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第１回泉南市観光 100問検定問題 

 

［項目別］ 

① 文化（祭、芸能、文化財、歳時記等）20問 

② 歴史（神社仏閣、街道等）20問 

③ 地理（地勢、交通等）20問 

④ 産業（農水産業、商業等）10問 

⑤ 観光地（名所旧跡等）20問 

⑥ 雑学（方言、伝説等）10問 

 

 

検定日 12月 7日 

試験開始時刻 １４：３０ 

試験終了時刻 １５：３０ 

     

検定問題作成日：平成 26年 12月 2日 

監 修：大阪観光大学教授 中尾 清 

泉南市観光協会 
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【文化】 

問 1．泉南地方では昔から、農家の休みで「泥休み」という言葉が残っています。その意味

する休みとは何でしょうか。 

ア．秋入りの休み イ．春秋の彼岸休み ウ．雨が降った日の休み 

 エ．田植えを終えた後の休み 

 

問 2．熊野街道にある「一ノ瀬王子跡」に祀っている仏様は何でしょうか。 

ア．如意輪観音 イ．十一面観音 ウ．聖観音 エ．馬頭観音 

 

問 3．泉南市で唯一の登録有形文化財はどれでしょうか。 

ア．樽井駅駅舎 イ．信達宿本陣 ウ．山田家住宅 エ．真如寺 

 

問 4．大相撲大阪場所の開催時、信達市場の「長慶寺」を宿舎にする相撲部屋はどれでしょ

うか。 

ア．千賀ノ浦部屋 イ．九重部屋 ウ．北の湖部屋 エ．時津風部屋 

 

問 5．明治１８年、阪堺鉄道（現在の南海電鉄）の難波駅が開業しました。さて、樽井駅の

開業した年はいつでしょうか。 

  ア．明治２３年 イ．明治３０年 ウ．明治４３年 エ．大正５年 

 

問 6．JR 和泉砂川駅は昭和 5 年に私鉄の阪和電気鉄道の駅として開業しました。ではその

時の駅名は何でしょうか。 

ア．阪和砂川駅 イ．信達駅 ウ．泉南駅 エ．和泉泉南駅 

 

問 7．昭和４９年、金熊寺川で捕獲された珍しい動物は何でしょうか。 

ア．オオサンショウウオ イ．ニホンカワウソ ウ．ブラックバス 

エ．カモノハシ 

 

問 8．かつて泉南市にあった中学校はどれでしょうか。 

  ア．信達南中学校 イ．和泉中学校 ウ．山之井中学校 エ．信達北中学校 

 

問 9．信達金熊寺の「信達神社」にある天然記念物で、その葉を財布に入れておくと災いを

防ぐといわれる樹木は何でしょうか。 

ア．クス イ．オガタマ ウ．スギ エ．ナギ 
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問 10．大阪みどりの百選に選ばれていないのは次のうちどれでしょうか。 

  ア．堀河ダムの緑 イ．男神社の社叢と天神の森 

ウ．金熊寺梅林と信達神社の社叢  エ．種河神社の社叢 

 

問 11．泉南市をはじめ泉州地域で古くからある郷土料理で、水なすの古漬けとエビを焚き

合わせたものがあります。何という料理でしょうか。 

ア．えびなす イ．じゃこごうこ ウ．金山寺味噌 エ．くぎ煮 

 

問 12．現在の泉南市にあたる地域に人が住み始めたのは何時代でしょうか。 

ア．旧石器時代 イ．縄文時代 ウ．弥生時代 エ．奈良時代 

 

問 13．泉南市の市制が施行されたのはいつでしょうか。 

ア．昭和 22年 イ．昭和 45年 ウ．昭和 60年 エ．平成元年 

 

問 14．ロンドンオリンピックでトランポリン競技の 5位入賞を果たした泉南市出身の選手 

は誰でしょうか。 

ア．上山容弘さん イ．人見雅樹さん ウ．外村哲也さん エ．山口学さん 

 

問 15．信達岡中の「林昌寺」の庭園の様式は何でしょうか。 

ア．書院造庭園 イ．寝殿造庭園 ウ．浄土式庭園 エ．池泉・大刈込庭園 

 

問 16．泉南市の盆踊りで用いられる主な音頭は次のどれでしょうか。 

  ア．泉州音頭 イ．河内音頭 ウ．江州音頭 エ．東村山音頭 

 

問 17．泉南市の秋祭りは何月に行われるでしょうか。 

  ア．9月 イ．10月 ウ．11月 エ．12月 

 

問 18．泉南市は大阪のどの地域に含まれるでしょうか。 

 ア．摂津 イ．南河内 ウ．泉州 エ．紀北 

 

問19． 泉南市の秋祭りで、各家庭で作られる伝統的な食べ物はなんでしょうか。 

ア．おにぎり イ．押し寿司 ウ．おはぎ エ．たこやき 

 

問 20．泉州地域の名菓に数えられるものはどれでしょうか。 

ア．鳩サブレ イ．萩の月 ウ．むらすずめ エ．村雨 
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【歴史】 

問 1．樽井にある「南泉寺」にある井戸が発祥地となる地名はどこですか。 

ア．鳴滝地名 イ．樽井地名 ウ．岡田地名 エ．信達地名 

 

問 2．泉南市には 30余りの寺院がありますが、一番多い宗派はどれでしょうか。 

ア．真言宗 イ．浄土真宗 ウ．浄土宗 エ．日蓮宗 

 

問 3．泉南市は古い歴史のある街ですが、泉南市に存在しない街道はどれでしょうか。 

ア．浜街道 イ．熊野街道 ウ．信長街道 エ．高野街道 

 

問 4．男里の「光平寺」にある五輪塔は大阪府指定建造物となっています。さて、何時代に

建てられたものでしょうか。 

ア．飛鳥時代 イ．鎌倉時代 ウ．南北朝時代 エ．江戸時代 

 

問 5．樽井から信達岡中に抜ける「大師道」いう道があります。大師とは誰のことでしょう。 

ア．行基 イ．最澄 ウ．空海 エ．聖徳太子 

 

問 6．紀州から江戸へ、参勤交代に使われた「角谷本陣」に宿泊した殿様は誰でしょうか。 

ア．徳川吉宗 イ．徳川家康 ウ．豊臣秀吉 エ．岡部宣勝 

 

問 7．信達岡中にある鎮守の森にあるクスの木の樹齢は何年でしょうか。 

  ア．約 300年 イ．約 500年 ウ．約 800年 エ．約 1,000年 

 

問 8．男里にある「男神社」の年中行事で特に有名なものは何でしょうか。 

  ア．写経
しゃきょう

 イ．御管式
おくだしき

 ウ．護摩
ご ま

祈祷
き と う

 エ．花
はな

会式
え し き

 

 

問 9．樽井と男里に存在している、五
いつ

瀬
せの

命
みこと

の傷洗いの清水といわれた遺跡はどこでしょう。 

  ア．山の井遺跡 イ．幡代遺跡 ウ．戎畑遺跡 エ．岡中西遺跡 

 

問 10．新家の「畦の谷地蔵尊」は、ある寺の僧が民の病気平癒を願い地蔵尊を刻み込んだ

と伝えられています。どこの寺の僧でしょうか。 

ア．長谷寺 イ．四天王寺 ウ．根来寺 エ．法隆寺 
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問 11．信達市場の「真如寺」の別名は何と呼ばれているでしょうか。 

ア．隠れ本陣 イ．信達宿 ウ．庄屋 エ．旅籠 

問 12．信達牧野の「往生院」にある二面石仏は何時代の石仏でしょうか。 

ア．飛鳥時代 イ．白鳳時代 ウ．平安時代 エ．鎌倉時代 

 

問 13．信達大苗代の「一岡神社」の別名はなんでしょうか。 

ア．お稲荷さん イ．戎さん ウ．祇園さん エ．牛神さん 

 

問 14．泉南市内から銅鐸が出土しています。どこから出土しましたか。 

ア．茅渟神社 イ．男神社 ウ．長慶寺 エ．林昌寺 

 

問 15．信達市場の「長慶寺」は慶長３年に再建されたため、年号を逆さに取り入れ寺名と

しました。慶長３年とは何時代にあたるでしょうか。 

ア．平安時代 イ．鎌倉時代 ウ．安土桃山時代 エ．江戸時代 

 

問 16．かつて泉南市にあった古代寺院「海会寺」で使用された瓦は、どの寺院の瓦と同じ

型をしていますか。 

  ア．四天王寺 イ．法隆寺 ウ．東大寺 エ．飛鳥寺 

 

問 17．樽井の「専徳寺」の天水枡は誰の作ですか。 

  ア．左甚五郎 イ．萬屋錦之介 ウ．奈良屋利兵衛 エ．石屋半四郎 

 

問 18．新家の種河神社の側には、泉南市のある特産品の顕彰碑があります。何の顕彰碑で

しょうか。 

  ア．たまねぎ イ．きゃべつ ウ．ふき エ．さといも 

 

問 19．1615年、樫井川を挟んで豊臣方と徳川方で樫井の合戦がありました。樫井の合戦は

ある戦の前哨戦です。ある戦の名称は何でしょうか。 

ア．大坂春の陣 イ．大坂夏の陣 ウ．大坂秋の陣 エ．大坂冬の陣 

 

問 20．江戸時代（1752 年）、大飢饉に苦しむ人々を救うため、藩の米倉を破り、刑死した

義民小平次の碑はどこにあるでしょうか。 

  ア．往生院（信達牧野地区） イ．法然寺（男里地区） ウ．光明寺（幡代地区）  

エ．極楽密寺（馬場地区） 
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【地理】 

（問 1～6は別紙略図を参照してお答え下さい。） 

 

問 1．地図上①の、河川の名称は何でしょうか。 

ア．紀の川 イ．新家川 ウ．樫井川 エ．男里川 

 

問 2．地図上②の、河川の名称は何でしょうか。 

ア．金熊寺川 イ．男里川 ウ．新家川 エ．樫井川 

 

問 3．地図上③の、海水浴場の名称は何でしょうか。 

ア．ローズビーチ イ．ピチピチビーチ ウ．サンセットビーチ エ．サザンビーチ 

 

問 4．地図上④の、泉南市を横断する阪和高速道にあるトンネルは何トンネルでしょうか。 

ア．孝子トンネル イ．犬鳴山トンネル ウ．高倉山トンネル エ．老山トンネル 

 

問 5．地図上⑤の、鉄道の名称は何でしょうか。 

  ア．南海本線 イ．南海高野線 ウ．水間鉄道 エ．JR大和路線 

 

問 6．地図上⑥の、名称は何でしょうか。 

  ア．タブサ池 イ．堀河ダム ウ．双子池 エ．海会営池 

 

問 7．泉南地方は瀬戸内海式気候に属し、雨量が少ない地域です。そこで、灌漑用水にとし

て溜池を作ってきました。その数はおよそいくつあるでしょうか。 

ア．約 90箇所 イ．約 70箇所 ウ．約 50箇所 エ．約 20箇所 

 

問 8．大阪湾の別名は「チヌの海」ですが、チヌとはどんな生き物のことでしょうか。 

ア．蛸 イ．黒鯛 ウ．鯖 エ．穴子 

 

問 9．泉南市で一番高い山はどれでしょうか。(標高 468m) 

ア．お菊山 イ．高倉山 ウ．妙見山 エ．ボンデン山 

 

問 10．関西国際空港の敷地のうち、泉南市に属する面積は全体のどれくらいでしょうか。 

ア．約２分の１ イ．約３分の１ ウ．約４分の１ エ．約５分の１ 
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問 11．泉南市は大阪府の南部に位置していますが、隣接していない市町はどこでしょうか。 

ア．阪南市 イ．田尻町 ウ．紀の川市 エ．岬町 

 

問 12．東信達地区にある梅で有名な「金熊寺」は何と読むでしょうか。 

ア．きんゆうじ イ．こんゆうじ ウ．きんくまでら エ．こんたいじ 

 

問 13．JR「新家」駅の読み方はどれでしょう。 

ア．あらや イ．しんげ ウ．しんいえ エ．しんか 

 

問 14．泉南市にあるハイキングコースはどれでしょうか。 

ア．銀峯ハイキングコース イ．雨山ハイキングコース 

 ウ．お菊山ハイキングコース エ．大川ハイキングコース 

 

問 15．関西国際空港に住所地番がない自治体はどこでしょうか。 

ア．泉南市 イ．田尻町 ウ．泉佐野市 エ．貝塚市 

 

問 16．男里の「男神社」には、大阪府下で一番大きいと言われているある樹木が有ります。

その種子は羽子板の羽の重石に使われました。それは何でしょうか。 

  ア．ムクロジ イ．キリ ウ．クス エ．ナギ 

 

問 17．泉南市から岩出市に抜ける根来街道にある峠は何でしょうか。 

  ア．紀見峠 イ．暗峠 ウ．雄山峠 エ．風吹峠 

 

問 18．泉南市で一番大きなため池はどこでしょうか。 

  ア．中乃池 イ．君ヶ池 ウ．新家大池 エ．タブサ池 

 

問 19．泉南市の面積は約 49k㎡ですが、どこの島とほぼ同じでしょうか。 

ア．宮島（広島県） イ．能登島（石川県） ウ．宮古島（沖縄県） 

  エ．礼文島（北海道） 

 

問 20．砂川奇勝は昭和 5 年頃から昭和 40 年近くまで、観光地として訪れる人が絶えませ

んでした。しかし昭和 40年代になってから宅地化が進み、今は一部を残すのみとなっ

ています。さて、その砂川奇勝の地質は何でしょうか。 

  ア．泥岩 イ．溶岩 ウ．柱状節理岩 エ．砂岩 
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【産業】 

問 1．泉南市で明治から昭和にかけて発展してきた産業は何でしょうか。 

ア．陶器 イ．綿織物 ウ．機械部品 エ．半紙 

 

問 2．泉南市は、明治から大正にかけて、日本有数のあるものの生産地でした。次のどれで

しょうか。 

ア．瓦 イ．毛布 ウ．レンガ エ．畳 

 

問 3．江戸時代から明治時代にかけて泉州地方で盛んに栽培され、その後、優れた加工技術

のもと、泉南市を発展に導いた作物は何でしょうか。 

  ア．甘蔗
かんしょ

 イ．麻 ウ．綿花 エ．紅花 

 

問 4．岡田浦漁港で開催される朝市は、いつ開催されるでしょうか。 

ア．毎週日曜日 イ．毎週土曜日 ウ．毎月第一日曜日 

 エ．毎月第一日曜日と第三日曜日 

 

問 5．関西国際空港を表す空港コードはどれでしょうか。 

ア．ＩＴＭ イ．ＫＩＡ ウ．ＫＡＬ エ．ＫＩＸ 

 

問 6．岡田浦漁港で申込みすれば体験できるものはどれでしょうか。 

ア．セリ体験 イ．漁船操船体験 ウ．地曳網体験 エ．素潜り体験 

 

問 7．関西国際空港を拠点とする、LCC航空会社は何でしょうか。 

ア．バニラエア イ．ピーチ・アビエーション ウ．スカイマーク 

エ．春秋航空日本 

 

問 8．関西国際空港は今年（平成 26年）で開港何周年を迎えたでしょうか。 

  ア．10年 イ．15年 ウ．20年 エ．25年 

 

問 9．関西国際空港から直行便がないエリアはどこでしょうか。 

  ア．南米 イ．北米 ウ．中東 エ．オセアニア 

 

問 10．関西国際空港への連絡道路はどの自治体に所属しているでしょうか。 

  ア．泉南市 イ．泉佐野市 ウ．田尻町 エ．阪南市 
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【観光地】 

問 1．信達岡中の林昌寺の「法林の庭」は昭和期の作庭家「重森三玲」作です。次のうち、

重森三玲の作品ではないのはどれでしょうか。 

ア．東福寺の方丈庭園 イ．岸和田城八陣の庭 ウ．松尾大社の松風庭 

エ．龍安寺の石庭 

 

問 2．泉南市農業公園内にある施設はどれでしょうか。 

ア．梅林 イ．桜公園 ウ．ローズガーデン エ．わんぱく王国 

 

問 3．「恋人の聖地」に認定された場所はどこでしょうか。 

ア．マーブルビーチ イ．サザンビーチ ウ．ローズガーデン エ．関西国際空港 

 

問 4．マーブルビーチに敷き詰められているものは何でしょうか。 

ア．星の砂 イ．黒い大理石 ウ．白い大理石 エ．御影石 

 

問 5．貴重なカニである「ハクセンシオマネキ」が見られる場所はどこでしょうか。 

ア．男里川干潟 イ．砂川奇勝 ウ．樫井川下流 エ．岡田浦の浜 

 

問 6．今年（平成 26年）にタルイサザンビーチで産卵したウミガメの種類はなんでしょう。 

ア．アオウミガメ イ．アカウミガメ ウ．ミドリガメ エ．オサガメ 

 

問 7．今年 6月に樽井漁港にオープンした釣り堀の名称はなんでしょうか。 

ア．釣り堀タルイ イ．釣り堀ノース ウ．釣り堀サザン エ．釣り堀センナン 

 

問 8．今年で 2回目となった「せんなんフェスタ！！」の開催は何月に行われたでしょうか。 

ア．6月 イ．8月 ウ．10月 エ．11月 

 

問 9．新家にある「畦の谷」の由来は、谷の岩が常に湿り汗をかいているようであったため、

「汗の谷」と呼ばれ、その後「畦の谷」と呼ばれるようになりました。周辺では化石

が採掘されています。その化石は主にどれでしょうか。 

  ア．恐竜 イ．貝 ウ．三葉虫 エ．木の葉 

 

問 10．金熊寺梅林は約 300年前より栽培され、初春の開花時には多くの人で賑わっていま

す。さて、平成 26年現在、梅の木は約何本あるでしょうか。 

  ア．1000本 イ．2000本 ウ．3000本 エ．4000本 
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問 11．和歌山県との県境に近い堀河ダム周辺は、国定公園に指定されています。国定公園

の名称は何でしょうか。 

ア．金剛生駒紀泉国定公園 イ．高野龍神国定公園 ウ．大和青垣国定公園 

エ．琵琶湖国定公園 

 

問 12．別名「おたけびの宮」と呼ばれ、延喜式内社として古くから信仰を集めており、 

5月にはヒメボタルが見られる神社はどこでしょうか。 

ア．男神社 イ．信達神社 ウ．種河神社 エ．一岡神社 

 

問 13．毎春、熊野街道にある梶本宅に多くの観光客が訪れます。何の見学にくるのでしょ

うか。 

ア．たんぽぽ畑 イ．れんげ畑 ウ．桜 エ．野田藤 

 

問 14．岡田地区の浜辺には、大阪湾では近年珍しくなった植物が群生しています。それは

何でしょうか。 

   ア．オナモミ イ．ハマナス ウ．ハマナデシコ エ．ハマヒルガオ 

 

問 15．信達岡中の林昌寺境内に補陀落
ふ だ ら く

渡海
と か い

碑
ひ

がありますが、補陀落の意味は何でしょうか。 

ア．羅漢住処 イ．大日如来住処 ウ．阿弥陀如来住処 エ．観音菩薩住処 

 

問 16．鳴滝にある「浄光寺」は初夏からある花に彩られます。その花とは何でしょうか。 

ア．薔薇 イ．花菖蒲 ウ．アジサイ エ．藤 

 

問 17．平成 25年、泉南市観光案内所が設置され、市内の名所案内や自転車の貸出しを行っ

ています。この案内所のある場所はどこでしょうか。 

ア．樽井駅近く イ．新家駅近く ウ．岡田浦駅近く エ．和泉砂川駅近く 

 

問 18．泉南市には漁港はいくつあるでしょうか。 

   ア．２つ イ．３つ ウ．４つ エ．５つ 

 

問 19．かつて、泉南市にあった泉州有数の遊園地がありました。その名前はどれでしょう。 

  ア．みさき公園 イ．蜻蛉池公園 ウ．砂川遊園 エ．お池遊園 

 

問 20．次の中で泉南市にある施設はどれでしょうか。 

ア．動物園 イ．観覧車 ウ．射撃場 エ．乗馬クラブ 
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【雑学】 

問 1．泉州地方の方言で「よんべ」の意味は何でしょうか。（例：よんべ地震ゆったやろ？） 

ア．夕方 イ．夜中 ウ．一昨日 エ．昨夜 

 

問 2．泉州地方の方言で「もむない」の意味は何でしょうか。（例：このご飯もむないな。） 

ア．まずい イ．塩辛い ウ．甘い エ．苦い 

 

問 3．泉州地方の方言で「にんに」とはどのような意味ですか。 

ア．おむすび イ．玉子焼き ウ．お寿司 エ．にんにく 

 

問 4．泉南市の「花」は何ですか。 

ア．桜 イ．梅 ウ．つつじ エ．藤 

 

問 5．泉南市の「草花」は何ですか。 

ア．バラ イ．チューリップ ウ．コスモス エ．さくら草 

 

問 6．関西国際空港付近で近年クジラが目撃されています。そのクジラの種類は何でしょう。 

ア．コククジラ イ．スナメリ ウ．ツチクジラ エ．セミクジラ 

 

問 7．泉南市の人口は約何人でしょうか。（平成 26年 4月現在） 

ア．55,000人 イ．65,000人 ウ．85,000人 エ．90,000人 

 

問 8．新家地区の山間部に「お菊松」と呼ばれる史跡があり、ササユリの花でも有名です。

では、お菊とは誰の子供でしょうか。 

ア．豊臣秀次 イ．豊臣秀吉 ウ．豊臣秀長 エ．豊臣秀範 

 

問 9．JR阪和線を運行し、和泉砂川駅にも停車する特急列車の名称は何でしょうか。 

ア．くろしお  イ．ラピート  ウ．はるか  エ．サザン 

 

問 10．「せんなん広報」12 月号で発表された、泉南市マスコットキャラクターの名前は何

でしょうか。  

ア．くまもん イ．ふなっしー ウ．なすびん エ．泉南熊寺郎（せんくま） 


