ検定-初級 問題と正解

問 問題 選択肢① 選択肢② 選択肢③ 選択肢④ 正解

1
「おーっとしぃ」はどんな時に使う
言葉でしょうか。 悲しい時 嬉しい時 驚いた時 ねむい時 ③

2
ＪＲ加古川線の始点の駅は加古川駅
ですが、終点の駅はどこでしょう
か。

厄神駅 西脇市駅 谷川駅 福知山駅 ③

3 かつて加古川にも飛行場がありましたが、それは何町でしょうか。 志方町 別府町 八幡町 尾上町 ④

4 シューズ界のカリスマ三村仁司さんが入社した会社名は何でしょうか。 アディダス 世界長 ナイキ オニツカ ④

5
映画「スウィングガールズ」で上野
樹里さん扮するヒロイン鈴木友子が
演奏する楽器は何でしょうか。

フルート トロンボー
ン

テナーサッ
クス

クラリネッ
ト ③

6
英語の「What's happen!」は次の加
古川地方の方言のどの意味に近いで
しょうか。

ごーわく きやへん なんどいや だぼ ③

7
加古川から水源を引き、加古川市内
に巡らされた水路はどれでしょう
か。

寺田用水 五カ井用水 庄内用水 六カ井用水 ②

8

加古川では40年程前までお好み焼き
のことをなんと言っていたでしょう
か。 ばくてん にくてん もだてん いだてん ②

9

加古川で徴兵検査を受けた作家三島
由紀夫は、一時期官僚生活を送りま
した。その勤務先は次のどれでしょ
うか。

外務省 農林省 大蔵省 文部省 ③

10

加古川の上流から河口にまで生息
し、食べると美味しいエビの種類は
どれでしょうか。 沼エビ 手長エビ 桜エビ 車エビ ②

11

加古川まつりのフィナーレを飾る花
火大会で、去年、打ち上げられた花
火の総数は約何発だったでしょう
か？

約120発 約550発 約2,300発 約3,200発 ④

12

加古川駅から「かこバス」に乗って
加古川市役所に行くとき、どのルー
トに乗ればよいでしょうか。

東加古川
ルートまた
は別府ルー
トのどちら
でもよい

東加古川
ルートのみ
しか行かな
い

別府ルート
のみしか行
かない

市役所には
行かないの
で乗っては
いけない

①

13
加古川海洋文化センターの１階にあ
る海についての展示室は何と呼ばれ
ているでしょうか。

オーシャン
パーク

オーシャン
ルーム

オーシャン
広場

オーシャン
ランド ①

14

寺家町のホッターズには、昭和30年
代に爆発的に普及したオート三輪が
展示してあります。桑田佳祐(サザ
ンオールスターズ)監督作品「稲村
ジェーン」にも出てくるこのオート
三輪の商品名は次のどれでしょう。

スマート ビッグ
ウェーブ コニー ミゼット ④

15
加古川市の広報誌「広報かこがわ」
は毎月約何部発行されているでしょ
うか。

95,000部 115,000部 135,000部 155,000部 ①

16
加古川市の産業で、東京、奈良と並
んで日本３大産地となっていたもの
は何でしょうか。

靴下 毛布 建具 つり針 ①
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問 問題 選択肢① 選択肢② 選択肢③ 選択肢④ 正解

17

平荘湖のそばに「ウェルネスパー
ク」があります。施設内には温水
プール、トレーニングジム室、音楽
ホールなどがありますが、音楽ホー
ルは何と呼ばれているでしょうか。

コスモホー
ル

ベルディ
ホール

アルカイッ
クホール

アラベスク
ホール ④

18 加古川市の木は次のうちどれでしょうか。 クロマツ アカマツ スギ モミ ①

19 加古川市出身の旭堂南海さんが演ずるジャンルは次のどれでしょうか。 落語 漫談 三味線 講談 ④

20
加古川市内のJRの駅で１日の乗降者
数が最も少ない駅はどれでしょう
か。

東加古川駅 加古川駅 厄神駅 日岡駅 ④

21

加古川市立総合体育館には、３つの
テーマがあります。次のうちそれに
当てはまらないのはどれでしょう
か。

する みる はぐくむ ささえる ③

22

加古川総合文化センターにある博物
館には、特に古墳時代の資料が質・
量ともに豊富に揃っています。（
）から出土した金銅製帯金具や大量
の鉄製品などは、貴重なものです。
さて、上の（　　　　）のなかに入
るものはどれでしょうか。

行者塚古墳 日岡山古墳群 聖陵山古墳 池尻古墳群 ①

23

加古川大橋東詰の南側、春日神社境
内にある赤壁神社ですが、この神社
にまつわる伝承に登場する動物は次
のうちどれでしょうか。

猿 鳥 猫 犬 ③

24 加古川地域独自の方言でないのはどれでしょうか。
どくしょい ぎょうさん おおきに べっちょな

い ③

25

加古川町の称名寺一帯は加古川城跡
です。境内の（　　　）の木は昔か
ら加古川の町のシンボルでした。さ
て、上の（　　　）に入るのはどれ
でしょうか。

イチョウ クスノキ スギ ハナミズキ ①

26

加古川名物「かつめし」。
加古川以外の地域ではこの「かつめ
し」を、ドレミで表すと「ラララ
[ド]」と発音するところが多いよう
です。さて、地元・加古川ではどの
ように発音するでしょうか。
(注) [ ]付きは１オクターブ上の音
を意味します。

ドレミド ラララシ ソ[ド]ソ
[ド]

ララ[ド]
ファ ④

27
教信寺の教信上人像は体の一部しか
残っていません。それはどこの部位
でしょうか。

頭部 左腕部 右手首部 左脚部 ①

28
玉岡かおるさんが『をんな紋』（角
川書店）で賞候補になった文学賞は
次のうちどれでしょうか。

三島由紀夫
賞

平林たい子
文学賞

山本周五郎
賞 女流文学賞 ③

29 剣豪宮本武蔵の養子伊織が再建に努力した神社は次のどれでしょうか。 泊神社 生石神社 野口神社 稲根神社 ①

30 現在、野口町長砂にある卸売市場の正式名称は何でしょうか。
加古川公設
卸売市場

加古川私設
中央卸売市
場

加古川市中
央卸売市場

加古川市公
設地方卸売
市場

④

31

現在、加古川市内の映画館はワー
ナーマイカル1館ですが、昭和21～
40年前半にかけては何館あったで
しょうか。

２館 ４館 ６館 10館 ③
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32
国宝鶴林寺本堂と同年に建立された
と考えられている有名な国宝建築は
次のどれでしょうか。

東大寺大仏
殿 鹿苑寺金閣 慈照寺銀閣 東寺五重塔 ②

33
加古川市の臨海部を走る山陽電車は
加古川市内にいくつ駅があるでしょ
うか。

２つ ３つ ４つ ５つ ②

34 寺家町商店街の長さはおおよそどれくらいでしょうか。 470m 500m 530m 560m ①

35
次のうちで日本毛織株式会社の設立
を発起した人は誰でしょうか。 多木久米次

郎 藤原勝司 長谷川一夫 川西清兵衛 ④

36

次の文は加古川市のウェルネス都市
宣言文の冒頭です。(  )に入る言葉
は何でしょうか。

「ひと」がほほえみ　「まち」が輝
き　「(　　)」があふれる。

自然 愛 情熱 緑 ①

37
国重要文化財 地蔵菩薩半跏像を所
蔵している長楽寺はどこにあるで
しょうか。

八幡町宗佐 志方町永室 加古川町本町 平岡町一色 ②

38
出版プロデューサーを自称した神吉
晴夫が企画した出版シリーズは次の
どれでしょうか。

ジョイ・ノ
ベルズ

カッパ・
ブックス

講談社α文
庫 ＰＨＰ文庫 ②

39

昭和59（1984）年に廃止になった、
国鉄高砂線ですが、昭和41（1966）
年には年間輸送人数が歴代最高を記
録しました。次のどれでしょうか。

約95万人 約105万人 約115万人 約125万人 ④

40
菅原洋一さんがレコード大賞を受賞
した曲のタイトルは何でしょうか。 アマン 知りたくな

いの
今日でお別
れ

忘れな草を
あなたに ③

41

西神吉町には、総合体育館や陸上競
技場など、本格的なスポーツ施設が
整備されています。さて、このうち
陸上競技場のトラックは、何色で
しょうか。

赤色 青色 黄色 オレンジ色 ②

42

戦後間もない頃、加古川駅前の洋食
店で誕生したと言われる加古川名物
「かつめし」ですが、現在、加古
川・高砂両市内でかつめしを食べる
ことができるお店は、約何店舗で
しょうか。

約20軒 約50軒 約80軒 100軒以上 ④

43 大路恵美さんがテレビドラマに初出演した作品はどれでしょうか。 あぐり
うちのママ
は賭博師 ひとつ屋根

の下 剣客商売 ②

44

鶴林寺公園で行われる「加古川薪
能」は加古川市民会館で行われる場
合、何と名称を変えて行われるで
しょうか。

加古川陽炎
能

加古川蜻蛉
能

加古川蝋燭
能

加古川蟋蟀
能 ③

45 藤原紀香さんと結婚した陣内智則さんが生まれたのは何町でしょうか。 別府町 平岡町 尾上町 野口町 ①

46

奈良時代、加古川市に西日本最大の
「賀古の駅」があったと言われてい
ます。「駅」には官吏の公用旅行に
供するため馬がそなえられていまし
た。さてそれは何匹だったでしょう
か。

20匹 30匹 40匹 50匹 ③
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47
美山純子さん（加古川順子）がパー
ソナリティーを務めたことのあるラ
ジオ番組はどれでしょうか。

ヤングタウ
ン

ヤングリク
エスト

オールナイ
トニッポン

歌うヘッド
ライト ④

48

文化、スポーツその他の分野におい
てめざましい活躍をし、市民に希望
と活力を与えている個人や団体に送
られる賞を何というでしょうか。

加古川はつ
らつ賞

加古川いき
いき市民賞

加古川市民
活力賞

加古川市民
さわやか賞 ④

49

別府鉄道野口線の廃線跡は、整備さ
れ、市民の散策路として親しまれて
いますが、何と呼ばれているでしょ
うか。

鶴林新道 松風こみち ハミングロード
であいのみ
ち ②

50

野口町にある教信寺は、平安時代前
期の僧教信ゆかりのお寺として有名
です。全国から参詣者の絶えない教
信寺は、ある花の名所としても有名
です。その花は、次のうちどれで
しょうか。

沙羅 桜 つつじ コスモス ②
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