
1 磐田市には国の指定文化財が８件ある。静岡県で〔Ａ．１番　Ｂ．３番　Ｃ．５番〕目に多い。

2
平成１３年３月２６日に国の史跡に登録された御厨古墳群は、何処にあるか。

〔Ａ．向笠地区　Ｂ．鎌田地区　Ｃ．匂坂地区〕

3
磐田市には長さ１００ｍ以上の前方後円墳が３基あるが、違うものはどれか

〔Ａ．松林山古墳　Ｂ．銚子塚古墳　Ｃ．かぶと塚古墳〕

4
大和朝廷と繋がりのある松林山古墳から出土した鏡は、卑弥呼と同じ時代のものと言われている、その鏡は　〔Ａ．二神二
獣鏡　Ｂ．三神三獣鏡　Ｃ．四神四獣鏡〕である。

5
磐田東部小学校の北にあった堂山古墳から出土し、平成２７年まで磐田駅前広場のシンボルになっていたモニュメントは、

〔Ａ．銅鏡　Ｂ．よろい　Ｃ．鞆形埴輪〕である。　　　

6
新豊院古墳群は、一つの尾根上で弥生時代から古墳時代前期の墓の移り変わりを知ることができる史跡で、昭和〔Ａ．６１
年　Ｂ．６２年　Ｃ．６３年〕に国の指定を受けた。

7
太田川の福田地内の河川改修工事で発掘調査が行なわれた元島遺跡から〔Ａ．集落跡　　Ｂ．城跡　Ｃ．銅鐸〕が見つ
かった。　

8
磐田市には東海地方の中で最大級の円墳がある。その古墳の名前は〔Ａ．高根山古墳　Ｂ．かぶと塚古墳　Ｃ．米塚古
墳〕である。

9 弥生時代を代表する青銅器の銅鐸が敷地の西の谷から出土した。何口出土したか。〔Ａ．３口　Ｂ．４口　Ｃ．５口〕

10
明治時代東海道本線の工事で破壊された古墳は〔Ａ．稲荷山古墳　Ｂ．経塚古墳　Ｃ．観音山古墳〕で、そこからは鏡等
が発掘され連城寺に保管されている。

11
豊田東小学校周辺では、２万年前の旧石器時代から古墳時代までの人々の生活の跡が見つかっているが、そこを〔Ａ．富
丘　Ｂ．磐田原　Ｃ．広野〕遺跡という。

12
磐田豊岡の新平山古墳は２９基発見されている。糸によりをかける珍しい石製の道具が出土したが、その名前はなんと言う
か。〔Ａ．勾玉　Ｂ．棗（なつめ）　Ｃ．紡錘車〕である。

13
磐田市には国分寺より古い古代寺院があったが、その寺院の名前は〔Ａ．二之宮廃寺　Ｂ．大宝院廃寺　Ｃ．遠江廃寺〕
である。

14 遠江国分寺は上総国分寺や讃岐国分寺と同様に、国の〔Ａ．特別史跡　Ｂ．国宝　Ｃ．重要文化財〕である。

15 遠江国分寺から上総国分寺についで２例目と言われる〔Ａ．布目瓦　Ｂ．仏像頭部　Ｃ．七重塔の礎石〕が見付かった。

16
中泉地区は古代から遠江の中心として栄え〔Ａ．奈良　Ｂ．平安　Ｃ．鎌倉〕時代には国府や官営寺院の国分寺が置かれ
た。

17 磐田市の御厨は、次の何処の寺社の領地だったか。〔Ａ．伊勢神宮　Ｂ．松尾大社　Ｃ．秋葉神社〕

18
旧見付学校に隣接して淡海国玉神社があるが、この神社は〔Ａ．出雲大社の末社　Ｂ．遠江国の一宮　Ｃ．遠江の国総
社〕である。

19
古来敷地の岩室では人・物が行き来していた。人や馬が災難に遇わないように観音堂を建て初午には村人総出で祈願を
した。観音堂の本尊は〔Ａ．如意輪　Ｂ．千手　Ｃ．馬頭〕観音という

20
紀行文「十六夜日記」に「誰か来て　見付の里と聞くからに　いとど旅寝ぞそら恐ろしき」と詠んだ作者は〔Ａ．紀貫之　Ｂ．
阿仏尼　Ｃ．吉田兼好〕である。

問題作成 ： 磐田歴史検定問題作成委員会　検証 ： 小林　佳弘（パンプキン出版編集長）
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21
平重盛が磐田に三連寺を建てた。天保１３年に建てられた竜洋地区最大、最古の山門がある寺は〔Ａ．蓮覚寺　Ｂ．連城
寺　Ｃ．連福寺〕である。

22
平家物語の巻十には、源平一の谷の合戦で源義経に敗れた〔Ａ．平宗盛　Ｂ．平重盛　Ｃ．平重衛〕が、鎌倉に送られる
途中池田の宿に泊まったと記載されている。

23
平安末期、栄華を極めた平家の貴公子との哀しい恋に涙した熊野御前の御相手は、〔Ａ．平宗盛　Ｂ．平清衡　Ｃ．平重
盛〕である。

24
磐田市には、国内最大の「一の谷中世古墳群」があった。墓は塚墓・集積墓・土杭墓等の三種類に大別されるが、合計

〔Ａ．８８８　Ｂ．９９９　Ｃ．１１１１〕基あった

25
駿河今川家の初代当主で、遠江の国の守護大名であった今川範国と伝えられる墓は〔Ａ．見性寺　Ｂ．省光寺　Ｃ．福王
寺〕にある。

26
磐田市寺谷にある長方形をした土塁と濠を有し、中世の有力者の館・奈良時代の豪族の館といわれる遺跡は〔Ａ．長者　Ｂ．
代官　Ｃ．陣屋〕屋敷と呼ばれている。　

27
桶狭間の戦で戦死した二俣城主松井宗信の家来は、主君の首を持ち帰り菩提寺に供養塔と首塚を建てた。この菩提寺は

〔Ａ．法音寺　Ｂ．妙満寺　Ｃ．天竜院〕である。

28
昨年の大河ドラマ真田丸の主人公であった真田幸村の姫と言われるお墓が、豊田町赤池にある。そこには〔Ａ．おこん女　
Ｂ．こひめっこ　Ｃ．あさがお〕という姫が眠っている。

29
長篠の戦い後、家康は二俣城を攻めるために社山城と二俣城の中間に砦を築いた。その名前は〔Ａ．神田山砦　Ｂ．亀戸
山砦　Ｃ．仲明山砦〕という。

30 小牧長久手の戦い後、家康は伊奈忠次に命じて〔Ａ．中泉陣屋　Ｂ．中泉御殿　Ｃ．中泉寺〕を造営した。

31
元亀３年、徳川軍と武田軍が一言坂で戦った時に活躍した徳川軍の武将は〔Ａ．本多忠勝　Ｂ．内藤信成　Ｃ．酒井忠次〕
である。

32
徳川軍と武田軍の戦いで、家康が「一生に一度願いを聞いてくれ」と祈願したという一言観音は、智恩斎の〔Ａ．境内　Ｂ．
本堂　Ｃ．門前〕に祀られている。

33
見付愛宕神社にある一里塚は東海道の両脇に塚が現存する例として珍しいが、それは日本橋から数えて〔Ａ．６２　Ｂ．７２　
Ｃ．８２〕番目の一里塚となる。

34
鎌田の医王寺は武田勢により焼失するが、その後家康や徳川幕府の寄進により復興をとげ、江戸末期まで〔Ａ．１３５石　Ｂ．
１４５石　Ｃ．１５５石〕を領していた。

35
平野重定は寺谷から天竜川の水を取り入れ、浜部までの１２ｋｍの大井堀を掘削し用水路を完成させた。その利用により新
田開発は〔Ａ．１万　Ｂ．２万　Ｃ．３万〕石に及んだ。

36
犬塚祐一郎は中泉陣屋に赴任、天竜川左岸の天領・私領を一体化する〔Ａ．水防　Ｂ．火防　Ｃ．風防〕組合を組織し、
翌年仿僧川を天竜川から太田川に合流させ水害を防いだ。

37
明治２０年寺谷用水の神田取り入れ口が完成したが、社山隧道は出口が数ｍ高すぎたことにより工事が中止された。

「社山、山の〔Ａ．狸　Ｂ．狐　Ｃ．猪〕にだまされて、金は出したが水はこんこん」と揶揄された。

38
磐田原の東を流れ、福田・浅羽までの水田を潤している磐田用水は〔Ａ．太田川　Ｂ．天竜川　Ｃ．原野谷川〕の水を引い
ている。

39
竜洋の駒場村に住んでいた旧幕臣の荒井信敬が、私財を投じて明治１３年に造ったものは〔Ａ．灯台　Ｂ．津波堤防　Ｃ．
掛塚港〕である。

40
「獅子ケ鼻」は１８５４年安政の大地震で一部が崩れ今の呼び名になったが、地震前は〔Ａ．山犬の鼻　Ｂ．馬が鼻　Ｃ．牛
が鼻〕と呼ばれていた。

✂ キリトリ線
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41 明治時代に近代郵便制度を創設した静岡藩の初代中泉奉行は〔Ａ．山岡鉄舟　Ｂ．前島密　Ｃ．伊奈忠次〕である。

42 中泉代官所は、家康が〔Ａ．鷹狩り　Ｂ．直轄地支配　Ｃ．家光上洛〕のために造らせた。

43
磐田市に明治の初期、擬洋風建築の遠州三大学校が建てられた。最初に建てられた学校は〔Ａ．西之島学校　Ｂ．旧見
付学校　Ｃ．坊中学校〕である。

44
昭和１０年に移転新築された旧掛塚郵便局の局舎は、昭和４２年まで使われ、現在は登録文化財となっている。掛塚郵便局で電報業務が開
始されたのは明治３０年であったが、当時県西部で電報を扱っていたのは、他には浜松局と〔Ａ．見付　Ｂ．中泉　Ｃ．鎌田〕局だけであった。

45
光明電鉄は北遠の豊かな資源を運ぶため、磐田駅から船明まで現在のＪＲと同じ規模で計画された。現在天竜浜名湖線と
して一部が〔Ａ．神田駅　Ｂ．伊織駅　Ｃ．上野部駅〕となり今も利用されている。

46
掛塚の町には伊豆石で造られた石塀や蔵がいくつも見られる。港屋の石蔵は鰹節等を保管するのに使われた。縞模様の
美しい伊豆石の塀がある廻船問屋は〔Ａ．林家　Ｂ．松下家　Ｃ．津倉家〕である。

47
明治２０年代に、レンガの長手と小口を交互に積み重ねて造られた旧赤松家の門は〔Ａ．フランス積　Ｂ．イギリス積　Ｃ．ア
メリカ積〕の擬洋風建築である。

48
大政奉還後幕臣たちはその職を失い地方に分散した。福田・浅羽地区には松岡萬を始めとして、百人近くの〔Ａ．柿園　Ｂ．
茶園　Ｃ．製塩〕開拓団が入植している。

49
「進化論講話」・「進化と人生」などを著した丘浅次郎は、掛塚の元廻船問屋に生まれたが、すぐに大阪に移った。しかし、
丘家の墓は今でも掛塚の〔Ａ．香集寺　Ｂ．潜龍寺　Ｃ．龍泉寺〕に残っている。

50
掛塚の天竜川河川敷にあった飛行場は、福永三兄弟が日本初の〔Ａ．６人　Ｂ．４人　Ｃ．２人〕乗りの飛行機を製作した場
所として知られている。

51
太平洋戦争中の昭和１８年〔Ａ．福永　Ｂ．袖浦　Ｃ．中野〕飛行場が冠水、国は水路用地を強制買収。翌年、竹山祐太
郎は学徒動員や農業増産報国隊を投入し工事を進めた。

52
磐田一のパワースポットである〔Ａ．北福山西光寺　Ｂ．東福山西光寺　Ｃ．南福山西光寺〕は、日限地蔵とナギの木とのダ
ブル恋愛パワーをもたらすと評判である。

53
淡海国玉神社の拝殿の軒には干支の動物が彫られているが、一つだけ拝殿の中に収められている動物は〔Ａ．鼠　Ｂ．兎　
Ｃ．虎〕である。

54
桜の名所敷地川にゴム製のダムがあり、田に水を入れる時はゴムの袋を近くのポンプで膨らませ水位を上げ水を引く。この装
置を〔Ａ．ラバーダム　Ｂ．バルーンダム　Ｃ．ファブリーダム〕という。

55
鶴ケ池の名前は〔Ａ．昔池の形が鶴の姿に見えた　Ｂ．昔鶴がたくさんこの池に飛来した　Ｃ．源頼朝が鶴の足に黄金の矢
を付け放った〕故事から付けられた。

56
旧豊田町池田の行興寺に、国と県指定の天然記念物のフジの木がある。県指定のフジの木は何本あるか。

〔Ａ．５本　Ｂ．４本　Ｃ．３本〕

57
リオオリンピックで卓球の水谷隼・伊藤美誠は大きな話題になった。昭和１１年ベルリン大会では、旧福田町出身の
〔Ａ．溝口紀子　Ｂ．寺田　登　Ｃ．牧野正蔵〕が水泳で金メダルに輝いている。

58
お寺の名称は○○寺（てら・じ）や、○○院が多いが、袋井市にある可睡斎など、○○斎とつく寺も磐田市内に

〔Ａ．１寺　Ｂ．２寺　Ｃ．３寺〕ある。

59
加茂東のお堂の中に、死者の前世の功罪を裁く十王像が祀られており、仏教民俗上貴重ということで〔Ａ．市　Ｂ．県　Ｃ．
国〕の文化財に指定されている。

60
旧見付学校の最上階に「伝酒井の太鼓」が置かれ、時を告げていた。この太鼓は〔Ａ．社山　Ｂ．一言坂　Ｃ．三方原〕
の戦いの際、浜松城で酒井忠次が打ち鳴らしたと伝えられている。
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61 長野小学校の玄関にかかる「龍門館」の扁額は〔Ａ．山岡鉄舟　Ｂ．松岡　萬　Ｃ．前島密〕の書である。　

62
福田豊浜の国学者加藤知碩（白山神社に歌碑）は柿園嵐牛に学び門下四天王と尊敬された。彼の育てた門下生は〔Ａ．
４００　Ｂ．５００　Ｃ．６００〕人以上と言われ、地域の教育強化に貢献した。

63
磐田駅前にあるクスの木は、県指定の天然記念物である。樹齢は〔Ａ．７００年　Ｂ．８００年　Ｃ．９００年〕以上と言われて
いる。

64
「遠つおふみ　大河ながるる　国なかば　菜の花さきぬ　富士をあなたに」と詠んだ明治の歌人〔Ａ．島崎藤村　Ｂ．正岡
子規　Ｃ．与謝野晶子〕の歌碑が、豊田図書館の西側にある。

65
磐田西高北側の南原から平地に下る坂道は、古くから水汲み坂と呼ばれており、その途中に〔Ａ．厄除地蔵　Ｂ．禁酒地蔵　
Ｃ．子授地蔵〕が祀られている。

66
市の文化財である「一言邑十景」は、旗本皆川氏家臣の漢詩に画家狩野祐甫が絵を描き〔Ａ．林　鶴梁　Ｂ．林　伸充　
Ｃ．林　伸光〕らが和歌等を書き添えていたものである。

67
掛塚祭りの貴船神社の神輿渡御には、先頭に「竹馬」と呼ばれる天狗の面を着けた先導役がいる。この「竹馬」が辻 に々
払うため持っているのは〔A. 南天　Ｂ．榊　Ｃ．バレン〕である。

68

祭神大国主命に因み、拝殿
前に狛犬の代わりに写真の像
が置かれている神社は〔Ａ．貴
船 神 社　Ｂ．若 宮 八 幡 宮　
Ｃ．淡海国玉神社〕である。

69

寺谷用水沿いにある「寺谷コン
トロールセンター」には、明治
４２年に大円寺の境内から移さ
れた石蔵がある。この建物の
名前は軒下にも書かれている
が、〔Ａ．用水文庫　Ｂ．寺谷
文庫　Ｃ．寺谷倉庫〕という。

70

磐田市野箱に墓があり、東海
道随一の美女と言われたこの
絵の女性は〔Ａ．熊野御前　
Ｂ．千寿（千手）の前　Ｃ．阿
佐賀保〕である。

71

この碑は昭和１８年に元富岡村
長　鈴木正一翁が青壮年の無
事の出征、帰還を祈念して気賀
坂に建てたものである。この表
面の出迎坂の文字に対して裏
面は〔Ａ．見送坂　Ｂ．見返坂　
Ｃ．見返峠〕と刻まれている。

72

この写真は見付のいこい広場
に移築された脇本陣「大三河
屋」の門である。屋根瓦をよく見
ると、十二支の中の動物が形作
られているが、その動物は〔Ａ．
鼠　Ｂ．兎　Ｃ．寅〕である。

73

見付の宣光寺に家康が寄進
したといわれる梵鐘がある。鐘
には「〔Ａ．大担越　Ｂ．大施
主　Ｃ．寄進主〕源家康」の
銘があるため大戦中の金属回
収を免れた。

74

これは家康が別荘として使用
していた中泉御殿の裏門を移
築したものである。この門があ
るのは〔Ａ．中泉寺　Ｂ．西光
寺　Ｃ．西願寺〕である。

75

中泉代官　林鶴梁ご母堂の
墓と享和３年（１８０３）建立の
経 蔵で有 名な〔A．泉 蔵 寺　
Ｂ．西願寺　Ｃ．満徳寺〕に
は、二百年の年月を経ても色
鮮やかな８１枚の天井画が経
蔵の中に残されている。

☎／FAX （0538）33-1222　　Mail : iwata-kankou@river.ocn.ne.jp
休業日 ： 月曜日（月曜が祝日の場合はその翌日）　磐田市観光協会お問合せ

○優秀者上位５名までは表彰式を行い、磐田市観光協会より賞状と副賞（しっぺいグッズ）を授与。
○全７５問のうち一級 ： ７０点以上　二級 ： ６５点以上　三級 ： ６０点以上　四級 ： ５５点以上とし、一級～四級に該当する
方には１０月末までに認定証をお送りいたします。　　　　

主催　磐田市観光協会　　　協力　磐田観光ボランティア「ふれあいガイドの会」
後援　磐田市、磐田市教育委員会、磐田商工会議所、磐田市商工会、見付宿を考える会、静岡新聞社・静岡放送、
　　　中日新聞東海本社

申込先・
参加料

ご応募は左の解答用紙と参加料１２０円切手を同封し、２０１７年９月３０日（土）必着で、
下記住所まで封書にてお送りいただくか、協会まで直接ご持参ください（ご持参の場合は現金も可）。
〒４３８―００７８　磐田市中泉一丁目１－５　磐田市観光協会「２０１７磐田歴史検定」係


