
津島は愛知県西部に位置する都市です。津島の中心市街地は、江戸期の津島文化ともいうべき

ものが今なお色濃く残り、懐かしい空間を形成しています。古い町家の連なる町並みと古寺社の風

景が広がっています。 

千年以上の歴史がある津島神社（津島牛頭天王社）は、京都の八坂神社（祇園社）と並ぶ牛頭

天王信仰の聖地でした。牛頭天王の御神徳は疫病退散・無病息災でしたので、津島神社の分霊

社は全国に 3000社もあります。 

中世以来、津島は伊勢と尾張をつなぐ湊として、また津島牛頭天王社の門前町として経済的繁

栄を謳歌し、「尾張の金銀はすべて津島を通る」と言われるほどでした。勝幡に拠点を置いた織田

信定（信長の祖父）、信秀（信長の父）は津島を支配することによって、勢力域を拡大しました。信

長にとっても、商業都市津島は経済的台所であり、津島と熱田の支援によって尾張を統一し、天下

布武の階段を駆け上りました。「信長の台所 津島」といわれる所以です。  

津島は祭りの町ともいわれます。観る人を幽玄の世界へ誘う夏の尾張津島天王祭、からくりの

妙技を見せる山車や威勢のいい石採祭車が巡行する尾張津島秋まつり、国内最大級の藤花薫る

藤まつりが行われています。 
 

～祝 尾張津島天王祭”の車楽舟行事  

ユネスコ無形文化遺産 登録!～ 
 
第９回 信長の台所歴史検定 

『津島の達人』試験を実施決定！ 
 

第８回より「津島の祭礼」が新たに公式テキストとして追加されました。   

わが町自慢の“津島の達人”を多く募集！上級・初級併願受験ができま

す。会場で受験出来ない方などのために、気軽に受験することができる

『津島の達人』ＷＥＢ試験を実施します。（要綱はページ下部に掲載して

います） 

 

 

まちづくり活性化事業の一環として、多くの方々に津島の歴史文化や産業・地域に関する情

報を知り、地元に愛着を持っていただくともに、豊かな地域風土づくりを目指して検 定試験

を実施します。 

この検定資格を持つことによって、市内外に情報発信し、観光の振興、ひいては津島市 の

今後のまちづくりに資することを目的としています。 
  

 

『津島の達人』の Facebook ページでは、 

津島の達人クイズなど更新中！！ 

 https://www.facebook.com/tsushimanotatsujin/ 

津島市制施行 70周年記念 

http://tsushima-cci.or.jp/wpdata/wp-content/uploads/2017/01/1a9a4bca4300954d8fd04e8652857085.pdf
https://www.facebook.com/tsushimanotatsujin/


  

『津島の達人』 『津島の達人』上級 

試験日 平成２９年  ３月１９日（日） 

午後１時～午後２時 （『津島の達人』上級）  

午後２時３０分～午後３時３０分 （『津島の達人』） 

申込受付期間 平成２９年 １月１０日（火）～平成２９年 ２月２４日（金） 

  

申込受付場所 津島商工会議所  ・  津島市立図書館  ・  津島総合案内所 

試験会場 津島商工会議所 

 ※申込状況により、一部会場の変更のお知らせをする場合があります。 

受験料 両試験ともに 一般 １，０００円 

中学生以下  ５００円 

出題範囲 津島の歴史・文化・祭礼、その他関連するもの全般。 

◎『津島の達人』試験 

公式テキスト「尾張津島見聞録」(ジュニア版含む）持込可 

「津島歴史年表」「津島の祭礼」持込可 

◎『津島の達人』上級試験 

上記テキスト持込不可 

出題形式 『津島の達人』試験    択一式・○×式   問題数５０問 

『津島の達人』上級試験  択一式・記入式   問題数 ５０問 

受験資格 特に制限なし・上級への飛び級受験可・併願受験可 

合格基準 ７０％以上の正解をもって合格 

結果発表 合格された方には、『津島の達人』試験または、『津島の達人』上級試験合格証

及び、合格バッジを送付いたします。 

We love 写真コンテスト作品より 

全国“藤まつり” 

インターネット投票 2 位 
毎年 7 月の第４土曜日、日曜日に行われ、平成 28 年 12 月 1 日にはユネスコ無形 

文化遺産に登録された、尾張津島天王祭の車楽舟行事。【左:宵祭 右：朝祭】 

 

 津島神社のさ 

               

 

全ての山車にからくり人形を搭

載した、秋まつり 

日本一のたいまつを背負い、津

島神社の門を駆け抜ける開扉祭 



 

 

 

 

 

 

■窓口による申し込みについて 

・津島商工会議所（496-8558 愛知県津島市立込町 4－144  TEL 0567-28-2800） 

に受験料をお持ち下さい。  
 

■インターネットによる申し込みについて 

・ ここからお申し込み下さい。 

※申込受付期間外は開きません。 

※申込受付期間は窓口の受付期間と異なりますのでご注意下さい。 

 

■郵送による申し込みについて 

・まず、受験者への連絡・注意事項を読んでいただき、同意された方のみ こちらをクリック し

ていただくと申込書レイアウトが出てきます。これをページ設定にて A４サイズにしてプリントアウトして 

ください。 

・プリントアウトした申込書に必要事項をご記入の上、現金書留に申込書、受験料、返信用封筒（宛名記入・ ８

２円切手を貼ってください）を同封の上、申込締切日必着でお申し込みください。（受付日前および締切日以 降

着の場合は受験できません。） 

・受験されるコース（『津島の達人』『津島の達人』上級試験）の記入漏れのないようご確認お願い致します。 

・後日、受験票を送付させていただきます。 

 

【過去問題】 

昨年実施した信長の歴史検定「津島の達人」試験問題を公開しておりますので、参考にして下さい。 

◎第８回『津島の達人』  問 題 / 解 答 

◎第８回『津島の達人』上級  問 題 / 解 答 

◎『津島の達人』第１回ＷＥＢ試験  問 題 / 解 答 

 

 

合格バッジ 

☆左 つし丸バッジ『津島の達人』 

☆右 天下布武バッジ『津島の達人』上級 

http://www.tsushima-cci.or.jp/kenteiweb/kenteiweb.html
http://tsushima-cci.or.jp/wpdata/wp-content/uploads/2016/01/4bb611cada8cd71bec8e1299bfc90db4.pdf
http://tsushima-cci.or.jp/wpdata/wp-content/uploads/2016/12/63cd964d4531c45d80dbf5656b57e5ca.pdf
http://tsushima-cci.or.jp/wpdata/wp-content/uploads/2016/12/32ca617792f6d65d660c187575a3713e.pdf
http://tsushima-cci.or.jp/wpdata/wp-content/uploads/2016/12/6468c39665e4d71546f575785c372088.pdf
http://tsushima-cci.or.jp/wpdata/wp-content/uploads/2016/12/dc972e89ccd9fb441cad33dd412e01f2.pdf
http://tsushima-cci.or.jp/wpdata/wp-content/uploads/2017/01/eec017912f6ad83252bf38714144bb2d.pdf
http://tsushima-cci.or.jp/wpdata/wp-content/uploads/2016/12/a19a16b06283a318ba10a9789e666caf.pdf
http://tsushima-cci.or.jp/wpdata/wp-content/uploads/2017/01/f9b56c2274ee4c14516cd61100296dfd.pdf


～『津島の達人』 第２回ＷＥＢ試験～ 

『津島の達人』を会場で受験出来ない方などのために、気軽に受験でき

る『津島の達人』ＷＥＢ試験が昨年よりスタートしました。

津島の達人 第２回ＷＥＢ試験 ← 詳しくはこちらをクリック 

 

実施期間 

 

平成２９年２月２０日（月）～３月１９日（日） 

解答受付期間 平成２９年２月２０日（月）～３月１９日（日）必着 

解答受付場所 津島商工会議所 

試験時間（目安） １～２時間（用紙を印刷して個々にお測りください。） 

受験料 一般  1,000 円 

 

出題範囲 

津島の歴史・文化・祭全般。「山・鉾・屋台行事」ユネスコ無形文化遺産登録に関するもの。 

「尾張津島見聞録（ジュニア版含む）」・「津島歴史年表」・「津島の祭礼」参照可。 

ダイジェスト版 津島の歴史・祭礼、その他文献参照可。 

出題形式 『津島の達人』ＷＥＢ試験   ○×式・択一式  問題数５０ 

受験資格 インターネットに接続できるパソコンをお持ちの方 

合格基準 ７０％以上の正解をもって合格 

結果発表 
解答受付期間終了より約１ヵ月後、採点結果を送付いたします。 

合格された方には、『津島の達人』WEB試験合格証および副賞を送付いたします。 

 

 

 

 

主管 津島商工会議所 

主催 信長の台所歴史検定『津島の達人』実行委員会 

協賛 （一社）津島法人会津島支部・ＮＰＯ法人まちづくり津島 

後援 津島市 ・津島市教育委員会 ・津島市観光協会・（一社）海部津島青年会議所・ 

クローバーＴＶ・津島ロータリークラブ 

 

 

 

 

http://tsushima-cci.or.jp/wpdata/wp-content/uploads/2017/01/1a9a4bca4300954d8fd04e8652857085.pdf
http://tsushima-cci.or.jp/
http://tsushima-hojinkai.org/
http://www.npo-tsushima.org/
https://www.city.tsushima.lg.jp/
https://www.city.tsushima.lg.jp/kurashi/todokedetou/kakusyushinseisyo/kyouikuiinkai/index.html
http://www.tsushima-kankou.com/
http://amatsushima-jc.com/
http://www.clovernet.co.jp/
http://www.tsushima-rc.org/


公式テキスト「尾張津島見聞録」「津島の祭礼」等を販売中！！ 
 

「尾張津島見聞録」（ジュニア版含む）、「津島歴史年表」、「津島の祭礼」は検

定試験 に持込・参照することができ、公式テキストの中から８０％出題されます。 

 

  

 

 

 

「尾張津島見聞録」ジュニア版 

-小学生向けに編集-  ８００円（税込） 

 つし丸、ふじか、マッキーとともに、楽しく津島の歴史を学ぶことが

できます！ 

検定試験のドリル問題集とし

て小学生から大人向けに編

集しています！！ 

販売場所  津島商工会議所 （H28.1.１現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

「尾張津島見聞録」 

-津島はこんなに面白い- １，２００円（税込） 

津島のベストセラー！戦国時代の津島や津島神社の歴史など、 

古代から現代間での津島の歴史、文化、産業について書かれています。 

 津島の歴史を細かく勉強したい方には、おススメです！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

「津島歴史年表」 

-日本史から読む『津島の歴史』-  ５００円（税込） 

信長の台所津島という歴史観から、津島ゆかりの織田信長については合戦内容 

などについても記しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「津島の祭礼」 

-こんなに素晴らしい祭文化-   １，３００円（税込） 

検定試験の公式テキストとして新たに追加されました。尾張津島天王祭や津島秋

まつり、津島の民俗芸能・行事について書かれています。 

 

公式「ドリル問題集」 

-津島の達人、公式ドリル問題集-  ５００円（税込） 

検定試験のドリル問題集として小学生から大人向けに編集しています！！ 

販売場所 津島商工会議所、津島総合案内所（津島駅内）、精文館書店 津島店（今市場町）、 

精文館書店 新津島店（片岡町） 、ヨシヅヤ本店ボナンザ書房 （H28.1.1現在） 

          （H28.1.1現在） 

          （H28.1.１現在） 

 ヨシヅヤ本店ボナンザ書房（新開町） （H28.1.1 現在） 

 



≪公式テキスト購入方法≫ 

販売場所（津島商工会議所・市内主要書店）で購入できない方は、郵送します。  

尾張津島見聞録の場合  1 冊１，２００円＋郵送代８２円  合計１，２８２円を  現金書留でお送り

下さい。 

 

その際、郵便番号・住所・氏名・電話番号を ご記入したものを同封して下さい。なお、２冊ご希望の方は、

郵送代は１６４円になります。  3 冊以上ご希望の方は宅急便になります。 

 

詳細につきましては、お問い合わせ下さい。 

 

送付料金 一覧 

「尾張津島見聞録」・「津島の祭礼」・「津島歴史年表 」 

「ドリル問題集」・「尾張津島見聞録ジュニア版」 

各１冊 ８２円 

 

 

 

ダイジェスト版 津島の歴史・祭礼 （参考ページ）  

↑↑津島の歴史・祭について まとめられています。ぜひご覧くださ

い！！ 

 

ダイジェスト版 尾張津島天王祭（参考ページ） 

↑↑尾張津島天王祭、「山・鉾・屋台行事」ユネスコ無形文化遺産登録

に関する問題も出ます。チェックしてみてください！！ 

 

http://tsushima-cci.or.jp/wpdata/wp-content/uploads/2016/02/3eab9610e22fd79f1bb7b8d49aa2c679.pdf
http://tsushima-cci.or.jp/wpdata/wp-content/uploads/2016/02/3eab9610e22fd79f1bb7b8d49aa2c679.pdf
http://tsushima-cci.or.jp/wpdata/wp-content/uploads/2017/01/0ef511462b009c57797fe799b3712881.pdf

