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問 正　　解 テキストページ 解　　説

１ ウ １０８

旧石器時代は、無土器時代ともいわれ、土器がま
だ発明されていない時代。豊田市内での鉄製品使
用は弥生時代の終わり頃からである。主に幅１㎝
以下の細長い短冊状の石器は細石刃と呼ばれる。

２ ア １０９，１１０

酒呑ジュリンナ遺跡（市指定史跡、幸海町）は、
縄文時代草創期の遺跡で、愛知県内の土器では最
古級の微

びりゅうきせんもん

隆起線文土器が出土した。亀ケ岡は青森
県の遺跡。曽利は長野県の遺跡。火炎土器は新潟
県などの縄文時代中期の遺跡を中心にみられる土
器。

３ ウ １１１

大砂遺跡からは山梨県、長野県、岐阜県の山岳地
帯を中心に多く出土している「釣手土器」や「蛇
形の把手」が出土した。曽根遺跡・大窪遺跡は高
橋地区、水汲遺跡は藤岡地区にある遺跡。

４ ウ １１３

木の実は、石皿や磨石を用いてすりつぶした。石
鏃は弓矢の先につけた矢じりで、石錐は主に穴を
あける用途に用いられた。石棒は男性器を模した
祭祀のための道具である。

５ ウ １１５

発見される土偶のほとんどは女性像で、再生や豊
穣を祈願したものと考えられる。写真の土偶は足
助地区の今朝平遺跡出土のものである。

６ エ １２４

梅坪遺跡では、小規模な環濠が造られたのちに、
幅５ｍ、深さ１ｍ以上で２重の環濠が造られてい
る。高橋遺跡・神明遺跡では環濠は見つかってい
ない。栃原遺跡でも溝がみつかっているが、小規
模なもので居住域と墓域を区画する溝と考えられ
ている。

７ ウ １２５

県指定文化財。高さ９８㎝、重さ２０㎏。分布範
囲や銅鐸の細部の形状や文様の違いで「近畿式」
と「三

さんえんしき

遠式」に分類される。三遠式は、三河・遠
江を中心に分布し、本体が６区画の袈裟襷文、吊
り手外縁に鋸歯文、内縁に重弧文の文様を施す特
徴がある。



問 正　　解 テキストページ 解　　説

８ イ １２０，１２１

鉄鏃とは鉄製の矢じりのことである。弥生時代の
鉄製品の出土は非常にめずらしい。南山畑遺跡（広
川町）では、鉄鏃３点のほか鉄滓や鍛造された鉄
片が出土しているため、集落内で鍛冶が行われて
いたと考えられる。

９ エ １２２

川原遺跡（鴛鴨町）からは弥生時代中期後半の方
形周溝墓が見つかっている。四隅突出型墳丘墓は
山陰地方でみられる弥生時代の墳丘墓。経塚は平
安時代～中世の経典を埋納した塚。方墳は古墳時
代の古墳のひとつの形態である。

１０ 豊田大塚古墳 １３１
写真の装飾須恵器は豊田大塚古墳出土のもの。豊
田大塚古墳は県指定の史跡になっている。

１１ エ １２９

宇津木古墳からは内行花文鏡が出土した（県指定
文化財）。模様の特徴から「内

ないこうかもんきょう

行花文鏡」と呼ばれ
る鏡である。日本では主に弥生時代から古墳時代
の遺跡から出土している。三角縁神獣鏡も古墳か
ら出土するが、模様に複数の獣や神の像が描かれ
ている。

１２ イ １３２，１３３

上向イ田３号・４号窯では、須恵器や埴輪が焼成
された。現状では、西三河地方で最古にあたる古
墳時代（６世紀）の窯跡である。

１３ イ １２９，１３０
平戸橋の東方の丘陵地の字名である「馬場瀬」に
由来して「馬場瀬古墳群」と呼ばれている。

１４ 伊保郷印 １４１

伊保郷は三河国賀茂郡に属す郷のひとつで、現在
の保見町・伊保町一帯にあたると考えられている。
郷印は、他に次田郷印（筑前国御笠郡）が知られ
るのみで、国内で２つしか残っていない。

１５ ウ １４０，１４１

「延暦十二年」は西暦７９３年で、奈良時代にあた
る。この当時の都は長岡京であるが、この瓦は平
城京東部の官衙のある区域から出土した。７９４
年には平安京へ遷都されている。



問 正　　解 テキストページ 解　　説

１６ ウ １３９，１４０

奈良時代の三河（参河）国には、賀茂郡・碧海郡・
額田郡・幡豆郡・宝飫郡・渥美郡・八名郡の７郡
が置かれ、現在の豊田市内は、主に賀茂郡・碧海
郡の２郡にまたがっていた。

１７ 舞木 １４１
舞木廃寺の塔心礎と礎石は、現地で保存されてお
り、見学することができる（舞木町丸根付近）。

１８ ウ １４３

北野廃寺（国指定史跡）は岡崎市にある四天王寺
式の伽藍配置の古代寺院。慶雲廃寺は三河八橋付
近（豊田市花園町～知立市）にあったされる古代
寺院であるが、詳細は不明。伊保古瓦出土地は伊
保町にあり、古代の瓦が出土した。

１９ イ １５３

七曲１号窯はみよし市境に近い丘陵に位置し、須
恵器と灰釉陶器を焼成した古窯である。印刻花文
や刻書文字などのある器も出土している。

２０ ア １５７

鎌倉時代において、高橋荘の領主は小野氏であっ
たが、承久の乱で後鳥羽上皇方についたため没落
し、中条氏に代わった。中条氏は尾張国の守護職
などを務め、猿投神社に鎧や刀を寄進した。

２１ イ １７３～１７８
３７５

大給城は、大給松平家の本拠で、主郭からは尾張
地方まで遠望できる。取水口のある谷を石垣で塞
いで敵の侵入を防ぎ、水源を確保する珍しい遺構
がある。また、近接地に大給松平家初代の墓がある。

２２
長篠の戦い、
長篠合戦

１８０

写真の長篠合戦図屏風は長久手合戦図屏風と一双
の屏風で、豊田市指定文化財となっている。寺部
渡辺家ゆかりの屏風で、渡辺半蔵守綱が強調して
描かれている。

２３ ウ １９０，１９１，３７８
渡辺重綱は二代、規綱は十代で又日庵と号した茶
人でもあった。寧綱は十一代。

２４ イ 　

旧松本家長屋門では、内部に松本家に伝わる歴史
資料や寺部の歴史・史跡を紹介するパネルを展示
している。
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２５ 鳥山牛助精元 １９３，１９４

三河代官の陣屋は四郷村におかれたといわれ、精
元は寛文６年（１６６６）に三河代官に就任した。
当時の挙母村は、矢作川の洪水の被害を何度も受
けた。人々は、堤防を築いた精元をたたえ、「精元堤」
とも呼んだ。

２６ イ 　

内藤正成は徳川十六将のひとりで、挙母藩内藤家
の祖先・内藤家長の従兄弟にあたり、上野城（上
郷町）にいた。本多忠勝は榊原康政と同じく徳川
四天王に数えられる。宇都宮三郎は日本の工業化
学の草分けで、「化学」という名称を使用した最初
の人物。

２７ ウ １９７，１９８

香嵐渓に紅葉を植えたのは、江戸時代の香積寺住
職がはじめで、大正の終わりから昭和のはじめに
かけて森林公園として整備された。

２８ ア ２２２

足助は伊那街道（飯田街道）の中継拠点であった。
明治以降は特に塩の流通が活発となり、足助では
矢作川河口などで生産され、運ばれてくる塩俵の
詰め直しが行われ、飯田方面へ運ばれていった。

２９ ア 　
平成２３年（２０１１）に選定された。全国に
１１０地区ある（平成２８年７月現在）。

３０ イ ２６４

稲橋銀行は、稲橋村（稲武町）に設立された銀行で、
初代頭取は古橋暉皃の子の義真。義真は父親同様、
農産業の振興に力を入れた。

３１ イ

風外本高は香積寺二十五世住職で画僧として知ら
れる。中島秋挙は刈谷の俳人で板倉塞馬が師事し
た人物。都筑青可は寺部の俳人で、茶人としても
知られる。

３２ イ ２２８，２２９

加茂一揆は、茅原村（豊松町）で起こって勢力を
増した。足助の商家などを襲い、挙母城下に向か
おうとしたところで鎮圧された。足助の商家も打
ちこわしに遭っている。獄門・遠島・過料などの
処分を受けた農民は１万人を超えた。
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３３ イ １９９，２００

三宅康貞は慶長９年（１６０４）に挙母藩主となっ
た人物。田中吉政は、豊臣秀吉の命で岡崎五万石
と額田郡、賀茂郡（矢作川以東中心）を治めた人物。
村上忠順は文化９年（１８１２）に高岡に生まれ、
刈谷藩主の侍医を務め、国学者や歌人としても活
躍した人物。

３４ ア 　

内藤家の本家は、磐城平藩（陸奥国）のちに延岡
藩（日向国）を治めた。他に内藤家が治めた藩は、
高遠藩（信濃国）、岩村田藩（信濃国）、村上藩（越
後国）である。

３５ イ ２１０

岸田吟香は挙母藩飛地の美作国（岡山県）出身で、
儒官として活躍し、日本初の和英辞書刊行、東京
日々新聞の記者、目薬の販売など多くの業績があ
るが、剣術に関係するものはない。

３６ イ 　

藤井達吉は碧南市生まれの美術工芸家で、小原和
紙工芸の指導を行った人物。高橋節郎は漆芸家で、
豊田市美術館に記念館がある。牧野敏太郎は、「霧
の画家」といわれる牧野義雄の兄で、号を竹亭と
いい「七州城図」などを描いた人物である。

３７ イ ２８０，２８１

三河鉄道は大正３年（１９１４）に刈谷～大浜間
の営業を開始し、翌年に刈谷～知立間が開通した。
大正９年に知立～土橋間が開通した後、挙母、越
戸、猿投と延長し、昭和３年（１９２８）に西中
金まで開通した。その後、三河鉄道は名古屋鉄道
と合併した。西中金駅舎は、平成１６年（２００４）
に廃線となった後、登録文化財となり保存されて
いる。

３８ 枝下用水 ２５２

枝下用水の開削は明治１９年（１８８６）に愛知
県と民間の共同事業として始まるが、洪水や濃尾
地震などにより工事は難航し、全幹線が完成した
のは明治２７年であった。西枝下から越戸・挙母
の幹線水路と挙母から鴛鴨の支幹線が完成した後、
愛知県が手を引き、民間事業となった。最高責任
者となった西澤真蔵は財産を使い果たし、明治
３０年に死去した。
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３９
加茂蚕糸
加茂製糸

２７４，２７５
かつて加茂蚕糸の煙突は、挙母町のシンボルであっ
た。

４０ 豊田喜一郎 ２９５～２９７

昭和１２年（１９３７）にトヨタ自動車工業株式
会社が誕生し、豊田喜一郎は副社長に就任した。
翌年、論地ヶ原に挙母工場が操業したことにより、
挙母町は好景気となった。

４１ ア ３０５

現在の松平地区の坂上町に墜落したＢ２９の乗員
１２人のうちのひとりは落下傘で下山地区の山中
に降りて助かった。墜落場所には「Ｂ２９友好碑」
が建てられている。

４２ エ ３０４

文化財を疎開させた小栗鉄次郎は、現在の豊田市
千鳥町出身で、愛知県史蹟名勝天然紀念物調査会
主事として文化財の保護に努めた。

４３ 平勝寺 ３７３
４０９

もとは集落内で新仏（その年に亡くなった人）の
家を回り、念仏を唱えて供養し、手踊り（盆踊り）
を踊ったものだが、現在では平勝寺の境内で行わ
れている。盆踊りは楽器を使わず、音頭とりの唄
にあわせ下駄の足拍子だけで踊る。

４４ ウ ３１８～３２０
反対運動がおこったが、企業とともに発展してい
くことを願って市名変更が行われた。

４５ ウ ２５６
ガラ紡機は明治初期に信濃国の臥

が う ん た っ ち

雲辰致が発明し
たもので、紡績の時にがらがらという音がするこ
とからガラ紡といわれた。

４６ ア ３２７

猿投ダンプ事故は全国に報道されて大きな衝撃を
与え、それ以後に製造されたダンプのブレーキな
どの構造を変えた。

４７ 喜楽亭 　
現在は、ひな人形・五月人形の展示があるほか、
茶会などに利用されている。

４８ ア
隣松寺（幸町）には、家康が戦いの時の守り本尊
としたという冑三尊などが伝わる。
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４９ エ ３５４～３６０
上郷町は昭和３９年（１９６４）、高岡町は昭和
４０年、猿投町は昭和４２年に豊田市と合併した。

５０ イ 　
豊田市郷土資料館では、平成２９年度に開館５０
周年記念特別展を開催する予定である。


