
かこがわ検定2011【初級】問題と正解

① ② ③ ④

1.
別府町にある創業100年を超えるウナギの老舗は何
というでしょうか。

うなぎ屋 浜松屋 将棋屋 かもめ屋 ③

2.

加古川市内の西国街道には、村人の身代わりに
なって真っ二つに切られたという伝説のある胴切
れ地蔵があります。さて、そのお地蔵さまがある
地区は次のどれでしょうか。

篠原町 平野 大川町 永室 ②

3.
2011年のかこがわ検定から公式テキストが『Kako-
Style』になりましたが、それまでの公式テキスト
の名前は次のどれでしょうか。

新・かこがわ事典
いろはにほへと加古
川事典

まるはりエクスプレ
ス

キラリかこがわ ①

4.

国宝建造物が兵庫県内には（A)件（ただし姫路城
を1件とする）、加古川市内には（B）件ありま
す。AとBの数字の組み合わせで正しいのはどれで
しょうか。

A：6、B：1 A：7、B：2 A：8、B：1 A：8、B：2 ②

5.
鶴林寺の鬼追い(修正会）は毎年いつ行なわれるで
しょうか。

初薬師縁日の1月8日 節分の2月3日
釈迦の誕生日の4月8
日

大晦日の12月31日 ①

6.
スチームトラップを生産する藤原製作所は社名を
ある思いからTLVに変更しました。ではTLVとはど
のような意味でしょうか。

Titan Lithium
Vanadium（チタン、
リチウム、バナジウ
ム：いずれも材料の
合金を作る際に不可
欠な元素）

Time lays Value
（時間をかけて価値
を産む）

To Lofty Victory
（高らかな勝利に向
かって）

Trouble Less Valve
（故障知らずのバル
ブ）

④

7.

平成22(2010)年、加古川共生まちづくり創造グ
ループが中心となって、コミュニティサイクルの
社会実験が行われました。この実験のテーマは次
のどれでしょうか。

自然に親しみ自転車
で走るよろこびとふ
れあいを

自転車のまち加古川
陽のあたる坂道を自
転車で駆けのぼる

自転車で走れば人生
見えてくる

②

8.
日岡山にある日岡御陵を管理している省庁は、次
のどれでしょうか。

文部科学省 総務省 宮内庁 国土交通省 ③

9.

平成2年からスタートした加古川マラソン。毎年
トップアスリートが招待されることで有名です
が、これまで招待されたことがないアスリートは
次の誰でしょうか。

土佐礼子 野口みずき 有森裕子 高橋尚子 ④

10.

1970年代、兵庫県立加古川東高等学校にある自動
販売機で、加古川限定の清涼飲料水が販売されて
いました。その飲料水の名前は次のどれでしょう
か。

Hioka-Fanta（ヒオ
カ・ファンタ）

Higashi-Cola（ヒガ
シ・コーラ）

Pocari-Chobito（ポ
カリ・チョビット）

Caco-Cola(カコ・
コーラ)

④

11.
加古川市内に市立公民館はいくつあるでしょう
か。

11 12 13 14 ②

12.
映画のロケ地にも選ばれるノスタルジックゾー
ン、ニッケ社宅で実際に撮影された映画のタイト
ルは次のどれでしょうか。

ＡＬＬＷＡＹＳ　三
丁目の夕日

男はつらいよ 母べえ 火垂るの墓 ④

13.

加古川市内にある6集落の農家642戸が集まって、
野菜を生産するだけでなく、そば団子汁や黒豆餃
子などの人気加工品を作って販売する新しい営農
スタイルに取り組んでいる営農組合は次のうちど
れでしょうか。

八幡営農組合 別府営農組合 加古川営農組合 両荘営農組合 ①

14.
創立100年を超える氷丘小学校に、明治41年に植え
られ、その後、児童の成長を見守り続けている大
木は、次のどれでしょうか。

クスノキ クロマツ イチョウ サクラ ①

15.
別府町本町にある「オルヴィエート」という店は
何で有名なレストランでしょうか。

ワイン フランス料理 スコッチウイスキー 日本料理 ①

16.
加古川町本町にあるビーフかつめしの人気店、昔
懐かしい昭和レトロ感が漂う食堂と言えば次のど
れでしょうか。

本町食堂 昭和食堂 旭食堂 夕日食堂 ③

17.
上荘町の日光山常楽寺は「日光山のお薬師さん」
と親しまれていますが、もうひとつの呼び名があ
ります。それは次のどれでしょうか。

さくらの寺 つつじの寺 よもぎの寺 もみじの寺 ②

18.

2009年3月「棋王」のタイトルを獲得した加古川市
出身の久保利明氏が2010年3月に2つ目のタイトル
を獲得しました。そのタイトルとは次のどれで
しょうか。

名人 王位 王将 竜王 ③

19.
約50年前から神野駅のすぐ近くで酪農に取り組ん
でいる花房牧場。ここでとれる牛乳は１日当たり
１リットル牛乳パックで何本分でしょうか。

100本 1,000本 2,000本 10,000本 ②

20.
加古川町寺家町の「れんばい市場」の東隣にあ
り、70年代にタイムスリップしたような昭和レト
ロなカフェは次のどれでしょうか。

モコモコ マコモコ モコマコ マコマコ ③

21.
境内で四季おりおりの花が楽しめる志方町廣尾に
ある俗称「花の寺」とも呼ばれている寺院は次の
どこでしょうか。

正岸寺 円照寺 安楽寺 観音寺 ②

22.
井上四郎氏が講座で紹介した「浜までは海女も蓑
着る時雨かな」で知られる別府町ゆかりの俳人は
次の誰でしょうか。

加藤みな子 五十嵐播水 永田耕衣 滝瓢水 ④

23.
ハリマ化成の創業者長谷川末吉が加古川市に寄贈
した施設は次のどれでしょうか。

加古川海洋文化セン
ター

加古川ウェルネス
パーク

加古川総合文化セン
ター

松風ギャラリー ④

24.
志方八幡宮の10月の例大祭で奉納される地元少女
たちの和光楽は俗に何と呼ばれているでしょう
か。

胡蝶の舞 風雅の舞 白眉の舞 ジュディオングの舞 ①

25.
加古川市出身の女優上野樹里さんが２０１１年の
ＮＨＫ大河ドラマに出演していますが、その役名
は次のどれでしょうか。

淀君 ねね 江 濃 ③

問題
選択肢

正解
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26.
ＢＡＮ－ＢＡＮラジオ、ＢＡＮ－ＢＡＮテレビで
朝７時から放送されている番組に出演しているの
は次のうち誰でしょうか。

スパイシー八木 谷五郎 上野樹里 玉岡かおる ①

27.
ウェルネスパーク駐車場の西北にある大歳神社の
岩肌に彫刻された本尊の磨崖仏は何と呼ばれてい
るでしょうか。

天下のお不動さん 天下のお地蔵さん 天下原の観音さん 天下原の毘沙門さん ④

28.
今や加古川市内に唯一残る酒蔵となってしまった
野口町の岡田本家の自社ブランド名は、次のどれ
でしょうか。

清流 盛典 繁盛 乾盃 ②

29.
加古川楽市は2003年から開始されました。この楽
市の特徴として間違っている選択肢は次のどれで
しょうか。

楽市といいながら
ミュージックステー
ジやヒーローショー
もある。

今では参加者が3万
人を超える大きなイ
ベント。

出たゴミを持ち帰っ
てもらうためゴミ箱
を設置しない。

会場は加古川市役所
前広場であるが加古
川市の主催イベント
ではない。

③

30.
第二次世界大戦のころ、「加古川飛行場(尾上飛行
場）」が尾上にありました。この「加古川飛行
場」の所属は次のどれだったでしょうか。

海軍 陸軍 空軍 自衛隊 ②

31.
鶴林寺公園に展示されている、かつて国鉄高砂線
を走っていた蒸気機関車は何型でしょうか。

D51 C11 C57 C62 ②

32.
いまでは想像しがたいことですが、1980年代前半
に在校生徒数が日本一となった中学校が市内にあ
りました。その学校とは次のどれでしょうか。

浜の宮中学校 加古川中学校 平岡中学校 山手中学校 ③

33.

地元ミュージシャンの八重尾雄太さんは、JR加古
川駅南広場で開催されていた冬のイベントのイ
メージソング・コンテストで第1回と第2回のグラ
ンプリを受賞しています。そのイベントの名前は
次のどれでしょうか。

加古川ツーデーマー
チ

靴下まつり
加古川リバーファン
タジー

加古川市民レガッタ ③

34.

町内会が中心となって組織された団体が、地域の
人々を結び繋ぐ「水辺のレクリエーションゾー
ン」を目指して、自主的に管理運営を進める、農
林水産省が選ぶ「ため池百選」にも選ばれた平岡
町にあるため池は、次のどれでしょうか。

寺田池 満濃池 天満大池 加古大池 ①

35.
１００ｍごとに指標のある谷五郎氏の散歩コース
は次のどれでしょうか。

鶴林新道 明姫幹線 松風こみち 宮山遊歩道 ③

36.
子どもたちが夏に遊ぶ海水プール「じゃぶじゃぶ
池」がある施設は次のどれでしょうか。

加古川ウエルネス
パーク

日岡山公園 浜の宮公園
加古川海洋文化セン
ター

④

37.
志方町大澤にある駒の蹄に関する伝説のインド僧
は次の誰でしょうか。

法道仙人 性空仙人 婆蘇仙人 教信上人 ①

38.
ベルトコンベヤのオークラ輸送機が「コロコン
キャリヤー」のＣＭソングをつくりました。この
曲を歌っていたのは次の誰でしょうか。

マヒナスターズ(和
田弘とマヒナスター
ズ）

ぴんから兄弟（ぴん
からトリオ）

クールファイブ（内
山田洋とクールファ
イブ）

ザ・ピーナッツ（伊
藤シスターズ）

④

39.
詩人阿木鉄郎氏が紹介した光念寺ゆかりの俳人で
「舟ばたや履ぬぎ捨つる水の月」と辞世の句を詠
んだのは次の誰でしょうか。

松尾芭蕉 永田耕衣 松岡青蘿 五十嵐播水 ③

40.

加古川市から高砂市の海岸沿いは、江戸時代「播
州松めぐり」で多くの旅人が訪れた観光スポット
でした。なかでも一番東にあたる別府住吉神社の
境内にも名木がありますが、その名称は次のどれ
でしょうか。

相生の松 片枝の松 手枕の松 鹿児の松 ③

41.
加古川の岸辺にある加古川市防災センター。この
センターの機能として実際にはないものは次のど
れでしょうか。

市の西部地区を監視
し火災の発生をいち
早く見つける見張台

消防団員に対しての
訓練を行なう訓練基
地

地震体験などを通し
地震の怖さと防災の
大切さを学ぶ場

災害時に他市町村か
らの消防職員を受け
入れる司令塔

①

42.
「あかり」に関するミュージアムは全国に２ヶ所
しかありません。そのうち加古川市に存在する
ミュージアムの正式名称は次のどれでしょうか。

あかりの加古資料館 ひかりの加古資料館 あかりの鹿児資料館 ひかりの鹿児資料館 ③

43.
西神吉町岸の正岸寺に伝わる伝説で、式神を井戸
に閉じ込め京都へ行った陰陽師は次の誰でしょう
か。

安倍晴明 芦屋道満 法道仙人 舟引道之 ②

44.
別府町にある通称「あかがね御殿」と呼ばれてい
る有名な建物の正式名称は次のどれでしょうか。

コークス会館 別府浜洋館 浜手倶楽部 多木浜洋館 ④

45.
井上四郎氏が紹介した播州弁で「づつない」の意
味は次のどれでしょうか。

おもしろくない 苦しい
筒に穴があいていな
い

頭痛が治った ②

46.

上荘町に残る伝説、赤松満祐の管下にあった井ノ
口城、ここにいた姫があまりの美しさのため満祐
の家臣が告白、姫に拒まれそのまま刺殺してしま
うという物語が残っています。その美しい姫の名
は次のどれでしょうか。

見土呂姫 三土呂姫 美登呂姫 三登呂姫 ③

47.
平成20年４月に兵庫県加古川総合庁舎の１・２階
部分に併設された東播磨生活創造センターの愛称
は、次のどれでしょうか。

はばタン かっつん 播左衛門 かこむ ④

48.
天平2年の創建とされる日岡神社で、特に効果があ
ると信じられている祈祷内容は次のどれでしょう
か。

商売繁盛 家内安全 学業成就 安産祈願 ④

49.
南極観測隊に料理人として参加した西村淳さんが
プロデュースするお店が、ＪＲ東加古川駅の北方
にありますが、その店名は次のどれでしょうか。

サザンクロス オーロラ食堂 南極食堂 昭和基地 ②

50.
ながむろ水辺ミュージアムの活動の一環として、
ボートに乗って収穫したり、そうめん流しによっ
て食したりする自生水草は次のどれでしょうか。

オオガハス スイレン ジュンサイ セリ ③
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