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 解答はすべて解答用紙に記入してください。  

 
 

第２回 山科検定 
 
  

問 題 用 紙 
（制限時間６０分） 

 
 

 

 

（平成 29年 11月 26日） 

 

主催 一般社団法人山科経済同友会 

共催       山 科 区 役 所

 
１ 試験時間中は、全て試験官の指示に従ってください。不正行為があった場合及び試験官の指示に従わ

ない場合は、退場を命じます。 
２ 問題用紙は指示があるまで開いてはいけません。また、机の上には筆記用具・時計のほかは置いては

いけません。計算機付時計・アラーム付時計・通信機能付時計の使用は禁止します。 
３ 解答の方法は次のとおりです。 
   ＜問題例＞ （１） 毎年８月 16日に五山送り火が行われる都市はどれか。 
            （ア）京都  （イ）大阪  （ウ）東京  （エ）名古屋 
   ＜解答例＞ 正答は，「（ア）京都」ですから、解答用紙の回答欄に、次のようにはっきりと 
        「○」を記入してください。 

(１)  ○ア    イ   ウ   エ 

４ どの問題にも正答は１つです。正答のない問題はありません。１つの問題に対して２つ以上記入した

り、＜解答例＞と違う方法で記入した場合は、誤答とみなします。 

５ 採点は、解答用紙で行いますから、この問題用紙に解答しても採点されません。 

６ 問題の内容に触れる質問には一切応じません。 

７ 問題用紙は、表紙・裏表紙共で６枚です。 

８ 解答時間は 60 分間で、問題は全部で 50 問、配点は問題１問につき２点です。 

９ 解答用紙は、必ず提出し、持ち帰ってはいけません。ただし、問題用紙は、持ち帰ってください。 
 

注意事項 

29.11.30一部訂正 
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１ 歴史に関する記述について，最も適当なものを（ア）～（エ）から選びなさい。 

 

（１） 山科には、日本古来の方法による製鉄（たたら製鉄）が行われたといわれる遺跡が３つあ

る。次のうち、製鉄遺跡ではないものはどれか。 

（ア）後山階陵遺跡                     （イ）中臣遺跡 

（ウ）御陵大岩町遺跡                    （エ）熊ヶ谷遺跡 

 

（２） 後白河天皇が、都の守護や 往来
おうらい

の安全を祈って平清盛らに命じて 分置
ぶ ん ち

した地蔵をなんと

いうか。 

（ア）母子地蔵    （イ）四宮地蔵    （ウ）子授地蔵    （エ）音羽地蔵 

 

（３） 北面に「右は三条通」、東面に「左は五条橋 ひがしにし六条大佛 今くまきよ水道」と

刻まれる沢村道範によって建立された 道標
どうひょう

はどれか。 

（ア）追分道標                        （イ）五条別れ道標 

（ウ）旧東海道碑              （エ）御塚道道標 

 

（４） 水はけが悪く交通の難所であったことから、明治 36年（1903）に建設された 隧
ず い

道
ど う

はど

れか。 

（ア）東山隧道    （イ）落合隧道    （ウ）深見隧道      （エ）渋谷隧道 

 

（５） 山階小学校北校舎の屋上に現存する戦争遺産はどれか。 

（ア）砲台跡                （イ）防空用サイレン  

（ウ）営舎跡                （エ）防空壕 

 

（６） 元は「総池
そ い け

」と呼ばれ、その付近に有名な陶工が別荘を構えたことから、その名が名称の

由来となっている池はどれか。 

（ア）五郎池     （イ）稚児ケ池     （ウ）氷室池       （エ）六兵ヱ池 

 

（７） 京都鳩居堂の四代目当主であり、種痘
しゅとう

の普及、飢饉
き き ん

救済
きゅうさい

などに尽力し、東野村に年老い

た牛馬を養う牛馬放牧場を設けた人物はだれか。 

（ア）脇坂義堂    （イ）中川喜平治   （ウ）熊谷蓮心     （エ）由井卯三郎 

 

（８） 花山稲荷神社に残されている、大石内蔵助にゆかりのある石はどれか。 

（ア）断食石      （イ）腰掛石         （ウ）分水石      （エ）討入石 
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（９） 平成 25年（2013）、山科区大塚の山中で、ある城の石垣の普請に使われた 採石
さいせき

場跡が発

見された。ある城とはどれか。 

（ア）二条城      （イ）淀城        （ウ）大坂城         （エ）伏見城 

 

（10） 刑場で亡くなった罪人を 供養
く よ う

するため、「南無阿弥陀仏」と刻まれた「粟田口名号碑」を

建立した僧侶はだれか。 

（ア）雲英禅師    （イ）愚堂国師    （ウ）木食正禅     （エ）松声上人 

 

（11） 山科の住民自治の原型となった山科郷士は、三之宮にある大般若経の転読会を通じて、そ

の結束を強めたと言われている。経典を 下賜
か し

した天皇はだれか。 

（ア）後小松天皇                         （イ）後醍醐天皇 

（ウ）後亀山天皇                          （エ）後柏原天皇 

 

（12） 文明 10年（1478）から造営され、「荘厳さながら仏国のごとし」と言われた、山科本願寺

と寺内町をつくった僧侶はだれか。 

（ア）蓮如上人     （イ）顕如上人       （ウ）証如上人       （エ）教如上人 

 

（13） 山科疏水（琵琶湖疏水）の第３トンネル東口の石額「過雨看松色」を書いた薩摩藩出身の

政治家はだれか。 

（ア）西郷従道     （イ）井上馨         （ウ）伊藤博文     （エ）松方正義 

 

（14） 上花山の福應寺境内に 祀
ま つ

られている「安産地蔵尊」は、だれの念持仏だったと伝えられ

ているか。 

（ア）藤原定方                 （イ）平重盛 

（ウ）坂上田村麻呂              （エ）僧正遍昭 

 

（15） 勧修寺の 借景
しゃっけい

庭園
ていえん

にある「勧修寺型灯籠」は、だれが寄進したものと伝えられているか。 

（ア）徳川光圀    （イ）足利義満     （ウ）豊臣秀頼     （エ）徳川家光 

 

（16） 御陵に造営された天智天皇陵（御廟野古墳）は、ある戦乱の影響で、天智天皇の死後二十

八年が経過した 699年に着工したと言われている。その戦乱とはなにか。 

（ア）白村江の戦い   （イ）承久の乱     （ウ）壬申の乱     （エ）応仁の乱 

 

（17）京都薬科大学の前身である京都薬学専門学校が山科に移転したのはいつか。 

（ア）昭和７年（1932）                （イ）昭和 24年（1949） 

（ウ）昭和 30年（1955）                 （エ）昭和 45年（1970） 
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（18） 山科において、埋蔵文化財包蔵地が一番多い所在地（旧大字名）はどこか。 

（ア）西野山      （イ）大宅        （ウ）安朱         （エ）御陵 

 

（19） 御陵血洗町の地名は、ある人物が血の付いた刀を池で洗ったことから由来していると言わ

れている。その人物とはだれか。 

（ア）明智光秀     （イ）源義経      （ウ）足利尊氏     （エ）織田信長 

 

（20） 明治維新による東京 遷都
せ ん と

で衰退していた京都を再生するため、山科疏水の建設を計画・

推進した第３代京都府知事はだれか。 

（ア）西郷菊次郎   （イ）北垣国道    （ウ）明石国助    （エ）田辺朔朗 

 

 

２ 文化に関する記述について，最も適当なものを（ア）～（エ）から選びなさい。 

 

（21） 1234年、西山（証空）上人が創建したとされ、「山科大仏」と呼ばれる丈六阿弥陀如来坐

像を本尊とする寺院はどれか。 

（ア）明教寺     （イ）十禅寺      （ウ）西念寺         （エ）當麻寺 

 

（22） 伊勢神宮を思わせる 様相
ようそう

を呈していることから「京都の伊勢神宮」として親しまれてい

る神社はどれか。 

（ア）日向大神宮   （イ）白石神社      （ウ）若宮八幡宮    （エ）白峯神宮 

 

（23） 陽成天皇の誕生に際し、その母藤原高子の 発願
ほつがん

で建立され、その門が「竜宮造りの門」

として知られる寺院はどれか。 

（ア）法厳寺                          （イ）元慶寺（花山寺） 

（ウ）仏光院                        （エ）華山寺 

 

（24） 宇多天皇時代の創建とされる岩屋神社「奥の院」には、岩座信仰の 名残
な ご り

といえる巨岩が

ある。その岩はなんとよばれているか。 

（ア）東岩・西岩                      （イ）火岩・水岩 

（ウ）日岩・月岩                         （エ）陰岩・陽岩 

 

（25） 寛平９年（897）に日本武尊・稚武王を祭神として宇多天皇の勅命により創建され、本殿

が京都市指定文化財に指定されている神社はどれか。 

（ア）朝日神社     （イ）山科神社       （ウ）宮道神社     （エ）六所神社 
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（26） 牛尾山ハイキングコースには、ある動物に形が似た岩がある。その名前はどれか。 

（ア）牛岩       （イ）熊岩       （ウ）蛇岩        （エ）蛙岩 

 

（27） 毎年３月に隨心院で開催される「はねず踊り」は、小野小町と深草少将にまつわる伝説が

モチーフとなっている。「はねず」の意味はどれか。 

（ア）うぐいす色   （イ）薄緑色       （ウ）薄紅色         （エ）茜色 

 

（28） 「妙見信仰」は、開運・厄除けに御利益があるとされ、特に江戸時代には、ある病が治る

として信仰を集めた。その病とはなにか。 

（ア）耳の病     （イ）手の病     （ウ）腰の病      （エ）目の病 

 

（29） 京都の年末の 風物詩
ふ う ぶ つ し

である「山科義士まつり」は、あることを記念して地元商店街の有

志で行列したことがルーツとなっている。あることとはなにか。 

（ア）山科区の誕生                     （イ）名神高速道路の開通 

（ウ）山科疏水の完成            （エ）国鉄の電化 

 

（30） 「山科音頭」は、山科区誕生５周年を記念して制作されたものだが、レコーディングを担

当した歌手はだれか。 

（ア）藤山直美     （イ）美空ひばり   （ウ）都はるみ     （エ）三波春夫 

 

 

３ 現代に関する記述について，最も適当なものを（ア）～（エ）から選びなさい。 

 

（31） 平成 29年（2017）で 10回目を迎えた、清水焼の中に水を張り、その中にロウソクを灯し

て並べ、灯りの路をつくるイベントの名称はどれか。 

（ア）清水焼の郷まつり                 （イ）山科夢舞台 

（ウ）ぐるっとふれ愛まちフェスタ         （エ）やましな駅前陶灯路 

 

（32） 平成 27年（2015）３月、山科駅とある地域を循環するバスが 19年ぶりに復活した。その

地域とはどこか。 

（ア）小野       （イ）鏡山       （ウ）百々       （エ）大塚 

 

（33） 次のうち、山科区のシンボルマークはどれか。 

（ア）        （イ）         （ウ）        （エ） 
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（34） 京津線の線路や山科区内の食堂がロケに使用され話題となった、昭和 34年（1959）上映

のコメディ映画のタイトルはどれか。 

（ア）体験旅行    （イ）開運旅行       （ウ）危険旅行    （エ）集金旅行 

 

（35） 平成 29年（2017）10月に開業 20周年を迎えた京都市営地下鉄東西線。世界初の事例とな

る「４本超近接回転移動シールドトンネル」が採用された区間はどこか。 

（ア）山科～御陵                       （イ）御陵～東山 

（ウ）小野～山科                         （エ）椥辻～東野 

 

（36） 平成 28年度に、外環状線（三条通～新十条通）の街路樹が紅葉の美しい植物に植え替え

られた。その植物とはなにか。 

（ア）カエデ     （イ）ハナミズキ   （ウ）ケヤキ       （エ）イチョウ 

 

（37） 山科区にまつわるキャラクターの組み合わせとして、正しくないものはどれか。 

（ア）もてなすくん・きよまろ           （イ）きよまろ・かんちゃん 

（ウ）もてなすくん・もちもちいん      （エ）もてなすくん・かんちゃん 

 

 

４ 産業に関する記述について，最も適当なものを（ア）～（エ）から選びなさい。 

 

（38） 大正 14年（1925）に京都市電の拡張工事に伴って山科に移転し、清酒の 醸造
じょうぞう

・販売を行

っていた山科唯一の酒造会社はどれか。 

（ア）鶴の聲酒造             （イ）海老名酒造   

（ウ）佐々木酒造              （エ）四ノ宮酒造 

 

（39） 京野菜の一つであり、京都府指定の「京の伝統野菜」や「ブランド京野菜」にも選ばれて

いる山科の農産物はどれか。 

（ア）山科とうがらし           （イ）山科たけのこ 

（ウ）山科なす               （エ）山科かぶ 

 

（40） 明治初期にできた国鉄旧東海道線は、大正時代に現在の東海道線が完成したことに伴って

廃線となり、その多くが名神高速道路に転用された。次のうち、旧東海道線時代に線路が通

っていなかった地域はどれか。 

（ア）大塚       （イ）大宅       （ウ）小野      （エ）西野 
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（41） 「清水焼団地」は、清水・五条坂周辺の都市化などを理由として現在の地に集団移転した。

団地が完成したのはいつか。 

（ア）昭和 33年（1958）           （イ）昭和 43年（1968） 

（ウ）昭和 52年（1977）            （エ）平成５年（1993） 

 

（42） 昭和 41年（1966）に開園した勧修寺観光農園は、京都で初めて、ある果物の生産を行っ

た農園として知られている。現在でも市内有数の産地として有名だが、その果物とはなにか。 

（ア）りんご     （イ）ぶどう        （ウ）いちご     （エ）なし 

 

 

５ 芸術に関する記述について，最も適当なものを（ア）～（エ）から選びなさい。 

 

（43） 御陵大岩の疏水南側にある旧鶴巻鶴一邸を設計した、昭和初期のモダニズム建築のさきが

けとなった建築家はだれか。 

（ア）本野精吾   （イ）武田吾一      （ウ）丹下健三      （エ）前川國男 

 

（44） 西野山にある岩屋寺の本尊である不動明王は、だれの作と伝えられているか。 

（ア）弘法大師（空海）                  （イ）智証大師（円珍） 

（ウ）円如上人                           （エ）天智天皇 

 

（45） 安祥寺創建時の制作と推定され、明治 39年（1906）に焼失した多宝塔に安置されていた

が、京都国立博物館に寄託されていて難を逃れた重要文化財の美術工芸品はどれか。 

（ア）木造阿弥陀如来坐像                 （イ）木造五智如来坐像 

（ウ）蓮花蒔絵経筥                       （エ）中大般涅槃経 

 

（46） 毘沙門堂には、逆遠近法で描かれた動く絵が残されている。そのうち「板戸の 衝立
ついたて

」に

描かれた鯉の絵の作者はだれか。 

（ア）狩野益信    （イ）伊藤若冲     （ウ）俵屋宗達       （エ）円山応挙 

 

（47） 「琵琶湖疏水図誌」において、疏水建設当時の山科の情景を描いた高知出身の日本画家で、

ジョン万次郎や坂本龍馬とも親交のあった人物はだれか。 

（ア）河田小龍    （イ）吉田初三郎    （ウ）竹内栖鳳    （エ）狩野芳崖 
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６ 自然に関する記述について、最も適当なものを（ア）～（エ）から選びなさい。 

 

（48） 平成 13年（2001）から山科青少年活動センターが中心となって育成に取り組まれ、山科

区内の河川で自生できるまでになった昆虫はなにか。 

（ア）クロシジミ                   （イ）ゲンジボタル 

（ウ）ミドリセンチコガネ          （エ）ハグロトンボ 

 

（49） 山科盆地には、大阪湾の海水が京都盆地を経て侵入し、海となっていた時代があった。そ

れは何回あったとされているか。 

（ア）１回        （イ）２回          （ウ）３回        （エ）４回 

 

（50） 山科区役所の西北にある、夏場には子ども達の水遊び場にもなっている 湧水
わきみず

はどれか。 

（ア）ゆうなぎの水                      （イ）せせらぎの水 

（ウ）やすらぎの水                     （エ）かがやきの水 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（余 白） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


