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１．解答用紙へのマーク記入にあたっては硬度ＨＢまたは、 

Ｂの黒鉛筆を使用してください。 （ボールペンは使用不可） 

２．誤ってマークしたときは、跡の残らないようにプラスチック消しゴムで 

  消してください。 

３．解答欄は、各問題につき1つのみ解答してください。 

４．解答用紙は直接コンピュータで読み取りますので、 

  絶対に折り曲げたり汚したりしないでください。 

５．問題は全部で100問で、配点は問題1問につき1点です。 
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Ⅰ．奈良県の気候・地理・動植物に関することがらについて、最も適当なものを選びなさい。 

 

 

（1）「大和三山」と呼ばれる山の組合せで正しいのはどれか。 

  ア．耳成山－畝傍山－三輪山   イ．三輪山－畝傍山－天香久山 

  ウ．天香久山－二上山－耳成山   エ．畝傍山－耳成山－天香久山 

 

（2）「亀の瀬地すべり」地帯を形成し、大阪湾に注ぐ川はどれか。 

  ア．大和川  イ．室生川  ウ．宇陀川  エ．北山川 

 

（3）吉野郡や五條市を流れる吉野川は、下流では名前は何に変わるか。 

  ア．十津川  イ．紀ノ川  ウ．熊野川  エ．木津川 

 

（4）奈良市観光の象徴的な存在で、仲秋の名月の日に開催される采女祭りで有名な池はどれか。 

  ア．あやめ池  イ．猿沢池  ウ．蛙股池  エ．くろんど池 

 

（5）曽爾高原の山肌一面を覆うことで知られる植物はどれか。 

  ア．ミツバツツジ イ．ススキ  ウ．カタクリ  エ．オオヤマレンゲ 

 

（6）紅葉の見事な社寺の中で「錦の里」と称されるのはどこか。 

  ア．正暦寺  イ．円成寺  ウ．石上神宮  エ．池神 

 

（7）室生寺境内が名所とされ、4 月から 5 月にかけて咲く花はどれか。 

  ア．アジサイ  イ．シャクナゲ  ウ．バラ   エ．ボタン 

 

（8）奈良県には三大梅林といわれるウメの名所があるが、それに含まれないのはどれか。 

  ア．月ケ瀬  イ．巨勢   ウ．賀名生  エ．広橋 

 

（9）奈良の鹿愛護会が平成 28 年（2016）7 月に発表した、奈良公園と鹿苑にいるシカの頭数は何頭か。 

  ア．555 頭  イ．1055 頭  ウ．1455 頭  エ．2055 頭 
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Ⅱ．奈良県の歴史に関することがらについて、最も適当なものを選びなさい。 

 

 

（10）崇峻天皇 5 年（592）に推古天皇が即位した宮はどれか。 

  ア．倉梯宮  イ．豊浦宮  ウ．岡本宮  エ．厩坂宮 

 

（11）朱鳥元年（686）に謀反の罪で刑死し、のちに二上山に葬られた皇子は誰か。 

  ア．舎人親王  イ．草壁皇子  ウ．大津皇子  エ．刑部親王 

 

（12）次の飛鳥・奈良時代の皇族のうち、天智天皇の子供でないのは誰か。 

  ア．大友皇子  イ．元明天皇  ウ．持統天皇  エ．文武天皇 

 

（13）平城宮で勤務していた官人たちの人数は約何人であったと推定されているか。 

  ア．約 1,000 人 イ．約 1 万人  ウ．約 5 万人  エ．約 10 万人 

 

（14）奈良時代に絶大な権力を握り、恵美押勝の姓名を下賜されたのは誰か。 

  ア．藤原不比等 イ．藤原仲麻呂  ウ．吉備真備  エ．橘諸兄 

 

（15）称名寺で禅を学び、「侘び茶」の創始者として「茶礼祖」と仰がれるのは誰か。 

  ア．千利休  イ．小堀遠州  ウ．村田珠光  エ．武野紹鴎 

 

（16）宇陀市大宇陀区で江戸時代初期に成立した松山藩の初代藩主は誰か。 

  ア．織田信雄  イ．織田信武  ウ．織田長頼  エ．織田有楽斎 

 

（17）江戸時代の嘉永年間に多くの桜や楓を植えて奈良の美観を図った奈良奉行は誰か。 

  ア．小俣景行  イ．溝口信勝  ウ．中坊秀政  エ．川路聖謨 

 

（18）昭和 42 年（1967）に薬師寺の管主となり、伽藍の復興に努めた僧侶は誰か。 

  ア．平岡定海  イ．高田好胤  ウ．佐伯定胤  エ．森本孝順 
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Ⅲ．奈良県の遺跡や古墳に関することがらについて、最も適当なものを選びなさい。 

 

 

（19）昭和 32 年（1957）に縄文時代早期の押型文土器が出土した山添村の遺跡はどれか。 

  ア．桐山和田遺跡 イ．竹内遺跡  ウ．大川遺跡  エ．曲川遺跡 

 

（20）出土した回廊が飛鳥資料館に復原展示されている寺跡はどれか。 

  ア．定林寺跡  イ．山田寺跡  ウ．坂田寺跡  エ．川原寺跡 

 

（21）平城宮跡の復原大極殿の扁額に書かれた文字は、誰にゆかりのある文字を集めたものか。 

  ア．舎人親王  イ．粟田真人  ウ．長屋王  エ．藤原不比等 

 

（22）平城宮建設にともなって前方部が削平された第二次大極殿北側の市庭古墳は、どの陵に治定さ 

   れているか。 

  ア．平城陵  イ．成務陵  ウ．日葉酢媛命陵  エ．神功皇后陵 

 

（23）江戸時代に、崇峻陵とも考えられた桜井市の大型方墳はどれか。 

  ア．茶臼山古墳 イ．天王山古墳  ウ．ホケノ山古墳  エ．メスリ山古墳 

 

（24）明日香村平田にあって、猿石と呼ばれる４体の石像が置かれている墓はどれか。 

  ア．吉備姫王墓 イ．鏡女王墓  ウ．大田皇女墓  エ．大伴夫人墓 

 

（25）明日香村稲淵にあり、明神塚と呼ばれていた墳墓は誰の墓とされているか。  

  ア．高向玄理  イ．僧旻   ウ．南淵請安  エ．犬上御田鍬 

 

（26）阿部丘陵にあり、竜山石製の大きな家形石棺が石室の内部に残る古墳はどれか。 

  ア．文殊院東古墳 イ．艸墓古墳  ウ．秋殿南古墳  エ．谷首古墳 

 

（27）高取町佐田にあり、草壁皇子の墓と推測される終末期古墳はどれか。 

  ア．束明神古墳 イ．カヅマヤマ古墳 ウ．越塚御門古墳  エ．マルコ山古墳 
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Ⅳ．奈良県の寺社に関することがらについて、最も適当なものを選びなさい。 

 

 

（28）石上神宮は大和朝廷の武器庫であったといわれるが、そこを管理したという氏族はどれか。 

  ア．物部氏  イ．蘇我氏  ウ．大伴氏  エ．秦氏 

 

（29）雄略天皇とともに狩りを楽しんだと伝えられる神を祀る神社はどれか。 

  ア．大和神社  イ．檜原神社  ウ．一言主神社  エ．金峯神社 

 

（30）大和郡山市内にある賣太神社に祀られている人物は誰か。 

  ア．太安萬侶  イ．稗田阿礼  ウ．阿倍御主人  エ．弓削皇子 

 

（31）奈良市の猿沢池と采女に関わる伝説が残る宇陀市の神社はどれか。 

  ア．海神社  イ．阿紀神社  ウ．龍穴神社  エ．桜実神社 

 

（32）「大和四所水分神社」のうち、春日造の本殿が国宝に指定されているのはどれか。 

  ア．宇太水分神社 イ．都祁水分神社  ウ．葛木水分神社  エ．吉野水分神社 

 

（33）聖徳太子の父であり、法隆寺の建立を発願しながら果たせずに病没した天皇は誰か。 

  ア．崇峻天皇  イ．敏達天皇  ウ．欽明天皇  エ．用明天皇 

 

（34）東西の古塔が残り、聖衆来迎練供養会式の行われる寺院はどこか。 

  ア．當麻寺  イ．金峯山寺  ウ．岡寺   エ．飛鳥寺 

 

（35）平成 17 年（2005）に西塔跡の発掘調査が行なわれ、巨大な風鐸や相輪の水煙が出土した寺院は 

   どれか。 

  ア．川原寺  イ．元興寺  ウ．大安寺  エ．本薬師寺 

 

（36）創建説話に仙人が登場し、アジサイの名所でもある橿原市の寺院はどれか。 

  ア．おふさ観音 イ．額安寺  ウ．久米寺  エ．称念寺 

 

（37）唐より帰国した玄昉が渡航中に唱えた経典の名をもって命名された寺院はどれか。 

  ア．海龍王寺  イ．般若寺  ウ．福智院   エ．不退寺 
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（38）東大寺南大門に掲げられている扁額に記された寺号はどれか。 

  ア．金光明四天王護国之寺   イ．教王護国寺 

  ウ．大華厳寺     エ．法華滅罪之寺 

 

（39）唐招提寺の建てられた地にかつて邸宅を構えていた人物は誰か。 

  ア．橘諸兄  イ．吉備真備  ウ．藤原不比等  エ．新田部親王 

 

（40）西大寺創建のきっかけとなる四天王像の造立を発願したのは誰か。 

  ア．光明皇后  イ．聖武太上天皇  ウ．孝謙太上天皇  エ．淳仁天皇 

 

（41）いわゆる「大和三門跡尼寺」にあてはまらないのは、次のどれか。 

  ア．興福院  イ．法華寺  ウ．中宮寺  エ．円照寺 

 

（42）宇陀川を隔てた対岸に、国史跡の弥勒磨崖仏がある寺院はどれか。 

  ア．大野寺  イ．室生寺  ウ．安産寺  エ．青蓮寺 

 

（43）茶人としても名高い小泉藩主が開き、借景庭園で有名な大和郡山市内にある寺院はどれか。 

  ア．永慶寺  イ．霊山寺  ウ．松尾寺  エ．慈光院 

 

（44）柳生家の菩提寺である奈良市柳生町の芳徳寺は、誰が創建した寺院か。 

  ア．柳生宗冬  イ．柳生三厳  ウ．柳生宗矩  エ．柳生利厳 

 

（45）お里・沢市の世話物浄瑠璃でも知られ、眼病平癒の祈願に訪れる参詣者の多い寺院はどれか。 

  ア．長谷寺  イ．壷阪寺  ウ．子島寺  エ．橘寺 
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Ⅴ．奈良県の建築、彫刻、絵画に関することがらについて、最も適当なものを選びなさい。 

 

 

（46）法隆寺五重塔初層にある、仏教説話を表現した群像の造像法はどれか。 

  ア．石造  イ．塑造   ウ．銅造   エ．木造 

 

（47）興福寺の阿修羅像についての記述のうち、正しいのはどれか。 

  ア．手は８本、顔は３つである。   イ．甲冑をまとっている。 

  ウ．胸飾りを付けている。   エ．檜の一木造りである。 

 

（48）円成寺の国宝大日如来坐像を若き日に制作したという仏師は誰か。 

  ア．運慶  イ．快慶   ウ．定朝   エ．湛慶 

 

（49）室生寺金堂の国宝木造釈迦如来立像は、近世までどの如来としてまつられてきたか。 

  ア．大日如来  イ．薬師如来  ウ．阿弥陀如来  エ．弥勒如来 

 

（50）東大寺開山堂内の厨子に収められ、毎年 12 月 16 日に開扉される国宝の像はどれか。 

  ア．叡尊上人像 イ．良弁僧正像  ウ．実忠和尚像  エ．公慶上人像 

 

（51）僧の命蓮に関する奇跡物語を描いた、平安時代末期制作の絵画はどれか。 

  ア．信貴山縁起絵巻 イ．鳥獣人物戯画  ウ．伴大納言絵詞  エ．矢田地蔵縁起 

 

（52）天理市の長岳寺に所蔵される、狩野山楽が描いた大幅の絵画は何を題材としているか。 

  ア．阿弥陀来迎     イ．旧境内       ウ．地獄          エ．仏涅槃  

 

（53）薬師寺玄奘三蔵院の「大唐西域壁画」を描いた画家は誰か。 

  ア．横山大観  イ．東山魁夷  ウ．平山郁夫  エ．前田青邨 

 

（54）東大寺南大門を望む場所にあり、国の名勝に指定された池泉回遊式庭園で知られるのはどれか。 

  ア．左京三条二坊庭園 イ．依水園  ウ．旧大乗院庭園  エ．東院庭園 
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Ⅵ．奈良県に関連する文学について、最も適当なものを選びなさい。 

 

 

（55）「大和は国のまほろば」といわれるが、その出典はどれか。 

  ア．太安万侶が書いた『古事記』の序文  イ．『古事記』に記された倭建命の歌 

  ウ．『日本書紀』に記された聖徳太子の語  エ．『万葉集』に収録の舒明天皇の歌 

 

（56）恭仁京に遷都した後に詠まれた、奈良の都の荒廃を嘆いた万葉歌はどれか。 

  ア．あをによし 寧楽の家には 万代に 我も通はむ 忘ると思ふな 

  イ．世間を 常なきものと 今そ知る 奈良の都の うつろふ見れば 

  ウ．あをによし 奈良の都は 咲く花の にほふがごとく 今盛りなり 

  エ．やすみしし 我が大君の 敷きませる 国の中には 都し思ほゆ 

 

（57）阿倍仲麻呂の「天の原 ふりさけ見れば 〇〇なる三笠の山に 出でし月かも」（『古今和歌集』）の、 

   〇〇に入るのはどれか。 

  ア．夫婦  イ．夢と   ウ．春日   エ．大和 

 

（58）『源氏物語』第二十二帖の中で初瀬詣でをする女性は誰か。 

  ア．紫上  イ．玉鬘   ウ．朝顔   エ．葵上  

 

（59）『枕草子』の「市は」の段に出てくる海柘榴市は、現在のどの市町村にあったと言われるか。 

  ア．奈良市  イ．天理市  ウ．桜井市  エ．明日香村 

 

（60）吉野、奥吉野の風景の中に義経や後南朝の伝承が織り込まれた谷崎潤一郎の作品はどれか。 

  ア．『吉野葛』  イ．『細雪』  ウ．『千本桜』  エ．『春琴抄』 

 

（61）民俗学者の折口信夫によって著された『死者の書』は誰をモデルにしているか。 

  ア．持統天皇  イ．光明皇后  ウ．額田王  エ．中将姫 

 

（62）『南京新唱』や『鹿鳴集』などに奈良の歌を数多く残した歌人は誰か。 

  ア．折口信夫  イ．会津八一  ウ．堀辰雄  エ．吉野秀雄 

 

（63）今の宇陀市で旧制中学に通い、後に推理小説や古代大和を舞台にした小説『天の川の太陽』や 

   『落日の王子 蘇我入鹿』、またエッセイ『古代史の迷路を歩く』を書いた作家は誰か。 

  ア．松本清張  イ．高木彬光  ウ．横溝正史  エ．黒岩重吾 
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Ⅶ．奈良県の伝統工芸品や特産品に関することがらについて、最も適当なものを選びなさい。 

 

 

（64）「茶礼祖」として仰がれる人物にゆかりのある称名寺の茶室はどれか。 

  ア．独爐庵  イ．葉帰庵  ウ．高林庵  エ．八窓庵 

 

（65）墨の製法を日本に伝えたと『日本書紀』に記される高句麗の僧は誰か。 

  ア．法定  イ．慧慈   ウ．曇徴   エ．観勒 

 

（66）江戸時代に「南都随一」と称された「奈良晒」の原料はどれか。 

  ア．麻  イ．絹   ウ．木綿   エ．羊毛 

 

（67）三輪素麺で知られる素麺の製造工程で行う素麺干しが見られる時期はいつか。 

  ア．陽射しが強く、日照時間が長い真夏  イ．寒くて乾燥している真冬 

  ウ．爽やかな風が吹き始める初秋   エ．穏やかな日和の晩春 

 

（68）弘法大師がその製法を伝えたとされる、大和高原の特産品はどれか。 

  ア．素麺  イ．清酒   ウ．梅干   エ．茶 

 

（69）奈良市の伝統工芸品として知られるものはどれか。 

  ア．三宝・神具  イ．坪杓子  ウ．筆  エ．曲げ物 

 

（70）奈良の伝統工芸品や特産品についての記述のうち、正しいのはどれか。 

  ア．一刀彫の名前は、一振りの刀で彫ることに由来する。 

  イ．奈良漬は、どぶろくの下に溜まる汁粕に野菜を漬けたのが起源である。 

  ウ．奈良団扇のルーツは、唐招提寺のうちわまきである。 

  エ．吉野葛は、葛の実に蓄えられた澱粉から作られる。 

 

（71）戦前から奈良県内で生産が確認されている「大和の伝統野菜」に含まれないのはどれか。 

  ア．筒井れんこん イ．宇陀しいたけ  ウ．祝だいこん  エ．片平あかね 
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Ⅷ．奈良県の祭り・伝統行事等に関することがらについて、最も適当なものを選びなさい。 

 

 

（72）毎年 5 月に行なわれる「薪御能」は、どこで執り行われるか。 

  ア．興福寺  イ．元興寺  ウ．氷室神社  エ．天河神社 

 

（73）夏の奈良公園を彩る「なら燈花会」が始まったのはいつか。 

  ア．明治 20 年（1887）    イ．大正 11 年（1922） 

  ウ．昭和 21 年（1946）    エ．平成 11 年（1999） 

 

（74）7 月 7 日の金峯山寺蓮華会に着ぐるみで登場する動物はどれか。 

  ア．クマ  イ．ウサギ  ウ．ニワトリ  エ．カエル 

 

（75）砂を雨に見立てて激しく掛け合う「砂かけ祭り」が行なわれる神社はどこか。 

  ア．高鴨神社  イ．談山神社  ウ．廣瀬神社  エ．夜支布山口神社 

 

（76）奈良県の「無形民俗文化財」に指定され、曽爾村の門僕神社に奉納される伝統芸能はどれか。 

  ア．猿楽  イ．獅子舞  ウ．太鼓踊り  エ．紅幣踊り 

 

（77）東大寺二月堂の「修二会」を創始した僧侶は誰か。 

  ア．実忠  イ．行基   ウ．重源   エ．空海 

 

（78）橿原市東坊城町で 8 月 15 日の伝統行事「ホーランヤ」で燃やされるのはどれか。 

  ア．松明  イ．割箸   ウ．団扇   エ．卒塔婆 

 

（79）天理市の大和神社で毎年 4 月 1 日に行なわれる祭りはどれか。     

  ア．ちゃんちゃん祭り イ．シャカシャカ祭り ウ．すすつけ祭り  エ．でんそそ祭り 

 

（80）薬師寺で 3 月末に行なわれる「修二会」の通称はどれか。 

  ア．慈恩会  イ．お身拭い  ウ．雛会式  エ．花会式 

 

（81）御所市の吉祥草寺で行なわれる行事についての記述のうち、誤りはどれか。 

  ア．「茅原のトンド」と呼ばれる。  イ．1 月 14 日の夜に行われる。 

  ウ．大きな御輿が境内でぶつかり合う。  エ．全国各地で行なわれる左義長の一つである。 
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Ⅸ．奈良県の観光や文化に関することがらについて、最も適当なものを選びなさい。 

 

 

（82）世界遺産「古都奈良の文化財」の構成資産のうち、最も南に位置するのはどれか。 

  ア．元興寺  イ．唐招提寺  ウ．平城宮跡  エ．薬師寺 

 

（83）「重要伝統的建造物群保存地区」は、平成 29 年（2017）1 月現在、奈良県内に何ヶ所あるか。 

  ア．1 ヶ所  イ．2 ヶ所  ウ．3 ヶ所  エ．4 ヶ所 

 

（84）「文化財保護法」成立のきっかけとなったのは次のどれか。 

  ア．明治 13 年（1880）の奈良公園開設。 

  イ．明治 28 年（1895）の帝国奈良博物館の開館。 

  ウ．昭和 9 年（1934）の法隆寺の「昭和大修理」の開始。 

  エ．昭和 24 年（1949）の法隆寺金堂火災。 

 

（85）慶長 12 年（1607）の棟札が見つかり、建築年代が明らかな民家では日本最古とされ、五條新町を 

   構成する文化財となっている住宅はどれか。 

  ア．藤岡家住宅 イ．細川家住宅  ウ．今西家住宅  エ．栗山家住宅 

 

（86）国営飛鳥歴史公園で、平成 28 年（2016）に開園した地区はどれか。 

  ア．祝戸地区  イ．甘樫丘地区  ウ．高松塚周辺地区 エ．キトラ古墳周辺地区 

 

（87）大峯山山上ヶ岳の登山基地としても知られる温泉はどれか。 

  ア．洞川温泉  イ．入之波温泉  ウ．十津川温泉  エ．西吉野温泉 

 

（88）平成 21 年（2009）にユネスコの「無形文化遺産」に登録された伝統芸能はどれか。 

  ア．奈良市の題目立 イ．天理市の紅幣踊り ウ．吉野町の国栖奏 エ．十津川村の大踊り 

 

（89）毎年２月に開催される奈良公園周辺をＬＥＤ等のあかりで演出する催しはどれか。 

  ア．竹あかり  イ．花灯火  ウ．花灯路  エ．なら瑠璃絵 

 

（90）高取町の土佐街道で平成 9 年（2007）から毎年行なわれている行事はどれか。 

  ア．町かどアート イ．町家の雛めぐり ウ．はならぁと  エ．コスモス迷路 
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Ⅹ . 特集問題 吉野山に関することがらについて、最も適当なものを選びなさい。 

 

 

（91）建武新政の事績を讃えて、後醍醐天皇を祀る吉野神宮が創建されたのはいつか。 

  ア．室町時代  イ．安土桃山時代  ウ．江戸時代  エ．明治時代 

 

（92）金峯山寺の中心堂である本堂の一般的な呼称はどれか。 

  ア．観音堂  イ．曼荼羅堂  ウ．行者堂  エ．蔵王堂 

 

（93）吉野山にあり、文禄 3 年（1594）に豊臣秀吉が花見の本陣としたのはどれか。 

  ア．𠮷水神社  イ．本善寺  ウ．鳳閣寺  エ．吉野水分神社 

 

（94）本堂の扉に楠木正行の辞世の歌が刻まれ、後醍醐天皇陵が隣接する吉野町の寺院はどれか。 

  ア．金剛寺  イ．如意輪寺  ウ．喜蔵院  エ．大日寺 

 

（94）本堂の扉に楠木正行の辞世の歌が刻まれ、後醍醐天皇陵が隣接する吉野町の寺院はどれか。 

  ア．金剛寺  イ．如意輪寺  ウ．喜蔵院  エ．大日寺 

 

（95）「群芳園」として知られる池泉回遊式庭園のある吉野山の寺院はどれか。 

  ア．櫻本坊  イ．竹林院  ウ．東南院  エ．世尊寺 

 

（96）源義経が身をひそめたという蹴抜塔（義経隠れ塔）がある、吉野町の神社はどれか。 

  ア．浄見原神社 イ．勝手神社  ウ．天河神社  エ．金峯神社 

 

（97）西行法師が隠れ住んだという「西行庵」があるのは吉野山のどの場所か。 

  ア．下千本  イ．中千本  ウ．上千本  エ．奥千本 

 

（98）世界遺産「紀伊山地の霊場と参詣道」のうち、大峯奥駈道は吉野山とどことを結ぶ修行の道か。 

  ア．大台ケ原  イ．熊野三山  ウ．高野山  エ．玉置神社 

 

（99）吉野山の桜の種類で最も多いのはどれか。 

  ア．ソメイヨシノ イ．シダレザクラ  ウ．カスミザクラ  エ．シロヤマザクラ 

 

（100）吉野山や洞川の土産物として知られる「陀羅尼助」とは何か。 

  ア．薬  イ．地酒   ウ．和菓子  エ．佃煮 


