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第１回 関門海峡歴史文化検定試験 
【博士】 
 

記述問題  
 
 Ⅰ 概 要  
 
Ｑ１ 下関市は、明治 22 年（1889）に全国で最初に市になった 31 市のう

ちの一つで、赤間関市といいましたが、全国にも希な市名改称を行
い、下関市となりました。さて、市名改称をした年は、明治何年で
しょうか。  

 
 Ⅱ 歴 史  
 
Ｑ２ 室町時代の後半、中国や朝鮮との交易のため、現在の山口市から豊

北町の北浦まで街道が整備されましたが、その街道は何と呼ばれて
いたでしょうか。  

 
Ｑ３ 下関市の巌流島（船島）は、宮本武蔵と佐々木小次郎（巌流）の決

闘で有名です。決闘の勝者、宮本武蔵の碑が北九州市の手向山頂上
にあり、巌流島の決闘の事も記されています。この碑文は、小笠原
藩筆頭家老であった武蔵の養子が武蔵の没後 9 年目に建立したもの
です。さて、武蔵の養子の名前は何といったでしょうか。  

 
Ｑ４ 上岡枝小出で文化２年（1805）に生まれた明治維新の先覚者。清末

藩校の育英館や長府の敬業館、萩の明倫館などで講じ、吉田松陰や
諸藩の志士などとも交友があり、文久２年（1862）8 月、萩から郷
里への帰途、赤郷村絵堂で急死した先達はだれでしょうか。菊川町
岡枝小学校構内に顕彰碑があります。 

 
Ｑ５ 宝永７年（1710）７月 11 日、豊田町浮石の農民たちが凶作に対する

年貢の減租を訴え、幕府の巡見使に直訴しました。このとき、直訴
した場所はどこでしょうか。 

 
Ｑ６ 日本研究に力を注ぎ、西洋医学を普及させるなど日本に絶大な影響

を与えた医師シーボルト（P.F.von Siebold）は江戸参府途中に下関
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にも滞在していますが、その際関門海峡に名前をつけました。何と
いう名をつけたでしょうか。  

 
Ｑ７ 嘉永 2 年（1849）吉田松陰は、藩命により北浦海岸防備のための視

察を行ないました。下関方面視察の宿は、下関の何という町の何と
いう方の家だったでしょうか。  

 
Ｑ８ 長崎の砲術家で、攘夷戦の際に指南役として長州藩に招かれていた

中島名左衛門は、軍議において反感を買い暗殺されました。彼の墓
碑は明治 35 年に、暗殺された宿泊所のそばのお寺に建立されました。
このお寺は何というお寺でしょうか。 

 
Ｑ９ 四境戦争の長州軍の勝利は、倒幕の時期を早めたと言われています。

坂本龍馬は小倉口の戦いで、高杉晋作に協力して共に戦っています。
この時、龍馬は長州藩の軍艦に乗り組み奇襲攻撃をしましたが、そ
の軍艦の名前は何といったでしょうか。 

 
Ｑ10 日清講和記念館には、明治 28 年（1895）4 月 17 日に春帆楼で調印

された下関条約（複製）の一部が掲示されています。 
第一条「清国ハ（ ① ）国ノ完全無欠ナル（ ② ）ノ国タルコ
トヲ確認ス（略）」 

 
Ｑ11 下関条約が調印された直後、ロシア、( ① )、ドイツによる（ ② ）

があった。日本は止む無く遼東半島を清国に返還した。日本国民は
臥薪嘗胆をとなえて耐え忍んだ。その後、ロシアは遼東半島の
（ ③ ）・大連などを清国から租借した。 

 
Ｑ12 彦島大橋から水門にかけて、古くから魚の宝庫で、昭和 10 年（1935）

ごろまではかがり火を焚いて魚をとり、船の上で調理され、酒のさ
かなとして出されていました。これは関門の名物の一つでしたが、
何と呼ばれているでしょうか。  

 
Ｑ13 昭和 20 年（1945）3 月 27 日に、Ｂ29 爆撃機が機雷を関門海峡に投

下して以来、 下関で発令された警戒警報は 102 回といわれています。 
市街地に対しても 2 回の大きな空襲があり、下関は甚大な被害を受
けました。 被害状況は被災建物 10,068 件、 死者 324 人、被災人口
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は 46,408 人でした。さて 2 回の大きな空襲は昭和 20 年の何月何日
でしたでしょうか。2 日ともあげてください。  

 
Ｑ14 長府博物館の前身は、桂弥一が萬骨塔と同じ昭和 8 年（1933）10 月

20 日に造った「長門（ ① ）」です。建設の目的は、勤皇志士を
手本とした日本の良き精神気魄を鼓舞振作するという、社会教育の
ためでした。当初は内部の正面中央に祭壇を設け、明治天皇御聖影
や吉田松陰、（ ② ）の銅像などを安置していました。 

 
Ｑ15 平成 23 年（2011）10 月 20 日、萬骨塔で白虎隊士（ ① ）霊石の

除幕式が行われました。（ ① ）は東京帝国大学総長などを勤めた
立派な人物です。式に出席した曾孫の木下健さんによれば、（ ① ）
は長府藩士であった（ ② ）を尊敬していたといい、「この地に霊
石が安置されて喜んでいると思う」と話していました。 

 
Ｑ16 平成 13 年（2001）、新しい水族館「海響館」が、あるかぽーとにオ

ープンしました。関門海峡の潮流を再現した大水槽や世界中のフク
の展示、世界でも数体しかないシロナガスクジラの骨格標本、ある
いはイルカ･アシカのショーなど見所いっぱいです。さらに平成 22
年 3 月 1 日にはペンギン村がオープンし、水の中を飛ぶようにおよ
ぐペンギンの姿は人気を博しています。さて、シロナガスクジラの
標本は、ノルウェーのある大学の博物館から借り受けていますが、
この大学は何という大学でしょうか。  

 
 Ⅲ 産 業  
 
Ｑ17 日本初の製糖事業を起こしたといわれるのは、下関の人です。さて

この人はだれでしょう。  
 
Ｑ18 菊川町には明治から大正にかけて良質な鉄鉱石鉱脈が発見され、採

掘されていた場所がありました。その鉱山は、平家の落人部落とい
われていた場所にありますが、なんと呼ばれていたでしょうか。  

 
Ｑ19 豊田町は市内でも屈指の農業の町です。大正 6 年（1917）に完成し

た地域最初の耕地整理で、水の届かなかった三豊地区の高台・台ヶ
原に用水を引くために、ある設備を整備しました。この整備された
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ものは、地名をいれて何と呼ばれていますか。  
 
Ｑ20 わが国で最初に船内郵便局が設置されたのは、関釜連絡船の中でし

た。さて設置された関釜連絡船の船の名前は何でしょうか。  
 
Ｑ21 世界初の海底鉄道トンネルの関門鉄道トンネルは、昭和 17 年（1942）

11 月 15 日に （ ① ）の公式運転が開始されました。昭和 19 年
（1944）8 月からは、待望の複線運転となりました。 
掘削工法は日本で初めて（ ② ）工法を採用しました。 

 
 Ⅳ 文 化  
 
Ｑ22 長門一宮住吉神社は（ ① ）が三韓から凱旋され、神の教えに従

い、神恩に感謝して住吉大神の（ ② ）をおまつりになったのが
神社の始まりといわれています。 

 
Ｑ23 赤間神宮には平家七盛塚があります。この中に歌人として知られる

建礼門院（ ① ）の恋人である（ ② ）の名が刻まれた碑もあり
ます。（ ② ）は重盛の子で、歌人としても知られています。 

 
Ｑ24 赤間神宮の御祭神は第 81 代の安徳天皇で、平清盛のお孫さんになり

ます。安徳天皇の母君は建礼門院徳子さんで、父君は（ ① ）天
皇、父方の祖父は（ ② ）法皇です。 

 
Ｑ25 大歳神社は源平壇之浦合戦ゆかりの神社です。創建のきっかけとな

る戦勝祈願を、 （ ① ）が有明山で行ったといわれています。 
また、白石正一郎が寄進した大鳥居があり、『（ ② ）歳次壬戍春
正月吉日 白石正一郎越智資興建』と刻まれています。 注、
（ ② ）は、刻まれている通りの文字を記すこと。 

 
Ｑ26 飛行機のパイロットには免許が必要ですが、アメリカで日本人初の

飛行免状を取得した男性と、東洋で第 1 号の女性飛行士となった女
性（後にその男性の奥さんとなった）の顕彰碑が下関市長府の功山
寺境内にあります。 さて日本人初の飛行免状を取得した男性の名前
は何といいますか。  
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Ｑ27 乃木神社には唱歌「（ ① ）」の立派な歌碑があり、宝物館には
「（ ① ）」の写真もあります。明治 38 年（1905）1 月 5 日に行わ
れた「（ ① ）」で、乃木将軍は明治天皇のお考えに従い、祖国の
ために忠誠を尽した敗軍の將ステッセルたちに帯剣を許し、相手の
名誉を保つよう配慮しました。世界は難攻不落といわれた旅順の陥
落に驚くとともに、『「（ ① ）」は、（ ② ）精神によるもの』と
して深い感銘を受け大変称賛しました。 

 
Ｑ28 長府の覚苑寺には、乃木将軍の銅像が建っています。台座裏面の碑

文には、乃木将軍を大変尊敬した米国軍人（ ① ）元帥の言葉が
記されています。『乃木を生んだ日本だから（ ② ）みな立派であ
ろう』など。 

 
Ｑ29 中山神社の御祭神は、明治天皇の（ ① ）にあたる中山忠光卿で

す。中山忠光卿の墓は国史跡で、墓石には『（ ② ）卿神霊』と記
されています。 

 
Ｑ30 吉田にある蓮台寺には、旧下関市で第 1 号となった指定文化財の仏

像があります。この仏像はなんという仏像でしょうか。  
 
Ｑ31 下関市豊浦町の川棚温泉には、温泉の発見にまつわるニつの伝承が

残されています。その中で、温泉を発見したと伝えられるのが「怡
雲和尚」。怡雲和尚が 再興し、住職を務めたことのあるお寺が三恵
寺です。このお寺の名前は、何と読むでしょうか。  

 
Ｑ32 「清元」の三名作の一つに「梅の春」がありますが、作詞は四方真

門といわれています。内容は赤間関から説き起こして、江戸隅田川
周辺の春景色を歌っています。祝儀曲としてあまりにも有名なこの
曲の作者は長府藩の殿様で、文人殿様ともいわれました。さてこの
殿様の名前は何でしょうか。 

 
Ｑ33 江戸中期の浄瑠璃・歌舞伎脚本作家近松門左衛門の出生地は、文学

資料では福井県鯖江市となっていますが、一方では山口県長門市生
誕説も有力です。そのほかにも下関の内日説、豊田説もありますが、
演目にずばり下関の土地の名をつけた作品があります。さてこの作
品名は何というのでしょうか。 
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Ｑ34 文久 3 年（1863）5 月、関門海峡で攘夷戦が開始されたのと同時期
に長州藩の 5 人の若者が藩命で英国に密留学しました。帰国後、明
治の日本をつくるために大きく貢献した若者は、伊藤博文、井上馨、
（ ① ）、（ ② ）、山尾庸三の 5 人です。長州五傑（ファイブ）
と呼ばれ、英国や山口などに顕彰碑が建っています。 

 
Ｑ35 下関が生んだ画家（ ① ）は、近代日本画の父といわれています。

その代表作は （ ② ）（重要文化財）で、彼の絶筆です。また、
彼の銅像と、父の墓は（ ③ ） にあります。 

 
Ｑ36 林芙美子は明治 36 年（1903）12 月 31 日、田中町のブリキ屋で出生

したといわれています。本人は「放浪記」などに「私が生まれたの
は下関」と書いています。彼女が 1 年生から 5 年生まで在籍した
（ ① ）小学校には文学碑があります。また（ ② ）には「放
浪記」などの文学碑、田中町の五穀神社には「林芙美子生誕地」の
碑があり、田中大橋と東駅地下道には彼女の語録が記されています。 

 
Ｑ37 下関出身の船戸与一も直木賞受賞作家ですが、冒険小説の分野では

第一人者といわれています。では、彼が平成 12 年（2000）に第 123
回直木賞を受賞した作品は何というタイトルだったでしょうか。 

 
Ｑ38 海峡が生んだ昭和映画史の華といわれる女優田中絹代は、明治 42 年

（1909）11 月 29 日下関市丸山町に生まれました。王江小学校中退
後、大阪市へ移り琵琶少女歌劇団に入団しました。その後、松竹に
入社し女優の道を歩みました。名監督のもとで数々の作品に出演、
芸術性豊かな演技力は高く評価され、ベニス国際映画祭で銀獅子賞
を受賞しました。昭和 52 年（1977）3 月 21 日病没、67 歳でした。
遺骨は、鎌倉と故郷下関市の中央霊園に分骨されました。毎年命日
には市民墓参が行われていますが、命日の公称である香名は、何と
いうでしょうか。 

 
Ｑ39 歌手兼作曲家の林伊佐緒は下関市出身です。彼の顕彰碑が建ってい

るのは、どこでしょうか。  
 
Ｑ40 忌宮神社の境内に、相撲資料館があります。これは、下関ゆかりの

元関取が、忌宮神社の境内社である荒熊稲荷神社の奉納相撲に参拝
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していることが縁で設立されたものですが、その元関取とはだれで
しょうか。  

 
Ｑ41 「ものもらい」（麦粒腫）をいう下関の方言の主なものは「メイボ」

ですが、彦島には別の方言がありました。今は使われなくなりまし
たが、それは何でしょうか。  

 
Ｑ42 毛利藩邸の支藩である長府藩、そのまた支藩となる清末藩は、承応

2 年（1653）長府藩祖毛利秀元の子元知が、清末に入り 1 万石を給
されて、清末藩を創設しました。小藩がゆえに文武に力を入れ、天
明 7 年（1787）第 4 代藩主毛利匡邦によって藩校「育英館」が創立
されました。以来、現在に至るまで「清末の（  ）」として住民が
誇りにしている言葉があります。さて、この（  ）の言葉とは何
でしょうか。  

 
Ｑ43 弘安の役（1281）で蒙古襲来の際、一支隊が粟野川（下関市豊北町

粟野）を攻め上り、日本軍が劣勢に陥ったとき、どこからともなく
一本の矢が蒙古軍の大将の眉間に当たり、蒙古軍の大将は戦死し、
日本軍は敗戦を免れたという伝説からつけられた粟野川の別名を何
と言うでしょうか。 

 
Ｑ44 日本には、大陸から渡来して始まったものが多くあります。長府の

忌宮神社には、あるものが伝わったことを記念した碑があり、毎年
お祭りが行われていますが、それは何でしょうか。  

 
Ｑ45 7 年に一度、豊北町の（ ① ）神社から神輿・花神子を中心とし

た行列が出て土井ヶ浜へ行き、神事を行うお祭りは（ ② ）（山口
県無形民俗文化財）です。このお祭りは、鎌倉時代に日本が元と高
麗から侵略され大変な被害をうけた元寇（長門国も戦場になりまし
た）に由来するものといわれています。 

 
Ｑ46 旧暦元旦には、関門海峡を挟んで両岸で和布刈神事が行われます。

この行事はどこの神社の行事でしょうか。門司側と下関側の神社の
名を書いてください。  
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 Ⅴ 観 光  
 
Ｑ47 下関漁港と関門海峡を結ぶ瀬戸は、日本海と瀬戸内海の干満差によ

って生じる激しい潮流でした。これを抑制し、漁港の安全性を確保
するため昭和 13 年に建設されたのが、引き戸式の水門です。昭和
58 年に改修され、パナマ運河方式の水門となりました。この水門の
名前は何と言うでしょうか。  

 
Ｑ48 『平家物語』巻 11「先帝身投」の中で「…二位殿やがていだき奉り

“浪のしたにも都のさぶらふぞ”となぐさめたてまつってちひろの
底へぞ入り給う…」と記しています。ところで、この劇的なシーン
ともなる安徳帝と二位尼の像が市内には２か所あります。１か所は、
みもすそ川町の割烹旅館「みもすそ川別館」の庭に昭和 48 年（1965）
建立された立像です。もう１か所は、赤間神宮前の阿弥陀寺公園に
ある安徳帝と二位の尼のブロンズ像です。さて、この阿弥陀寺公園
内のブロンズ像の作者はだれでしょうか。 

 
Ｑ49 下関市立美術館の外壁は白い凹凸のあるタイルで覆われています。

これは光の角度によって、何かの模様に見えるように意図されたも
のです。何の模様でしょうか。 

 
Ｑ50 世界的有名なピアニストが昭和 27 年（1952）に豊浦町を訪れた折、

海に浮かぶ厚島の美しさに魅了され、「島を売ってほしい」と申し入
れました。当時の村長は「あの島に永久にお住みになられるなら無
償で差し上げましょう。」と答えたそうです。さて、島を売ってほし
いと申し入れた有名なピアニストとはだれだったでしょうか。  

 
Ｑ51 平成 12 年（2000）11 月に開通した角島大橋は、無料で渡れる橋と

しては、全国でも有数の長さを誇ります。さて、角島大橋の橋梁の
長さは何ｍでしょうか。  

 
Ｑ52 深坂には灌漑用のため池を中心にした自然公園があります。何とい

う名前の公園でしょうか。  
 
Ｑ53 菊川町には、多目的ホールを備えたふれあい会館があり、通称「ア

ブニール」と呼ばれていますが、この ｢アブニール｣ の意味は何で
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しょうか。  
 
Ｑ54 北九州市門司港桟橋から西およそ 100ｍの所に水上警察署レトロ交

番があります。その建物の近く、駐車場の一角に石造りの「水飲み
場」があります。今は使用されていませんが、戦前ある特別な思い
があって、この施設が造られました。さて、この「水飲み場」を利
用していたのはだれでしょうか。  

 
Ｑ55 韓流ブームの火付け役となった「冬のソナタ」。この中で印象的であ

ったのが、主人公が初めてデートした並木道です。これと同じ木が
植えられた並木道が向洋町にあります。さてこの並木道の木は何と
いう木でしょうか。  

 
選択問題 

 
Ｑ56 豊浦町小串には、コウモリの生息地としても有名な洞窟があります。

次のうち記述に誤りがあるものはどれでしょうか。 
 

①洞窟の名前は、大吼谷コウモリ洞といいます。 
②洞窟は、豊浦町小串の海岸線で、海に向かって口を開けており、

玄武岩が波に浸食されてできたものです。 
③豊浦町小串の海岸線の絶壁にあり、船上からでないと見ることは

できません。 
④ユビナガコウモリの生息地として学術上有名です。 
⑤この洞窟は、国指定天然記念物です。 

 
Ｑ57 海響館のある町名の「あるかぽーと」は埋立地で、当時この埋立地

の愛称を募集してその愛称が決まったものです。次の中で正しいも
のはどれでしょうか。 

 
①この場所は、唐戸地区再開発推進事業で南部町の海岸線を埋め立

ててできた地域です。 
②この事業をおこなったのは、下関市役所の市街地開発課でした。 
③埋立地の愛称を募集して、理想郷「アルカディア」と港の「ポー

ト」の合成語として、「あるかぽーと関門」と決まりました。 
④アルカディアは、古代ギリシアの山岳部にあり、牧人の楽園と伝
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承のあった土地で、理想郷の代表的な名前となりました。 
⑤ここには、しものせき水族館「海響館」があり、2010 年に増設さ

れた施設「ペンギン館」が大人気です。 
 
Ｑ58 下関市は海外 5 都市と姉妹・友好都市の盟約を結んでいます。次の

文章のうち正しいものはどれでしょうか。 
 

①姉妹都市となった最初の都市は、大韓民国の釜山広域市で、昭和
46 年のことでした。 

②2 番目はブラジル連邦共和国のサントス市で、昭和 47 年のことで
した。 

③トルコ共和国のイスタンブール市と姉妹盟約を結んだのは、昭和
51 年のことでした。 

④昭和 54 年には中華人民共和国の青島市と友好都市の盟約を結び
ました。 

⑤平成 10 年にはアメリカ合衆国のピッツバーグ市と友好都市の盟
約を締結しています。 

 
Ｑ59 日本で初めて土笛が発見されたのは、綾羅木郷遺跡ですが、これと

は別に、大型で飾りの線が刻まれためずらしい土笛が発見された弥
生時代の遺跡はどこでしょうか。  

 
①下七見遺跡  ②土井ヶ浜遺跡  ③中の浜遺跡  ④伊倉遺跡 
⑤矢田遺跡 

 
Ｑ60 下関は｢明治維新発祥之地｣といわれています。高杉晋作は萩の俗論

派政府を武力で倒し、藩論を尊皇倒幕にしようと決意し、元治元年
（1864）12 月 15 日夜に雪の功山寺で決起しました。明治維新の基
をつくったと高く評価される挙兵に関する説明で、正しいのはどれ
でしょうか。 

 
①奇兵隊などは決起せず、伊藤俊輔ひきいる力士隊 20 名ほどと、太

田市之進ひきいる遊撃隊 60 名ほどで決起したという。 
②高杉は私兵でない証とするため、功山寺法堂に潜居する三条実美

ら五卿に挨拶した。 
③出発しようとする高杉の馬前に、佐世八十郎が座りこんで止めた
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という。 
④砲隊長の高橋熊太郎が大声で「総督、速やかに馬を進め給え」と

叫んだという。 
⑤山縣狂介は一首の歌を詠じて、東行の肩印に書き記したという。 

 
Ｑ61 吉田は「奇兵隊のまち」といわれていますが、奇兵隊が吉田に転陣

した当初は、各寺院などに分宿していました。では、鳥尾小弥太（の
ち陸軍中将） が率いる少年隊が駐屯していたのは、どこだったでし
ょうか。 

 
①長慶寺  ②末富家  ③吉田宰判勘場  ④松林寺   
⑤法専寺 

 
Ｑ62 元治元年（1864）8 月の馬関攘夷戦争（下関戦争）で、長州藩は敗

北しました。高杉晋作は講和会議の責任者として、家老宍戸備前の
養子で宍戸刑馬と名乗り四国連合艦隊の旗艦に乗り込みます。この
講和会議に関する説明のうち、誤りはどれでしょうか。  

 
①下関海峡の自由な通航と、下関港の実質的な開港を認めた。 
②賠償金 300 万ドルの支払いは拒否した。後に幕府に請求すること

となった。 
③彦島租借要求は拒絶した。（伊藤博文談） 
④米国のみ、後で元金を返してくれた。 
⑤高杉は 8 月 8 日、10 日、14 日と会談を行った。 

 
Ｑ63 慶応 2 年（1866）6 月 17 日未明から始まった小倉戦争で、甲宗八幡

神社の本殿が焼失しました。その原因は何でしょうか。 
 

①奇兵隊の攻撃     ②報国隊の攻撃     ③丙寅丸の砲撃   
④乙丑丸の砲撃     ⑤小倉藩兵の放火 

 
Ｑ64 萬骨塔には「兵庫県代表湊川古戦場址」霊石があります。関連する

説明で、誤りはどれでしょうか。 
 

①湊川は建武 3 年（1336）足利軍と楠木正成（大楠公）たちが戦っ
た古戦場です。 
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②敗れた大楠公は弟の正儀と刺し違えて自刃。 
③自刃の際に兄弟で「七生滅賊」（七たび生れ変って朝敵を滅ぼす）

を誓ったという。 
④湊川には大楠公たちを祭る「湊川神社」が建つ。 
⑤湊川には徳川光圀が建てた大楠公の墓があり、光圀自筆で「嗚呼

忠臣楠子之墓」と記されている。 
 
Ｑ65 近代捕鯨で繁栄した下関には、捕鯨に関する建物や記念碑などが多

く残されています。以下の説明のうち、誤りはどれでしょうか。  
 

①近代捕鯨の功労者、岡十郎と山田桃作は明治 32 年（1899）日本初
の近代（ノルウェー式）捕鯨会社・日本遠洋漁業㈱を創設し、下
関に出張所を置きました。同社は後、東洋捕鯨㈱となり、さらに
日本捕鯨㈱、そして日本水産㈱となります。 二人の顕彰碑が日和
山公園に建っています。 

②トロール漁業創始者である国司浩助は、昭和 9 年（1934）東洋捕
鯨㈱と日本産業㈱を合併し、日本捕鯨㈱（後の日本水産㈱）を設
立。同年、日本で初めて南氷洋捕鯨に進出して、捕鯨王国日本の
地位を築くのに貢献しました。 
彼の顕彰胸像が火の山公園にあります。 

③大正 15 年（1926）建設の「旧日本捕鯨別館」（現・島津海運）が
岬之町に残っています。この建物は、下関が商業捕鯨の基地とし
て繁栄した象徴の一つです。 

④中部幾次郎は昭和 11 年（1936）、大洋漁業（現・マルハ）の本社
となる建物を竹崎町に新築。同年、南氷洋捕鯨に出漁します。こ
の建物も、下関が捕鯨で繁栄した象徴の一つでしたが、現在は解
体されています。 

⑤長府の関見台公園には、昭和 33 年（1958）に大洋漁業が建設し市
に寄贈した「鯨館」（内部は鯨の資料展示室。現在閉鎖）がありま
す。全長 25ｍの白長須鯨が山上を泳ぐこの建物も、近代捕鯨華や
かなりし頃の下関の象徴です。 

 
Ｑ66 長府藩士三吉慎蔵と長男の米熊たちの墓は功山寺にあります。米熊

は長野県の郡立小県蚕業学校（現・県立上田東高校）の初代校長を
長く勤め、日本の蚕糸業近代化に貢献しました。関連する説明で、
正しいのはどれでしょうか。 
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①長府毛利家の十三代当主元敏は、信頼していた慎蔵の死を悼み、
毛利家墓地横に土地を下賜し、慎蔵の墓を建てるよう命じたとい
う。 

②三吉家先祖の墓は、長府の本覚寺にあります。 
③米熊は死後、従三位を追叙されました。墓石に「薨」と記されて

います。 
④現在は米熊の曾孫三吉治敬さんが上田市から墓参に来ています。 
⑤上田市から寄贈された「しだれ桑」が、功山寺に 6 本、宮の内緑

地に 6 本、蚕種渡来之地碑の周辺に 3 本植えられています。 
 
Ｑ67 「東洋の化粧王」と呼ばれた中山太一は豊北町滝部の出身です。以

下の項目のうち、彼に直接関係がないものはどれでしょうか。 
 

①豊北歴史民俗資料館（県文化財。旧滝部小学校） 
②双美人図   ③西楽寺   ④妙久寺   ⑤桂弥一 

 
Ｑ68 石油王ともいわれる出光佐三は、門司で創業しました。彼は人を大

切にし「人が唯一の資本である」と語っています。皇室を尊敬し、
国を愛し、国益のために尽力した真の愛国者でした。 
創業者出光佐三を今も、社員は尊敬と親しみを込めて創業時の呼び
方「店主」と呼ぶそうです。彼と門司の関係などを記した項目で、
誤りはどれでしょうか。 

 
①平成 23 年（2011）は、出光創業百周年でした。 
②出光佐三が明治 44 年に門司で出光商店を創業したのは、弱冠 25

歳でした。 
③門司の出光美術館には「創業史料館」が併設されています。 
④彼は門司商工会議所会頭もつとめました。また門司名誉市民第一

号です。 
⑤昭和天皇は出光佐三が亡くなった際、御製をつくられました。御

製は創業史料館に展示されています。 
 『国のため ひとよつらぬき尽したる きみまた去りぬ さびし

と思ふ』 
 
Ｑ69 菊川町内には、梵鐘（釣鐘）を持った楼門が現存する珍しい神社が

あります。江戸時代までの神仏混合の名残を持っているこの神社は、
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何という神社でしょうか。  
 

①白山神社    ②吉賀八幡宮    ③袖掛神社   
④美栄神社    ⑤厳島浅間神社 

 
Ｑ70 洋風建築の先進地であった下関には、現在も多くのレトロな建物が

残っています。その一つ、旧秋田商会に関連する説明のうち、誤り
はどれでしょうか。 

 
①日本最古の屋上庭園（日本庭園・棲霞園）には茶室もあります。

当初は屋上に当主の秋田寅之介が信仰する宮地嶽神社を祀ってい
ました。  

②秋田商会は明治 38 年（1905）の創立で、主に木材取引を中心とし
た商社活動と海運業を営み、台湾・朝鮮半島・満洲にも進出した
港湾都市下関を代表する企業でした。  

③建物は大正 5 年（1916）建設の鉄筋コンクリート造り。三階建て、
一部地下一階、塔屋付きです。  

④内部は一階を洋風の事務所、二階と三階を書院造り住居としてい
ます。水洗便所も設置されていました。  

⑤現在、下関観光情報センターとなっており、一階には「金子み
すゞ・上山雅輔のへや」（雅輔はみすゞの実弟）があります。ビル
の前は「金子みすゞ詩の小径」の出発点になっています。  

 
Ｑ71 長府の功山寺仏殿は国宝です。わが国を代表する唐様建築の功山寺

仏殿に関連する説明のうち、誤りはどれでしょうか。 
 

①天井の内陣は鏡天井で、丸山晩霞が石楠花を描いている。 
②波（弓）欄間は前後左右に曲っている。 
③床は四半瓦敷。 
④礎石と柱の間に石の礎盤を入れている。 
⑤粽型の柱、花頭窓、桟唐戸、扇?なども特色。 

 
Ｑ72 下関市内には山縣有朋に関係する石碑などが多くあります。以下の

石碑などで山縣有朋の自筆が記されていないのは、どれでしょうか。 
 

①熊野則之君紀念之碑（忌宮神社）   
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②豊永長吉墓石（功山寺墓地）   
③東行庵の歌碑（隣なき・・・）    
④明治天皇御駐輦記念碑（火の山パークウェイ入口） 
⑤櫻山招魂場碑（櫻山神社） 

 
Ｑ73 下記は、下関ゆかりの女性たちです。この中で本人または子孫が、

下関の神社に神として祭られている人は①から⑤のうち、どれでし
ょうか。 
ア、恩地トミ   イ、山縣友子   ウ、伊藤梅子   
エ、野村望東尼  オ、乃木静子 

 
①アとオ  ②アとイとオ  ③イとエとオ  ④ウとエ   
⑤アとウとオ 

 
Ｑ74 漂泊の俳人「種田山頭火」が下関市豊浦町の川棚温泉を訪れたとき

に温泉を詠った句「涌いてあふれる中に（  ）」。この（  ）に
当てはまる句は、次のうちどれでしょか。  

 
①あたたまる  ②ねている  ③青あらし  ④龍の息   
⑤めぐまれる 

 
Ｑ75 下関在住の作家田中慎弥は、2008 年に「蛹」で川端康成文学賞を史

上最年少で受賞。2012 年 1 月 17 日に第 146 回芥川賞を受賞しまし
た。芥川賞の候補となったのも、今回で 5 回を数えています。さて、
芥川賞の候補となった作品 5 作を次に書きましたが、このうち誤り
が一つあります。それはどれでしょうか。 

 
①2007 年「図書準備室」        ②2008 年「切れた鎖」 
③2009 年「主役のいない日本シリーズ」 ④2011 年「第三紀層の魚」 
⑤2012 年「共喰い」 

 
Ｑ76 2011 年 7 月にオープンした山口県立下関武道館では、昨年の山口国

体である種目が開催されました。その種目とは何でしょうか。 
 

①空手  ②柔道  ③相撲  ④剣道  ⑤弓道 
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Ｑ77 「あるかぽーと」に建つ「青春交響の塔」についての説明で正しいも
のは、どれでしょうか。  

 
①この塔は下関での高杉晋作と坂本龍馬の邂逅を記念し、維新の志

を形象化したものです。海から見て左側に坂本龍馬の、右側に高
杉晋作の浮彫像がはめ込まれています。  

②高さ 12ｍの石柱が二本建つ、この塔の製作者は澄川喜一東京藝術
大学名誉教授です。  

③塔が建つ眼前の海が、慶応 2 年（1866）6 月 17 日未明から始まっ
た四境戦争小倉口の戦いの戦場になりました。龍馬は晋作に依頼
され、乙丑丸で田野浦の台場を砲撃します。亀山社中も参戦して
いました。龍馬はその戦いを絵図（海戦図）にして土佐へ送って
います。  

④この塔は平成 15 年（2003）8 月 20 日に完成し、明治維新発祥の
地・下関の誇りを象徴する記念碑の一つになっています。完成日
は天保 10 年（1839）8 月 20 日に出生した高杉晋作の誕生日です。  

⑤塔の愛称募集に、北は北海道から南は鹿児島県まで全国各地から
多くの応募が寄せられました。晋作・龍馬は現代人にも人気があ
ることが、よく分かります。  

 
Ｑ78 下関の吉見の沖合約 7 ㎞の響灘に浮かぶ蓋井島には古くからの儀式

を伝える「山ノ神神事」があり、4 か所ある「山ノ神」の森は、国
の重要有形民俗文化財に、神事は無形民俗文化財に指定されていま
す。ところで、平成 21 年（2009）国土交通省主催の行事で「山ノ神
神事」が全国百件の中に選ばれ認定書を受けました。さて、この認
定書の名称はどれでしょうか。 

 
①島の宝百景   ②民族伝統行事の島   ③自然と伝統を守る島  
④島の魅力と景観百選   ⑤一度は行ってみたい島 100 

 
Ｑ79 豊田町一の俣温泉は「にっぽんの温泉 100 選」にも選ばれた、山口

県屈指の良質な温泉として知られていますが、その泉質は何でしょ
うか。  

 
①鉄泉    ②単純酸性泉    ③放射能泉     
④アルカリ性単純硫黄泉      ⑤食塩泉 
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Ｑ80 門司港レトロ地区ある旧門司三井倶楽部は、アインシュタイン博士
夫妻が泊まったこともある国指定重要文化財です。この建物の外壁
は、木の柱や梁などを骨組みとして外に見せるある工法が採用され
ていますが、それは何でしょうか。  

 
①ミュールコート   ②プラスター   ③ハーフティンバー  
④キシラデコール   ⑤トレリス 

 
 
 

小論文    
 
B4 横サイズ（257mm×364mm） 
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点  

下関の観光の発展のための、あなたの提言をして下さい。 


