
1 旧赤松家記念館の展示室に、ある人物の葬儀の案内状と礼状が展示してあります。その人物とは誰でしょうか。
〔A.榎本武揚　B.徳川慶喜　C.勝海舟〕

2 旧赤松家の米蔵は、いつ建てられたものでしょうか。〔A.明治２３年　B.明治３３年　C.明治４３年〕

3 旧赤松家の図書蔵の屋根の上に、採光用のドーマー窓が取り付けられています。窓ガラスはどのような形をしているで
しょうか。〔A.八角形　B.丸形　C.四角形〕

4 旧赤松家の内蔵の２階に、女性二人が赤松邸で撮った写真が展示されています。赤松則良の妻の「貞」と誰でしょ
うか。〔A.孫の「美代子」　B.長女の「登志子」　C.十女の「浪江」〕

5 中泉御殿は、将軍の旅行や外出の際の宿泊・休憩施設として全国に９０箇所ほど設けられた御殿のひとつです。家康が家臣に命じて天正時代
に築きました。敷地は１万坪と伝えられています。建造を命じられた家臣とは誰のことでしょうか。 〔A.酒井忠次　B.平野重定　C.伊奈忠次〕

6 磐田原台地には県内有数の旧石器時代の遺跡が集中しています。そのなかで最大の遺跡群の名前は何といいます
か。〔A.寺谷遺跡　B.匂坂中遺跡群　C.広野北遺跡〕

7 府八幡宮の楼門は県の文化財に指定されていますが、左右にある彫刻像は何といいますか。
〔A.毘沙門天像　B.仁王像　C.随身像〕

8 幕末には見付宿でも、大久保邸をはじめとして各町内でお札が降りました。お陰参りで諸国から伊勢参りが出立してい
ます。見付の町で行われた接待（所）は、何でしょう。〔A.水風呂接待　B.草鞋接待　C.洗濯接待〕

9 織物の別珍を発明した人の寿碑が福田１１番組納骨堂跡地にあります。彼は明治の中頃に自宅で織物工場を始め、別珍の製織、剪毛方法の
研究に着手し、苦心の末大正２年に加工仕上げを完成させました。その人は誰でしょうか。〔A.鈴木起山　B.寺田市十　C.近藤水際〕

10 磐田駅南の上大之郷に「おかめ寺」と呼ばれているお寺があります。現在は十輪寺の末寺として併合されていますが、建物は薬師堂となってい
ます。正式な名は医王山長応寺といいます。ある病にご利益があるといわれていますが、何の病でしようか。〔A.夜泣き　B.眼病　C.おねしょ〕

11 明治新政府は教育に重きを置き、全国各地に小学校を設立しました。そして学校教育が充実してくるにつれ、学校行事も盛んになり、明治２０年代以降は県下各地で運動会が
行われました。記録では当時天竜川河原で近隣の８校が参加して実施された運動会があったのですが、それはいつでしょうか。〔A.明治２１年　B.明治２３年　C.明治２５年〕

12 池田地区で８月初旬にやかた祭りを実施します。麦の束を組み台座にし、上に竹とカヤで屋根を組み氏子の提燈を周囲に吊り
さげ、祈りをささげて火を付けて天竜川に流します。何を祈って行うものでしょうか。〔A.火防せ　B.疫病退散　C.豊作祈願〕

13 平安時代の初めごろの瓦窯跡が磐田でも発見されました。場所はどこでしょうか。〔A.御殿　B.鎌田　C.寺谷〕

14 府八幡宮の楼門の屋根の葺き方は何葺きというでしょうか。〔A.萱葺き　B.檜皮葺　C. 杮葺き〕

15 花咲乃庄は、現存する建物すべてが国登録有形文化財です。江戸の終わりごろ、庄屋などを務め商売もしていまし
た。何の商売でしょうか。〔A.造り酒屋　B.鍛冶屋　C.石材業〕

16 向笠交流センターの近くに、柿の木様という石碑があります。大きな柿の木が倒れ、伐採しようとしたら、木が立ち上がり元の姿に戻ったといわれていま
す。地域の人々は感心して「柿の木様」として祀ることにしました。何にご利益があるといわれていますか。〔A.虫封じ　B.足腰の病　C.眼病除け〕

17 向笠の法雲寺に向笠城砦があったといわれています。城主は向笠伯耆守です。この城主は戦国時代今川氏の家来
から、後に何氏の家来になりましたか。〔A.武田氏　B.徳川氏　C.豊臣家〕

18 一雲斎境内に「飼い馴れし小鳥放して仏生会」の句碑があります。作者は、旧野辺村役場の収入役を務めた人で
す。この句を詠んだ人は誰でしょう。〔A.西谷烏谷　B.有馬朗人　C.青木俊道〕

19 つつじ公園に「犬神へ花の雪洞掛希つらね」の句碑があります。作者は、俳句結社「みづうみ」の二代目主宰となっ
た人物です。この句を詠んだ人は誰でしょう。〔A.柴田三奏　B.大橋葉蘭　C.野末汀鴎〕

20 池田行興寺の境内に「天竜の川風熊野の藤揺らす」の句碑があります。作者は長年浜松へ俳句の指導に赴き、
たびたび行興寺を訪ねていました。この句を詠んだ人は誰でしょう。〔A.加藤杜水　B.有馬ひろこ　C.前島霞村〕
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（1） （2） （3） （4） （5） （6） （7） （8） （9） （10）

（11） （12） （13） （14） （15） （16） （17） （18） （19） （20）

（21） （22） （23） （24） （25） （26） （27） （28） （29） （30）

（31） （32） （33） （34） （35） （36） （37） （38） （39） （40）

21 法雲寺（向笠）の近くに地元の素封家が造った道があります。彼は明治時代に向笠村の発展には袋井から笠井に通じる道が必要と考えて、
私財を投じ約１２ｋｍにわたる新道を開通させました。この道はなんと呼ばれているでしょうか。〔A.金原新道　B.江塚新道　C.高塚太郎平新道〕

22 見付の蔵には、白漆喰で塗った土蔵・煉瓦を積み上げた煉瓦蔵・切石を積む石蔵などがあります。現在旧見付宿に
はおよそいくつのお蔵があるでしょうか。〔A.２０　B.５０　C.８０〕

23 天候不順は、農作物に大きな影響を及ぼします。作物の実りが悪ければ飢饉となって社会に不安が広がります。天保８年（１８３７）には春の
長雨が続き食べ物の値段が上がりました。量を増やすために餅に混ぜたものは何でしょう。〔A．松の木の皮　Ｂ．桜の木の皮　Ｃ．茶の葉〕

24 耕地整理を日本で初めて行ったのは、田原村の戸長（村長）です。自分の田で田の形を整え曲がった畦道をまっすぐにしました。すじ植えをしてみると、
仕事がはかどり苗が多く植えられ、沢山の米が穫れることが分かりました。この戸長（村長）は誰でしょうか。〔A.名倉太郎馬　B.江塚勝馬　C.松村淳高〕

25 文久３年（１８６３）に将軍家茂が家光以来２２９年ぶりの上洛を果たしましたが、その際に村々に様 な々触れが出されてい
ます。浜部村に出された御触留は何でしょう。〔A．名主の会合禁止　B.夜間の外出禁止　C.煙が立つ焼き物の禁止〕

26  『太平記』によれば新田義貞が箱根竹下の戦いにおいて、足利勢に敗れ天竜川の東方にたどり着き、川を越えようと
した時にとった方法は何でしょうか。〔A．歩いて渡る　B.渡し舟　C.浮き橋〕

27 見付地蔵小路にある地脇町公会堂北側の二つの祠のうち、小さい祠は何と呼ばれていますか。
〔A．景の宮　B.津島神社　C.白山神社〕

28 御殿・二之宮遺跡から出土した、人面墨書土器は何に使われたものでしょうか。
〔Ａ．災禍の神を追い払う　B.福の神を呼ぶ　C.人骨を入れる〕

29 市内で最初に横穴式石室を採用し、石室内に石棺が置かれていた古墳は何というでしょうか。
〔A．兜塚古墳　B.甑塚古墳　C.二子塚古墳〕

30 その昔は原野の台地であった現在の磐田市大久保に、最初の開拓の鍬を入れたのは誰でしょうか。
〔A．栗田森兵衛　B.粟野林太夫　C.鮫島治右衛門〕

31 遠州地方の郷土芸能の一つである遠州大念仏で、豊岡地区に伝わる念仏組は現在何組あるでしょうか。
〔A．３組　B.５組　C.７組〕

32 大洞院六派のうち、萬世山一雲斎開創者川僧慧済との関わりが深い派はどこでしょうか。
〔A．喜山派　B.大暉派　C.真厳派〕

33 見付にある時宗の寺、西光寺は鴨川道場と呼ばれましたが、省光寺は何と呼ばれていたでしょうか。
〔A．御所道場　B.橋本道場　C.勘間道場〕

34 姫路藩主酒井忠以と松江藩主松平治郷が見付の茶屋で、即席の茶会を催したと伝えられているのはいつのことで
しょうか。〔A．天明７年（１７８７）　 B.天明６年（１７８６）　 C.天明８年（１７８８）〕

35 かつてあった光明電気鉄道の新中泉駅から二俣駅間１７駅のうちで、駅舎があり駅員が駐在していた駅は両駅を含め
いくつあったでしょうか。〔A．５駅　B.６駅　C.７駅〕

36 光明電気鉄道創立時に事務所が置かれた場所は次のうちどこだったでしょうか。
〔A．中泉町二之宮　B.見付町横町　C.見付町東坂〕

37 「一ツ火」は開祖一遍上人の時代から時宗のお寺で重んじられてきた「歳末別時念仏会」の夜の法要のことです。見付の西光寺では「一ツ火」の時には２幅
の掛け軸が使われます。１幅は釈迦の絵図ですが、もう１幅には何が書かれているでしょうか。〔A．南無阿弥陀仏　B.南無妙法蓮華経　C.南無八幡大菩薩〕

38 一言坂の戦いで武田方が詠んだといわれる「徳川（家康）に過ぎたるものが二つあり、唐の頭に本多平八」にある「唐
の頭」とは何のことでしょう。〔A．アルパカの毛のついた兜　B.ラクダの毛のついた兜　C.ヤクの毛のついた兜〕

39 虫生には天然温泉が湧き、昔から小國神社参拝の後、光明寺や秋葉山に向かう街道筋で皮膚病に効く湯治の湯として有名でした。この湯に浸かった有名人と
して江戸時代の木喰五行上人(１７１８－１８１０）がいますが、彼は何日間虫生に滞在したと記録に残されているでしょうか。〔A．５日間　B. １３日間　C.２３日間〕

40 天竜川は橋が無い時代が長かったのですが、明治期には「天竜橋」「池田橋」「豊田橋」と三大橋が並び、交通の便が良くなりました。しかし当時の建築技術では
度重なる天竜川の洪水に耐えることが難しく、豊田橋は長くはもたず落橋してしまいました。それは完成から何年後だったでしょうか。〔A．３年　B.６年　C.１２年〕

✂ キリトリ線

※解答は、Ａ、 Ｂ、Ｃの記号でご記入ください。『 ２０21 磐田歴史検定 』　解答欄



41 岩田地区のバス通りの用水に掛かる橋に「陣屋橋」と名付けられている橋があります。この橋の名前はどこから来て
いるでしょうか。〔A.旗本高木家の陣屋があった　B.家康の陣屋が置かれていた　C.高木用水から〕

42 新しい年を迎えると、「年神様」が各家庭に訪れ、子孫繁栄、五穀豊穣、人々の健康や幸福を授けてくれると言われ、日本各地で様 な々行事が行われます。磐田市内でも多くの
行事が行われますが、そのうち市無形民俗文化財となっている「氏神様の年始回り」が行われる神社はどこでしょうか。〔A．三嶋神社　B.中野白山神社　C.八王子神社〕

43 鎌田神明宮では、平成２５年伊勢神宮式年遷宮の時に、伊勢神宮から２つのものをいただきました。それはなんでしょ
うか。〔A．鍬と鎌　B.矢と鐘　C.矢と鏡〕

44 昔、国分寺の修行僧たちが寺で使う水を汲むために通ったと伝えられる水汲み坂にあるお地蔵様は、なんと呼ばれて
いるでしょうか。〔A．禁酒地蔵　B.いぼとり地蔵　C.子安地蔵〕

45 磐田原台地の南端は、古くは「大之浦」と呼ばれ、入り江の周辺には貝塚が数か所確認されています。そのうち埋葬
された状態の人骨２体が見つかったのはどこでしょうか。〔A．石原貝塚　B.西貝塚　C.見性寺貝塚〕

46 平重盛が遠江国司として見付国府に在任中に開いたとされる遠州三連寺の一つ蓮覚寺の山門は市指定の文化財
です。この門の形式はなんでしょうか。〔A．薬医門　B.四脚門　C.八脚門〕

47 遠州各地にある「天竜川東岸豊田・磐田新四国八十八か所霊場」のうち、一番札所の石仏はどこにあるでしょうか。
〔A．妙法寺（池田）境内　 B.弘法大師堂 （中泉・坂上町）　 C.七蔵新田文化センター東側〕

48 ワークピア磐田の駐車場西側に万葉歌碑があります。遠江の国司桜井王が都を偲んで詠んだ歌と、都の天皇の返歌
が並んで刻まれています。その返歌の作者はだれでしょうか。〔A．聖武天皇　B.天武天皇　C.桓武天皇〕

49 アミューズ豊田敷地内に「遠つあ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」と刻まれた歌碑があります。
この歌の作者はだれでしょうか。 〔A．石垣清一郎　B.与謝野晶子　C.賀茂真淵〕

50 見付が東海道の宿駅に定められたのは慶長６年（１６０１）でした。このことを証明する貴重な文書が残っています。
それは次のどれでしょうか。〔A．伝馬朱印状　B.本多重次の書状　C.徳川家康判物写〕

51 明治４年３月１日に「見付郵便取扱所」として開局された見付郵便局は、明治１６年に和文電信の取り扱いを開始しま
したが、電話を開始したのはいつでしょうか。〔A．明治１６年　B.明治２８年　C.明治４１年〕

52 明治４１年、掛塚に久根鉱山の精錬工場を設立する計画が持ち上がりましたが、実現しませんでした。それは主に
どんな理由からだったでしょうか。〔A．隣村が反対した　B.漁業者が反対した　C.掛塚住民が反対した〕

53 磐田市内には数多くの文化財があります。令和２年１２月に県の有形文化財に指定された室町時代の貴重な絵画は
次のどれでしょうか。〔A．熊野絵巻　B.絹本着色釈迦十六善神画像　C.北野天神縁起絵巻〕

54 海老島の心月寺には、明治１１年に建立された碑があり、幕末から明治にかけて在住した住職が、寺子屋で多くの人
材を育成したことが記されています。ここに顕彰されている僧侶とは誰でしょうか。〔A．芳全　B.瑞翁　C.白隠〕

55 江戸時代の後期にあった二つの大災害を通じて、非常時における食料の確保こそが必要だということを教訓とし、
恵済倉の設置を企図した中泉代官は誰だったでしょうか。〔A．林鶴梁　B.大草太郎左衛門　C.秋鹿道重〕

56 明治のころ、掛塚には鋸を製造する鍛冶屋がいくつかありました。次の屋号の中で、掛塚の鋸鍛冶屋にあたるのは
どれでしょうか。〔A．サスナカ　B.ジョウカギ　C.マルキチ〕

57 １７歳で内山真竜に入門し、その翌年、真竜とともに出雲から九州を旅した堀之内の国学者は誰でしょうか。
〔A．関大和　B.鈴木書緒　C.宇加井純素〕

58 江戸時代の後期頃、中泉村は村中を東海道が通じ、街道に面して町並みが連なっていました。当時東町のお店では袋に恵寶と書かれた名物の
「まんじう」を売っていましたが、「中泉記」によると家主は何と書かれているでしょうか。〔A．松田屋忠兵衛　B.むさしや政八　C.玉屋吉兵衛〕

59 江戸時代、掛塚の廻船は諸藩の年貢米の輸送を請け負うようになり、四日市湊や桑名湊などで活躍しました。四日市湊から
掛塚の船が積み出した記録が残されている年貢米はどこの藩のものですか。〔A．松坂藩　B.尾張藩　C.大和郡山藩〕

60 遠江の支配を確立した徳川家康は、磐田に新たな城を築き始めました。「見付新城」とも呼ばれるこの城は、翌年には建設中止
となってしまいましたが、現在のどのあたりの場所に当たるでしょうか。〔A．磐田北高校　B.城山球場　C.磐田グランドホテル〕
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お送りください。



61 旧見付学校は大正１１年まで小学校として使用されてきましたが、そのすぐ後は何に使われたでしょうか。
〔A.裁縫学校　B. 磐田病院　C. 見付中学〕

62 旧見付学校の裏手にある磐田文庫は総社の神官であった大久保忠尚が創建し、今の図書館の役割を担っていました。この建物
はいつの頃造られたでしょうか。〔A．江戸時代の終わりごろ　B.見付学校が開校したとき　C.見付学校の校舎を増築したとき〕

63 昭和５０年代半ばに浄水場建設計画に伴い発掘調査が行われた遺跡で、奈良時代の役所の施設だと言われている
県指定遺跡は次のうちのどれでしょう。〔A．岩室廃寺跡　B.遠江国分寺跡　C.長者屋敷遺跡〕

64

市内には数多くの秋葉灯篭があります
が、この青銅で作られた立派な灯篭は
宿町にあります。当初は明治四年に或る
橋の近くにありましたが、三度の移転によ
り現在の場所に設置されました。当初置
かれた橋とは次のうちどれでしょうか。

〔Ａ.北野橋　B.愛宕橋　C.中川橋〕

65

この自然石の碑は当初只来坂に
ありましたが、現在は見付天神の
近くに設置されています。「装いに
精しく義侠を以て聞こえる」と言わ
れた松月堂とは次のうち誰のことで
しょうか。〔Ａ.鈴木未央　B.伊藤
虎三郎　C.大和田友蔵〕

66

このとっくりは明治１０年（１８７７）に
酒屋を始めたあるお店のものです。
屋号の㊥は江戸時代に中兵衛とい
うお店を営んでいたことに由来する
そうです。その当時のお店の商売
は次のうちのどれだったでしょうか。

〔Ａ.荒物屋　B.米屋　C.餅屋〕

67

この石碑は明治３５年（１９０２）
４月に「菅公一千年祭記念碑」
として見付天神敷地内に建てら
れたものです。書は誰のものでし
ょうか。〔Ａ.赤松範一　B.赤松
則良　C.大久保春野〕

68

このマンホールの蓋は磐田駅北
口広場の整備に当たり撤去され
たものです。中央には会社のマ
ークも表現されています。この会
社の名前は何と言うでしょうか。

〔Ａ.中泉軌道　B.天竜軽便鉄
道　C.光明電気鉄道〕

69

このレトロな雰囲気の木造の建
物は昭和１１年に建設された当
時は公共的な施設でした。その
頃この建物はどんな役割を果た
していたでしょうか。〔Ａ.敷地村
役場　B. 広瀬村役場　C. 野
部村役場〕

70

これは市内の公園に残る太
平洋戦争中の建物の一部で
す。当時の用途は何だったで
しょうか。
〔Ａ.兵舎　B.射撃場　C.格
納庫〕

71

この碑は下野部の農家に生まれ
明治から昭和前期を生き、国文学
研究に大きな功績を残した松下大
三郎の顕彰碑です。この石碑は
現在どこにあるでしょうか。〔Ａ.豊
岡総合センター　B.豊岡東交流
センター　C.豊岡図書館〕

72

この手水鉢は福田地区のお寺にありま
すが、江戸時代の相撲取りが観音様
にお願いして力持ちにしてもらったお礼
に、江戸から一人で担いできたものと言
われています。その人物の名前は何と
いうでしょうか。〔Ａ. 山分熊右衛門　
B.力善右衛門　C.天津風音右衛門〕

73

中泉から天竜川まで旧東海道沿いに
進むと、この常夜灯があります。これ
は竜の彫り物があるので竜燈とも呼
ばれる貴重な文化遺産です。建てら
れたのはいつのころでしょうか。

〔Ａ.寛政１２年（１８００）　B.文政１１
年（１８２８）　C.安政２年（１８５５）〕

74

この見聞記には天保３年（１８３２）に見
付の寺社境内で行われた芝居の興行の
期間に、裸まつりを見物した様子が書か
れています。筆者の「夜雨庵白猿」とは
市川団十郎のことですが、舞台が作られ
た寺社はどこだったでしょうか。〔Ａ.宣光
寺　B.見付天神　C.省光寺〕

75

この道標は三ケ野坂近くの磐田原台地にありま
すが、「従是鎌田山薬師道」という文字が刻ま
れ、東海道筋から鎌田薬師（医王寺）に通ずる
道を示していました。元は旧道の入り口にありまし
たが、道路の拡幅で現在の場所に移されたもの
です。この石碑が元の位置に建てられたのはい
つのことだったでしょうか。〔Ａ. 天保８年（１８３７）　
B. 弘化４年（１８４７）　C. 嘉永６年（１８５３）〕

☎／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」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20日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」
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、２０21年9月30日（木）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「２０21磐田歴史検定」係


