
1
旧見付学校は明治８年８月に開校しました。学校の玄関の柱は、何様式でしょうか。
〔Ａ．フランス様式　Ｂ．エジプト様式　　Ｃ．エンタシス様式〕

2
旧見付学校の石垣の石は何処から運ばれてきたものでしょうか。
〔Ａ．横須賀城　Ｂ．天竜川　Ｃ．太田川〕

3
旧見付学校は初めは４階でした。生徒が多くなったので５階に増築したのはいつでしょうか。
〔Ａ．明治１６年　Ｂ．明治１８年　Ｃ．明治２２年〕

4
３の設問の当時における見付の就学率はどのくらいだったでしょうか。
〔Ａ．４０パーセント　Ｂ．５０パーセント　Ｃ．６０パーセント〕

5
大正８年に静岡県議会において、県立見付中学校を設立することが決議されました。同１１年に初代校長として迎えられた
人物は誰でしょうか。〔Ａ．小田原勇　Ｂ．牧野正蔵　Ｃ．尾崎楠馬〕

6
旧見付学校は床を斜めに張って丈夫な造りにしています。何階まで斜めに張られているでしょうか。
〔Ａ．２階まで　Ｂ．３階まで　Ｃ．４階まで〕

7
旧見付学校の奥に歴史的な建造物である磐田文庫があります。この建物は建て方に特徴があり、中央に１本の柱がありま
す。この柱は何角形でしょうか。〔Ａ．四角形　Ｂ．六角形　Ｃ．八角形〕

8
旧赤松家の赤松則良は近代日本の造船技術の先駆者です。技術を何処で習ってきたでしょうか。
〔Ａ．アメリカ　Ｂ．オランダ　Ｃ．イギリス〕

9
県・市指定文化財の旧赤松家を巡る塀に使われている構造物は何でしょうか。
〔Ａ．三和土　Ｂ．モルタル　Ｃ．タイル〕

10
赤松則良は１９才の時、咸臨丸に乗船し、勝海舟らと共に太平洋を横断しました。最初に着いた都市はどこでしょうか。
〔Ａ．ロサンゼルス　Ｂ．サンフランシスコ　Ｃ．パナマ〕

11
旧赤松家にはいくつかの建物が残っていますが、県の文化財に指定されているのはどこでしょうか。
〔Ａ．門・門番所　Ｂ．米蔵　Ｃ．図書蔵〕

12
幕府の命令でオランダに留学した留学生のうち、榎本武揚・西周・赤松則良の三人はどんな関係でしょうか。
〔Ａ．師弟関係　Ｂ．血縁関係　Ｃ．縁戚関係〕

13
渡辺崋山の門下生で、生家が見付宿の旅籠屋であった画人は誰でしょうか。
〔Ａ．三宅鴨渓　Ｂ．福田半香　Ｃ．山田蘆岸〕

14
徳川家康は中泉をよく訪れています。彼がこの地で好んで行なったと言われているものは何でしょうか。
〔Ａ．能　Ｂ．茶会　Ｃ．鷹狩り〕

15
江戸時代、見付に名物料理がありました。「こぶの〔Ａ．すっぽん屋　Ｂ．うなぎ屋　Ｃ．どじょう屋〕」という民話にもなっていま
す。

16
見付の地蔵小路にある宣光寺には、県内最大級の坐像である「延命地蔵菩薩」があります。何時代の作と言われていま
すか。〔Ａ．平安時代　Ｂ．鎌倉時代　Ｃ．室町時代〕

17
矢奈比賣神社（見付天神）の北方に悉平太郎が祀られている社がありますが、その社を何と言いますか。
〔Ａ．愛犬神社　Ｂ．霊犬神社　Ｃ．黒犬神社〕

18
磐田原台地の上にある坂道で、旧磐田市の最北端の藤上原地区と旧豊岡村を結ぶ約８５０ｍの登山道を何と言いますか。
〔Ａ．一言坂　Ｂ．神増坂　Ｃ．気賀坂〕

19
旧豊岡村下野部（大楽地）の一雲済川に架かる博士橋を渡った所に、この土地出身の理論文法学の開祖生誕の碑があり
ます。この人物は誰でしょうか。〔Ａ．松本大三郎　Ｂ．竹山祐太郎　Ｃ．松下大三郎〕

20
「万能ホタル」で有名な豊田地区「上万能」には、元亀３年、武田信玄軍と徳川家康軍の戦いで亡くなった将兵を弔った「挑
燈野」と言う場所があります。この戦いは何と言われていますか。〔Ａ．一言坂の戦い　Ｂ．三方原の戦い　Ｃ．二俣城の戦い〕

問題作成 ： 磐田歴史検定問題作成委員会　委員長　齊藤　正志
検証 ： 小林　佳弘（ぱんぷきん出版編集長）
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21
旧豊岡村下神増の一丁池には大勢の人々が楽しんだ施設の名称を記した記念碑があります。その場所で戦後まで続けら
れていた競技は何でしょうか。〔Ａ．競艇　Ｂ．水泳　Ｃ．競馬〕

22
旧豊岡村惣兵衛下新田の地名は、旧平松村の有力名主であった登屋の次男で、新田開発にも尽力した著名人に由来し
ています。この人物は誰でしょうか。〔Ａ．伊藤惣兵衛　Ｂ．水野惣兵衛　Ｃ．大箸惣兵衛〕

23
見付に置かれた国府には、政ごとを行う中心区域（範囲）が定められていました。中心区域とそれ以外の区域の境にある地名（字）が残されていますが、この場所
をなんと言いますか。この場所の北西方向には国府に関連した人々の墓地だと言われる一の谷中世墳墓群があります。〔Ａ．梅塚　Ｂ．なみだ橋　Ｃ．化粧坂〕

24
広野遺跡は旧石器時代の遺跡と考えられています。この遺構で見つかっているものは何でしょうか。
〔Ａ．ナウマンゾウの歯　Ｂ．黒曜石　Ｃ．イノシシの歯〕

25
１８００（寛政１２）年１２月４日に豊浜の付近で外国船が難破しました。その船のマストを使って豊浜の地に橋が掛けられまし
たが、その橋の名を何と言うでしょうか。〔Ａ．メリケン橋　Ｂ．南蛮人橋　Ｃ．唐人橋〕

26
塩新田の公民館には漆喰鏝絵の名人「入江長八」の作と言われる漆喰画像が掲げられています。その漆喰画像に描かれ
ている人物は誰でしょうか。〔Ａ．清水次郎長　Ｂ．森の石松　Ｃ．徳川家康〕

27
明治２年、日本の郵便制度をつくったといわれる前島密が中泉奉行として磐田に赴任してきました。彼の功績の中に士族や庶民の教育
の為、中泉仮学校を設置したことがあります。その学校の現在の校名は何でしょうか。〔Ａ．中部小学校　Ｂ．西小学校　Ｃ．北小学校〕

28
鎌田神明宮は伊勢神宮と同様に式年遷宮を行なっています。平成２８年に実施した遷宮はどの社を建て替えたでしょうか。
〔Ａ．船魂大神　Ｂ．稲荷社　Ｃ．天楠神社〕

29
淡海国玉神社では、近年本殿の大修理が完了しました。この時、創建時の年代を記した貴重な資料が発見されました。そ
の年代はどんな資料にが書かれていたでしょうか。〔Ａ．棟札　Ｂ．擬宝珠　Ｃ．天井裏〕

30
医王寺の庭園内に「いなづまや闇のかたゆく五位の声」の句碑があります。誰が詠んだ俳句でしょうか。
〔Ａ．松尾芭蕉　Ｂ．与謝蕪村　Ｃ．小林一茶〕

31
東部土地区画整理事業に伴う発掘調査では、主に弥生・古墳時代の歴史が明らかになりました。なかでも古墳時代５世紀前半頃のもの
と思われる多数の土製模造品（まつりに使用）が出土しました。この地区は何と言う地名でしょうか。〔Ａ．明ケ島原　Ｂ．三ケ野　Ｃ．新貝〕

32
磐田では様 な々形の古墳が発見されています。「向笠西原古墳群発掘調査報告書」に報告されている小規模な方墳であ
る、向笠西原の１０号墳の一辺の長さは何メートルでしょうか。〔Ａ．５ｍ　Ｂ．７ｍ　Ｃ．９ｍ〕

33
昭和１９年１２月の東南海地震で転覆した貨物列車の車輪が、太田川の近くの駒洗川橋梁付近で発見されましたが、この
車輪はどこの会社が製作したものでしょうか。〔Ａ．神戸製作所　Ｂ．昭和製作所　Ｃ．住友金属工業〕

34
池田の粒見堂観音は、１４３４年に寺の僧が天竜川に聖観音の尊像が浮かぶ夢を見て発見されたと言われています。その
夢を見たといわれる僧侶のお寺の名は何といいますか。〔Ａ．妙法寺　Ｂ．誓渡院　Ｃ．西法寺〕

35
江戸幕府の特別許可を得て、秤の製造、頒布、検定、修繕等を独占した座を秤座といいますが、中泉にも秤座がありました。
遠州秤座太田家「孫左衛門」の屋敷はどこにあったでしょうか。〔Ａ．中泉久保町　Ｂ．中泉七軒町　Ｃ．中泉東町〕

36
江戸から京に上られる途中、見付の東福山西光寺に念持仏「日限地蔵」を寄進したと伝えられている人は誰でしょうか。
〔Ａ．篤姫　Ｂ．源和子　Ｃ．千姫〕

37
静岡銀行の基礎をつくった平野又十郎は、掛塚の廻船問屋に生まれています。その廻船問屋の屋号は何と言うでしょうか。
〔Ａ．江戸屋　Ｂ．川口屋　Ｃ．遠州屋〕

38
川袋の八雲神社には、遠州報国隊に参加した長谷川貞雄の顕彰碑があります。長谷川貞雄は明治政府に出仕し栄進しま
した。彼の就いた役職は何でしょうか。〔Ａ．海軍主計総監　Ｂ．海軍中将　Ｃ．陸軍中将〕

39
白羽の白羽神社は、中世に地方から移り住んだ山下氏が代々神主職を世襲し、江戸時代には有玉の高林家とも姻戚関係
を持ちました。山下氏は何処から移り住んだと伝えられているでしょうか。〔Ａ．甲州　Ｂ．三河　Ｃ．信州〕

40
掛塚本町にある香集寺の門前に、鈴木勇次郎の顕彰碑があります。鈴木勇次郎は掛塚の大工で、地元に作品を残してい
ます、それは何でしょうか。〔Ａ．貴船神社の神輿　Ｂ．東町の神楽箱　Ｃ．野崎の秋葉山常夜燈〕

✂ キリトリ線
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41
天竜川の第二次改修が着手されたのは昭和初期のことでしたが、この工事で天竜川の一部が締め切られ、広大な土地が
生まれました。その締め切られた川は何と言われていましたか。〔Ａ．西派川　Ｂ．東派川　Ｃ．稲荷川〕

42
掛塚祭屋台囃子は、南北朝時代に後醍醐天皇の皇子である宗良親王が遠江の沖で暴風雨に遭い、白羽に漂着した折、随員の中御門
中納言某により伝授されたのが始まりと言われていますが、次のうちのどれでしょうか。〔Ａ．祇園囃子　Ｂ．三社祭礼囃子　Ｃ．公卿囃子〕

43
敷地にある野辺当信（まさのぶ）の供養塔は、静岡県で最古の五輪塔で鎌倉時代中期と言われています。何処のお寺にあ
るでしょうか。〔Ａ．永明寺　Ｂ．永安寺　Ｃ．浄光寺〕

44
国の登録有形文化財になっている天竜浜名湖鉄道の隧道で磐田市内にあるのは何処でしょうか。
〔Ａ．神田　Ｂ．阿蔵　Ｃ．利木〕

45
東海道の見付宿は、江戸から数えて何番目の宿場になるでしょうか。
〔Ａ．１８番目　Ｂ．２８番目　Ｃ．３８番目〕

46
前野の旧蓮華寺の境内にあって、お堂を持たず、火災除けの願いを込めた地蔵があります。この地蔵は何と呼ばれている
でしょうか。〔Ａ．濡れ地蔵　Ｂ．水かけ地蔵　Ｃ．厄除け地蔵〕

47
県内で初めて「せん仏」が出土した遺跡は、何と言う遺跡でしょうか。
〔Ａ．遠江国分寺遺跡　Ｂ．御殿・二之宮遺跡　Ｃ．大宝院廃寺遺跡〕

48
大原にある池主神社は、大原地区の水田の水源になっている大池を干拓してはならないと言う判断を下した人物を祀ってい
ます。それは誰でしょうか。〔Ａ．青山宙平　Ｂ．山岡鉄舟　Ｃ．松岡萬〕

49
１９３２年から斎藤実（まこと・二・ニ六事件）内閣の内閣書記官長（現在の官房長官）を務めた見付出身の柴田善三郎は、
その前に官選の知事を務めていました。何処の知事だったでしょうか。〔Ａ．静岡県知事　Ｂ．大阪府知事　Ｃ．京都府知事〕

50
大久保春野の娘英子の夫であり、明治時代に難破漂流の場面「南風」を描いた有名な洋画家は誰でしょうか。
〔Ａ．和田三造　Ｂ．和田英作　Ｃ．三宅鴨渓〕

51
中泉出身の青山士は、海外の大きな運河の一部の設計に携わり、帰国後は荒川放水路を完成させるなど多くの土木工事
に携わりました。その運河の名前は何と言うでしょうか。〔Ａ．パナマ運河　Ｂ．スエズ運河　Ｃ．キール運河〕

52
東海道線は明治２２年に開通しましたが、明治４２年には中泉停車場から池田に向かい、中泉軌道が開業しました。この軌
道の動力は何だったでしょうか。〔Ａ．木炭蒸気機関　Ｂ．人　Ｃ．馬〕

53
宝永の大地震後、藩港の横須賀湊が隆起して使えなくなり、大きな船は福田の湊に着くようになりました。「嫁に行くなら福田の
河岸へ〔Ａ．お江戸　Ｂ．薩摩　Ｃ．南洋〕帰りの船が着く」と唄われたほど、多くの物質が福田の湊に着き賑わっていました。

54
鎌田神明宮や福田の六社神社に奉納された絵馬には、漁船による漁の様子が力強く描かれています。何漁を描いた絵馬
でしょうか。〔Ａ．くじら漁　Ｂ．シラス漁　Ｃ．カツオ漁〕

55
福田の南田で毎年８月に大勢で、百万遍という珍しい地域信仰行事を行なっています。これはどんな行事でしょうか。
〔Ａ．大きな輪を広げる　Ｂ．鐘をつく　Ｃ．大数珠を回す〕

56
福田地区には民間で勧請した稲荷神社が数多くあります。その中で昭和１１年ベルリンオリンピック水泳競技で金メダルを獲
得した選手の優勝記念碑が建立されているのは何と言う神社でしょうか。〔Ａ．朝日稲荷　Ｂ．人数稲荷　Ｃ．宙千稲荷〕

57
遠州の要港であった福田には、明治の初め「環洋社」が設立され、旅客や物資の廻漕業務が行われていました。この「環洋
社」が造った最初の洋式動力汽船は帆船でしたが、何と名付けられたでしょうか。〔Ａ．明進丸　Ｂ．環洋丸　Ｃ．大ノ浦丸〕

58
福田の観音寺には、江戸時代に相撲力士の力善右衛門が運んできたと伝えられるある物が置かれています。それは何でし
ょうか。〔Ａ．手洗い鉢　Ｂ．水掛観音　Ｃ．亀石〕

59
磐田市には古墳が多く築かれています。古墳時代後期になると古墳の斜面から埋葬部屋に入ることができる横穴式石室が造られる
ようになりました。この石室の奥壁には大きな石が使われましたが、その石のことを何と呼びますか。〔Ａ．屏風石　Ｂ．枕石　Ｃ．鏡石〕

60
江戸時代の地誌『遠江国風土記伝』によれば、古来「飯宝の郷」と呼ばれていた地区があります。どの一帯を指すでしょう
か。〔Ａ．鎌田周辺　Ｂ．向笠周辺　Ｃ．大原周辺〕
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61
光明電鉄は、１９２８年に第１期工事完了区間の営業が始められ、１９３０年には中泉停車場～二俣間が開通しました。軌間は国鉄と同じ巾
で、速度は県下の私鉄では最速であったと言われています。時速何ｋｍで運営をしていたのでしょうか〔Ａ．４０ｋｍ　Ｂ．６０ｋｍ　Ｃ．７０ｋｍ〕

62
東大久保の緑ケ丘霊園にある「巧勲之碑」は誰をたたえて建立されたものですか。
〔Ａ．市川紀元二　Ｂ．大久保春野　Ｃ．青山宙平〕

63
今回、世界記憶遺産に登録された朝鮮通信使は、徳川将軍に会うために見付を通って江戸に向かいましたが、見付宿を
何回通過したでしょうか。〔Ａ．３回　Ｂ．１０回　Ｃ．１２回〕

64
磐田原台地に位置し、徳川家康が拠点（居城）として築き始めた戦国末期の城郭を何と言いますか。
〔Ａ．向笠城　Ｂ．見付端城　Ｃ．城之崎城〕

65
磐田原台地にあり、今も原型をとどめる深さ二十五間（約４５ｍ）の井戸（磐田市の指定文化財）はなんという名でしょうか。
〔Ａ．広野の万平井戸　Ｂ．東原の報徳井戸　Ｃ．原新田の伊衛門井戸〕

66

旧赤松家の門や塀の赤レンガ
は、磐田市内のとある古墳近く
の場所で、近くに住む山田金
物店の先代が焼いたと言われ
ます。その古墳の名称は何で
しょうか。〔Ａ．土器塚古墳　
Ｂ．兜塚古墳　Ｃ．京見塚古墳〕

67

現在、市内公共施設内にあるこの
蘇鉄は、天正年間（1573 ～ 1592）
に、徳川家康が中泉御殿を造ること
になったため、移転した寺院に寄進
したと伝えられています。その寺院
の名称は何でしょうか。〔Ａ．満徳寺　
Ｂ．三仭坊　Ｃ．中泉寺〕

68

磐田駅は、昭和１７年に改称されるまでは
「中泉駅」という駅名でした。大正時代に造
られた第２駅舎とホームとの連絡通路「跨
線橋」の柱の一部（明治４４年製造）が、
磐田駅にモニュメントとして残されています
が、どこの会社で製造されたものでしょうか。
〔Ａ．株式会社大阪鉄工所　Ｂ．川崎造船
所兵庫分工場　Ｃ．合資会社三菱造船〕

69

これは磐田市内にある神社の
社殿前にある「願かけ牛」で、
台座には奉納された年号が刻
まれています。揮毫をしたのは
誰でしょうか。〔Ａ．赤松則良　
Ｂ．山岡鉄舟　Ｃ．大久保忠尚〕

70

この石碑は天竜川堤防脇に作られた
「池田橋」の碑です。この橋は市川
粂蔵、杉村七重郎らの発起で作った
会社が、明治16年2月に竣工した全
長約７７０ｍ余り、幅２．７ｍの木橋でし
た。その会社の名前と言うでしょうか。
〔Ａ．昇竜社　Ｂ．天竜社　Ｃ．遠竜社〕

71

これは昨年８月に緑語会の尽力により、
鮫島海岸に建てられた「緑十字機不時
着の碑」です。太平洋戦争終結時にお
ける報道されなかった史実として語り継
がれています。この時、天皇の使者であ
る「勅使」として選ばれた人たちの中の
全権代表は誰でしょうか。〔Ａ．岡崎勝男　
Ｂ．大西甫　Ｃ．河辺虎四郎〕

72

淡海国玉神社の神官大久保忠尚は、
自宅に私塾を開き、近隣子弟の教育
に努め、１８６４年には二階建ての書庫
を造り、図書として研究閲覧に供しまし
た。その図書館の機能を果たした建
物の名前は何でしょうか。〔Ａ．見付文庫　
Ｂ．磐田文庫　Ｃ．大久保文庫〕

73

磐田には昭和の初期に７年間
だけ運行された電鉄がありまし
た。新中泉駅から二俣町駅ま
でを結んでいましたが、運行距
離は何キロでしたでしょうか。
〔Ａ．19.79ｋｍ　Ｂ．29.79ｋｍ　
Ｃ．39.79ｋｍ〕

74

獅子ヶ鼻公園内の岩穴にある
石仏は、大正２年にある人物
が安置したと言われています。
その人物は誰でしょうか。
〔Ａ．水野忠四郎　Ｂ．栗田天
授　Ｃ．大林雄峯〕

75

昭和前期に工場の倉庫として
建築され、織布業で栄えた当
地の歴史を伝える貴重な建造
物（国の登録有形文化財）は、
通称何と言われていますか。
〔Ａ．ベッチン倉庫　Ｂ．コーデュ
ロイ倉庫　Ｃ．ドルチェ倉庫〕

☎／FAX （0538）33-1222　　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

○成績優秀者上位５名を表彰し、磐田市観光協会より賞状と、副賞として「しっぺいグッズ」と小林佳弘著の「続・いわたに住み
たくなる本」を贈呈。表彰対象者が同点の場合は解答の早い者を上位とします。
○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。四級までに入らない方にも正解と点数通知は発送します。　　　

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」、磐田市教育委員会
後援　磐田市、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240円切手を同封し、２０１8年9月30日（日）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「２０１8磐田歴史検定」係


