
①試験開始のアナウンスがあるまで問題用紙は開かないでください。
②試験時間は 45 分です。途中退席は認められておりません。体調不良などにより途中
退席をする場合は各試験教室の試験監督官に申し出てください。
③机の上には、受検票、腕時計、鉛筆・シャープペンシル（ＨＢ〜２Ｂ）とプラスティッ
ク製の消しゴム及び鉛筆削り以外のものは置いてはいけません。
④携帯電話を含む一切の無線通信機器の試験教室内での使用を禁止します。必ず電源を
切り、カバン等にしまってください。
⑤解答は解答用紙に記入してください。また、マークシート方式ですので、記入の際は
注意事項をよく読み、正しく記入してください。
⑥試験時間中の私語は固く禁止します。
⑦終了時刻がきたら、鉛筆を置いて解答作業を中止してください。また、係員が回収に
くるまで離席は認めません。
⑧試験問題、合否、採点結果に関する質問は一切受け付けいたしません。
⑨試験監督官又は係員の指示に従わない者及び不正行為を行なった者に対しては、退室
させる事があります。
⑩試験問題は各自お持ち帰りください。

2019年度
第16回お墓ディレクター検定試験

１級試験問題

注意事項



1

1. 菅原道真をまつる天満（天神）社は道真の太宰府での没後、その怨霊の活動が語られ、京都
に道真の霊がまつられたことに始まります（北野天満宮）。では、この信仰は室町時代に全盛
となり、文学詩歌などの神としても崇められ、広く天神講が普及した、というのは正しいでしょ
うか。

2. 神社を中心として結成された宗教団体のうち最大のものは公益財団法人日本宗教連盟の協賛
団体の一つ、神社本庁です。では、この神社本庁には全国の主要な神社を含め、全国の大部
分の神社が加盟しており、47 都道府県にそれぞれ神社庁が置かれている、というのは正しい
でしょうか。

3. 華厳宗は東大寺を大本山とし、中国の賢
げん

首
じゅ

大師法蔵が華厳経に基づき大成した華厳教学を研
究する学派です。では、東大寺には 752 年、華厳経の教主・毘

び

盧
る

遮
しゃ

那
な

仏をかたどる大仏が建
立され、この東大寺を総国分寺とする国分寺の組織も整備された、というのは正しいでしょ
うか。

4. 天台宗の開祖は、伝教大師・最澄です。最澄は入唐して隋の天台智
ち

顗
ぎ

の大成した天台教学を
究め、さらに密教と禅と律の伝授も受けて帰朝し、806 年、円（天台教学）・密・禅・戒の四
宗を綜合する天台法華宗を開創した、というのは正しいでしょうか。

5. 天台宗の総本山は比叡山延暦寺です。天台宗からの分派としては、円珍門下の余慶が三井の
園城寺に拠ったところから始まる天台寺門宗、戒称一致（大乗円頓戒と称名念仏を統合）の
教学を唱えた慈

じしょう

摂大師真
しん

盛
せい

による天台眞盛宗などがある、というのは正しいでしょうか。

6. 密教というのは、歴史上の釈尊が説いたとされる顕
けんぎょう

教に対するもので、法身仏（いわば絶対者）
である大日如来が直接説いた教えといいます。では、密教では、生きとし生けるものは、宇
宙の根源的な生命である大日如来の顕現であり、我々も仏・法・僧の三密行の実践により即
身成仏することができると説いている、というのは正しいでしょうか。

7. 現在の浄土宗は、法然の高弟のうち特に九州地方で活躍した弁長の鎮
ちん

西
ぜい

流
りゅう

を中心とする宗派
です。では、第三祖の良

りょうちゅう

忠は主に関東を中心に伝道し、その門下からさらに全国に広まった、
というのは正しいでしょうか。

8. 浄土真宗の宗祖は親鸞です。親鸞ははじめ比叡山で修学に励みましたが、29 歳の時、知恩院
に参籠したおり、聖徳太子の夢告を得て、法然の下に参じたといわれている、というのは正
しいでしょうか。

9. 融通念仏宗の開祖は良忍です。良忍ははじめ天台宗を修めましたが、比叡山を下り、46 歳の
時に法然より「自他融通の念仏」を受け、融通念仏宗を開いた、というのは正しいでしょうか。

正誤判定30題

◎次の各文の内容が正しい場合には正の箇所を、誤っている場合には誤の箇所を、
それぞれマークしなさい。
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10. 卑弥呼の墓といわれる奈良県箸墓古墳は全長 276 ｍの巨大古墳です。では、この卑弥呼の墳
墓が築かれた 5世紀半ば頃が古墳時代の幕開けであり、大和地域から全国へと定型的な古墳
が広がっていった、というのは正しいでしょうか。

11. 六
ろく

波
は

羅
ら

蜜
みつ

とは大乗仏教において菩薩に課せられた六種の実践徳目のことをいいます。では、
この中にある布施とは、真理を教えることである、というのは正しいでしょうか。

12. 天台宗の主な経典は法華経・般若心経・大日経・浄土三部経である、というのは正しいでしょ
うか。

13.『法華経』の「観
かん

世
ぜ

音
おん

菩
ぼ

薩
さつ

普
ふ

門
もん

品
ぼん

」には、観世音菩薩が様々な姿に変化して衆生を救うと説か
れることから、様々な姿の観音が造られるようになった、というのは正しいでしょうか。

14. 十王信仰では死者の追善供養のためにそれぞれの日に十人の王を割り当て、死者の生前の行
ないを審判し、次に生まれ変わる世界を決定するものとされています。では、この中で一周
忌を司る王は五

ご

道
どう

転
てん

輪
りん

王である、というのは正しいでしょうか。

15. イタリア・スペイン・フランスなどのカトリック国は復活思想が根強く残っており、1963 年
にバチカン法王庁が火葬をしても復活に支障がないと宣言した後も 20 年間、火葬率は伸びな
かった、というのは正しいでしょうか。

16.「墓地、埋葬等に関する法律」は、墓地、納骨堂または火葬場の管理及び埋葬等が、国民の宗
教的感情に適合し、かつ環境衛生その他公共の福利の見地から、支障なく行なわれることを
目的としている、というのは正しいでしょうか。

17. 埋葬または火葬は、他の法令に別段の定めがある場合を除き、死亡または死産後 24 時間を経
過した後でなければ、これを行なってはならない。ただし、妊娠 7ヵ月に満たない死産の場
合はこの限りではない、というのは正しいでしょうか。

18. 改葬をするためには改葬許可申請書を提出し、市町村長から改葬許可証を受理します。この
手続きを経なければ、刑法 189 条の「墳墓を発掘した者は、５年以下の懲役に処する」とい
う墳墓発掘罪に抵触するおそれがある、というのは正しいでしょうか。

19. 墓地または火葬場の管理者は、毎月 10 日までに、その前月中の埋葬または火葬の状況を、墓
地または火葬場所在地の市町村長に報告しなければならない、というのは正しいでしょうか。

20. 民法の定める相続人は、妻のほか第 1順位が子供、第 2順位が兄弟姉妹、第 3順位が両親で、
その中から祭祀承継人となる者が指定されるのが通例である、というのは正しいでしょうか。
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21. 変成岩とは変成作用によってできた岩石で、地下のかなり深いところで変化をうけて生成し
た岩石です。では、この変成岩には、流紋岩、粘板岩などが含まれる、というのは正しいでしょ
うか。

22. 千草石は新潟県妙高市新井地区で産出される凝灰岩である、というのは正しいでしょうか。

23. 全国で最初に樹木型の合葬式墓地が開設された公営霊園は東京都の小平霊園である、という
のは正しいでしょうか。

24. ビシャンとは25mm×25mm前後の面を目割りした石工道具である、というのは正しいでしょ
うか。

25. 手加工において、一面仕上げたら側面を切って仕上げるのですが、この時は角
かど

を作らなけれ
ばなりません。では、角はノミで細かく切り下げてからコヤスケで削り込んで作っていく、
というのは正しいでしょうか。

26. 墓所の基礎工事において、コンクリートの打ち方は、墓所全体に打つ「布
ぬの

コンクリ」と、石
を置く周りだけに打つ「ベタコンクリ」があり、割栗の大きさやコンクリートの厚みによっ
て根切りの深さが違ってくる、というのは正しいでしょうか。

27. 墓石施工の際、糸の先に逆円
えん

錐
すい

形の重りを垂れ下げ、振れが止まったところで垂直を見る用
具のことを「下げ振り」という、というのは正しいでしょうか。

28. 大入れは通常、墓誌の高さの５％といわれていますが、墓誌に限らず記念碑等でも大入れは
高さの５％といわれている、というのは正しいでしょうか。

29. 死亡地が明らかでない時は死体が最初に発見された地で、汽車その他の交通機関の中で死亡
があった時は死体をその交通機関から降ろした地で、航海日誌を備えない船舶の中で死亡が
あった時はその船舶が最初に入港した地で、死亡の届け出をすることができる、というのは
正しいでしょうか。

30. 平安、鎌倉時代までの仏具は密教法具が一般的であり、室町時代になると現代見るような香炉・
花瓶・燭台という揃えが登場する、というのは正しいでしょうか。
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31. 神社にまつられている祭神の中で職業に関してまつられた神は（　　　）です。
①高

たかみむすびのかみ

皇産霊神　　②岡
みづはのめのかみ

象女神　　③大
おおやまくいのかみ

山咋神　　④金
かなやまひこのみこと

山彦命

32. 天台宗では心を統一しつつ自己と存在の実相を観察する（　　　）を中心とした実践行も重
視しています。
①一乗思想　　②止観　　③阿字観　　④一念三千

33. 臨済宗の中で最も大きな宗団は臨済宗妙心寺派です。妙心寺の開山は関
かん

山
ざん

慧
え

玄
げん

で、室町時代
に（　　　）によって全国的な広がりを持つ一派となりました。
①白

はく

隠
いん

　　②夢
む

窓
そう

疎
そ

石
せき

　　③宗
しゅうほうみょうちょう

峰妙超　　④雪
せっ

江
こう

宗
そう

深
しん

34. 黄檗宗の本尊は（　　　）です。
①久遠実成の釈迦牟尼佛　　②釈迦牟尼佛　　③阿弥陀如来　　④大日如来

35. 十三仏信仰において三十三回忌にあたる本地仏は（　　　）です。
①大日如来　　②阿弥陀如来　　③虚空蔵菩薩　　④地蔵菩薩

36. 改葬のために周知の（すでに知られている）文化財埋蔵場所を発掘しようとする場合や、改
葬の過程で遺跡と思われるものを発見した時などの場合には、文化庁長官に届け出なければ
なりません。この届出を怠った場合には（　　　）万円以下の過料に処せられます。
①５　　　② 10　　　③ 15　　　④ 20

37.「サンド・ブラスト」は圧縮空気で文字を彫る部分に砂を吹き付けていく工法で、昭和初期に
既にありましたが、一般に普及したのは昭和（　　　）年代です。
① 20　　　② 30　　　③ 40　　　④ 50

38. 墓石施工時に、外柵や巻き石がしっかりと直角になっているかを調べる方法として、外柵の
四隅の角を含む三角形の各辺の長さが（　　　）の比率になるピタゴラスの定理を利用する
方法もあります。
① 1：3：6　　　② 2：4：8　　　③ 4：8：10　　　④ 6：8：10

39. 次の①〜④の中から、釈迦三尊の中に含まれるものを選びなさい。
①弥勒菩薩　　②地蔵菩薩　　③普賢菩薩　　④観音菩薩

40. 次の①〜④の中から安山岩に分類されるものを選びなさい。
①万成石　　②羽黒青糠目石　　③花沢石　　④男鹿石

41. 次の①〜④の中から福島県で採掘されている石材を選びなさい。
①姫神小桜　　②芝山石　　③青木石　　④能勢黒みかげ

多肢選択20題

◎次の各文の（　　　）に入る語を①～④の中から選び、その番号の箇所をマークし
なさい。
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42. 次の家紋は（　　　）といいます。

①丸に一つ茶の実　　②丸に橘　　③丸に桔梗　　④丸に撫子

◎次の図の空欄に当てはまる語を下の①～④の中から選び、その番号の箇所をマーク
しなさい。

①亀腹　　②首部　　③軸部　　④基礎

◎次の図は文字彫刻の種類を表していますが、彫り方の名称を下の①～④の中から
選び、その番号の箇所をマークしなさい。

44. ①竹彫り　　②円底彫り　　③浮出彫り　　④籠
こも

字彫り

（　43　）
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◎次の文章の空欄に入る語を下の①～④の中から選び、その番号の箇所をマークし
なさい。

花崗岩とは、地球上で最も分布面積の広い酸性の（　45　）です。日本産の花崗岩は（　46　）
の分量が多いと言われています。

45. ①深成岩　　②火山岩　　③玄武岩　　④石灰岩

46. ①石英　　　②長石　　　③斜長石　　④雲母

日本の仏教は（　47　）によってその基礎が据えられたとされます。（　47　）は仏教思想を
非常に深く受容し、これを治世にも活かしたといわれています。（　47　）が建立した四天王
寺は天台宗に属していましたが、戦後、独立して（　48　）を形成し、その総本山となって
います。

47. ①鑑真　　　②聖徳太子　　③蘇我入鹿　　④中大兄皇子

48. ①法相宗　　②律宗　　　　③和宗　　　　④時宗

日本古代の葬送儀礼を推測する手がかりが 712 年に編纂された（『　49　』）にあります。人
が死んでもすぐに埋葬したりせず、長い期間（長い場合は白骨化に至るまで）死者の鎮魂を
していたこと、これは（　50　）と言われ、そこでは死者に食事を供し、死を嘆き悲しみ、
歌い踊って死者の霊を慰める儀礼が行なわれていました。古代において人々は、死者を丁重
に扱うと共に、食事を供するなど、死者を生きている者同様に扱っていたことが見てとれます。

49. ①餓鬼草紙　　②今昔物語　　③古事記　　④六道絵

50. ①もがり　　　②かぐら　　　③やぐら　　④伸展葬


