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紀州の歴史(概要)紹介です 2020/02/19 
 

  

序  説 

短時間で仕上げた荒削りの【紀州の歴史(概要)】を観て頂きありがとうございます。 

  

  歴史に興味のある方は気付くと思いますが、本文の飛鳥以降は史実に基づき、以前の部分は 

神話と伝承をミックスし、私の考えで記している箇所が有ります。 

  

  大阪の紀元１００年頃の遺跡で文字が確認された事や和歌山県北部紀ノ川流域の遺跡の【ヤマト】成立への 

関わり度合い等々疑問の未解明部分も多く興味は尽きません。  

 飛鳥以前の約千年の間【熊野】に何が起こっていたのか”モヤモヤ”としたままの【紀州の歴史(概要)】です。 

 
【トップページ】にある【紀州写真】も観ながら【紀州散歩】をしてください。 

  

本  文 

  

 【人】紀州の原住人は大陸から【氷河期後期】(約３万年前)にナウマン象などを追いかけて 

         和歌山県北部紀ノ川下流の和歌山電鉄貴志川線【たま電車】【大池】周辺に来た 

         人々です。【旧石器時代】(多くの石器が出土しています) 

       縄文期～弥生期の稲作文化とともに【貴志川線】沿線に巨大集落を造り文明を得て 

        紀州全域に拡がり【古墳時代】となります。【紀伊風土記の丘】 

        紀元前 2500 【エジプト/3 大ピラミッド造営】 

        紀元前 1100 【中国/周の時代】 

 紀元前 1000 頃 大陸の紛争が原因で大量に人が 

           流れ込んできたと思われる 

        紀元前 753 【古代ローマ帝国の建国】 

 【木の国】五十猛命（いそたけるのみこと）が天から降るとき持参の樹木の種をまき 

      多くの木々が育ったのが木の国(紀伊国)の始まりとされる 

        また、木の神の五十猛命が鎮座したことで木の国と 

      呼ぶようになったともされる【伊太祁曽神社】【射矢止神社（いやと）】 

 【五十猛命】天照大神(あまてらすおおみかみ)の弟の 

                     須左之男命(すさのおのみこと)の子供【大国主(おおくにぬし)】は子孫 

         【伊弉諾尊(いざなぎ)・伊弉冉尊(いざなみ)】は祖父母 【花の窟神社】  

 紀元前 660 神武天皇(初代) 

           九州日向から東征し大和国に入り奈良橿原で即位 
 【八咫烏（やたがらす)】神武東征の際に熊野国から大和国への道案内をしたとされる 

        紀元前 770～221 【中国/春秋戦国時代】  紀元前 659 【日前宮・國懸神宮】歴史に登場 

        紀元前 221～206 【中国/秦の時代】  紀元前 210 頃 【徐福伝説】秦の始皇帝の命により船出した徐福が難破し新宮に到着 

 紀元前 200 頃 大陸から文明が流れ込んできたと思われる   

日本の歴史 紀州の歴史 

【朝鮮半島の三国時代】 紀元前 50 年～紀元 668 年頃までの 

 高句麗・百済・新羅の中国(漢)と半島での攻防の時代 

「韓国ドラマの朱蒙（チュモン）は紀元前５０年頃の話」 

 紀元元年前後【下津町橘本】垂仁天皇の命で田道間守が(ミカン)の木を探し 

この地に最初に植え(日本のミカンの起源地)とされる【橘本神社】【熊野古道】 

      180～280 三国志【中国】魏・呉・蜀の興亡史  128 【神倉神社】熊野速玉大社の摂社で神武東征ゆかりの地(神倉山) 

  239  卑弥呼が魏に使いを出す(古墳時代)   

   ４世紀頃 【闘鶏神社】允恭天皇の代に熊野三山の守り神として創られたとされる 

   ４世紀頃 【湯ノ峰温泉】成務天皇の代に開湯 

  538  仏教伝来   

   ６世紀後半 【岩橋千塚古墳群】6 世紀後半頃に造営され日前宮と関係があるとされる 

  593  聖徳太子が摂政となる(飛鳥時代)   

   飛鳥時代後期 【龍神温泉】発見され後に弘法大師により開湯 

  645  大化の改新 (白鳳時代)   

       ７世紀後半 (万葉集)の最初の歌  658 【白浜温泉】 斉明天皇と中大兄皇子が訪れ歴史に登場 

   680 【伊勢国(三重県)】歴史に登場 

   701 【道成寺】文武天皇夫人の藤原宮子(ふじわらのみやこ)により創建 

   702 【伊太祁曽神社】現在の日前宮の地に創建 

   703 【尾鷲神社】701～703に創建されたとされる 

  710  平城京に遷都 (奈良時代)天平時代   

       712 (古事記)  712 【岩橋千塚古墳群】 「古事記」に登場 

   713  【紀伊国(和歌山県)】歴史に登場 

   713  【日前宮・國懸神宮】現在地に移転 

   713  【伊太祁曽神社】現在の日前宮の地から現在地に移転 
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           718 (西国巡礼の始まりとされる)   

       720 (日本書紀)  720  【熊野】 「日本書紀」に登場 

   720  【丹生都比売神社(にふつひめ)】 「日本書紀」に登場【稚日女尊(わかひるめのみこと)】 

   720  【花の窟神社(はなのゆはや)】 「日本書紀」に登場【伊弉冉尊(いざなみ)】の御墓 

   747  【中将姫】橋本市恋野の雲雀山に逃れてきたとされる 

   770  【粉河寺】大伴孔子古（おおとものくじこ）が開創/粉河観音宗 

  
 770  【紀三井寺】唐僧の為光が観音像を奉納し始まる 

            1948 【救世観音宗】を開創し(総本山)となる 

   776  【熊野三山】歴史に登場/本宮大社・速玉大社・那智大社(那智の滝) 

          【熊野古道】熊野参詣道で６ルートの総称 

       783 (万葉集)大伴家持最後の歌  783  【万葉集】紀伊国関連が１０７首(７世紀後半から) 

  794  平安京に遷都 (平安時代)   

   平安初期 【熊野水軍】熊野三山の統治者として歴史に登場 

   815  【孟子不動山】弘法大師が開山したとされる 

  

 819  【高野山】弘法大師が修行の場として開いた 

                    /真言宗【総本山金剛峰寺(一山総称)】 

                     (全盛期には 7700 の寺があったが現在は 117) 

    928  【日高川・道成寺】安珍・清姫伝説がこの年の夏ころの話とされている 

  
 1000 頃～【九十九王子(くじゅうくおうじ)】熊野参詣者の守護の為の神社の総称 

                        (実数は８０余) 

  
 1140  【根来寺(一山総称)】覚鑁（かくばん）が高野山で焼き討ちにあい 

                                     豊福寺（ぶふくじ）に拠点を移した 

   平安後期  【熊野信仰】熊野詣が盛んになる 

   1184  【平維盛(たいらのこれもり)】龍神に逃れてきた 

 1192  頼朝征夷大将軍となる (鎌倉時代)   

   1288  【根来寺】現在の根来に移った/新義真言宗（高野山を古義真言宗） 

 1334 (南北朝時代)   

   1334  【鶴ヶ城】日高の玉置氏によって築城 

 1392 (室町時代)   

         1466 (一向一揆がはじまる)   

     1467 (応仁の乱)  1467  【雑賀衆】歴史に登場 

   1476  【鷺の森別院】海南市飯盛山に開創 

         1543 (鉄砲伝来)   

   1544  【津田監持(根来寺の僧侶)】鉄砲の大量生産に着手 

   1556  【長尾景虎(上杉謙信)】２６歳の時(高野山)に家出してきた 

   1563  【鷺の森別院】現在の地に移転(浄土真宗本願寺派)・(雑賀衆の拠点) 

 1568 (安土桃山/戦国時代)   

  
 1569  【ルイス・フロイス(イエズス会)】織田信長の許しを得て紀伊国を訪問 

              織田信長に高野山・根来寺・粉河寺・雑賀衆を強大な権力と報告 

     1571 織田信長により比叡山焼き討ち   

    1580 石山本願寺が焼失  1580  【顕如(けんにょ)】石山本願寺から(鷺の森別院)に移り(一向一揆)が終結 

   1581  【高野山】織田信長に反抗したため多くの僧侶(高野聖)が殺された 

     1582 織田信長が本能寺の変により死去  1582  【高野山】織田信長の兵１３万人に包囲されたが本能寺の変により 

                      焼き討ちを免れた(豊臣秀吉・徳川家康の保護により復興) 

         1583 豊臣秀吉が石山本願寺跡に大阪城を築城   

   1585  【若山城(和歌山城)】豊臣秀吉の弟・秀長によって築城 

   1585  【根来寺】豊臣秀吉によって焼き討ちにあう 

   1585  【粉河寺】豊臣秀吉によって焼き討ちにあう 

   1585  【日前宮・國懸神宮】豊臣秀吉によって社領が没収された 

   1595  【豊臣秀次】豊臣秀吉の命により高野山に追放された 

     1598 豊臣秀吉が病により死去   

    1600 関ヶ原の戦い  1600 【真田幸村】高野山への蟄居を命じられる 

   1600 【紀州藩】紀伊国を浅野幸長が収め紀州藩となる 

 1603 (江戸時代)   

         1616 徳川家康が病により死去   

   1619 【御三家】紀伊国と伊勢国の一部を加え５５万５千石で藩主が徳川頼宣となる 

   1619 【日前宮・國懸神宮】徳川頼宣によって再興された 

   1621 【紀州東照宮】徳川頼宣が創建 

   1661 【海蔵院】平瀬で草創(真言宗)後に臨済宗妙心寺派(海蔵寺)の末寺となる 



         1702 赤穂浪士が吉良邸に討ち入り   

   1705 【徳川吉宗】紀州藩主となる 

   1716 【八代将軍】徳川吉宗が将軍となる 

   1791 【レイディ・ワシントン号】２隻のアメリカ商船が串本町大島に来航 

   1804 【華岡青洲】世界で最初の全身麻酔手術に成功 

        1853 【黒船来航】アメリカ艦船が須賀市浦賀に来航   

   1858 【十四代将軍】徳川斉順の長男 家茂が将軍となる 

   1858 【徳川茂承(とくがわもちつぐ)】紀州藩最後の藩主 

  
 1863 【江戸時代最後の仇討】土佐藩士が紀州藩・勝海舟・坂本竜馬らの手助けにより 

                                      紀州街道の和泉との境界の境橋北和泉側で父の仇を討った 

 1868 (明治時代～現在)   

   1869 【和歌山藩】版籍奉還により和歌山の名が誕生 

   1871 【和歌山県】【三重県】廃藩置県により県名誕生 

  

 1890 【トルコ軍艦 エルトゥールル号】串本町大島沖で遭難し住民が懸命に救助活動を 

       行なった【トルコ記念館】現在も官民の友好関係が続いている 

 1985 【イラン・イラク戦争】トルコ航空機がテヘランの日本人数百人を助け成田に到着した 

       ：後に 【エルトゥールル号】の御返しであった事が判明 

   2009/06/15 【天台宗】(総本山・比叡山延暦寺)の座主が【高野山】初参拝 
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  紀州の歴史(概要)を載せています。 

  2011/04/05 【本文】追記 

  (和歌山市立図書館で調べました) 2009/04/19 改装  
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【余 談】 

   先だって訪問した【高野山】の歴史だけを知りたい気持ちで調べ始めましたが、 

数々の疑問・興味から「紀州の歴史」となり、掲載に至りました。 

  

  １万数千年前【氷河期】が終わり日本列島が島国となり孤立した【原日本人】まで 

さかのぼっていったんです。 

が、本になってしまいますので「概要」で完成としました。   

  

  【紀州】【熊野】には飛鳥以前・以降もひじょうに面白い歴史があります。 

私も【紀州】全域を歴史探訪で再訪したいです。 2009/04/24 Hide 

  

 2009/09/17 朝早く目が覚めたので紀南の写真を撮ろうと思い田辺まで行き 

大塔村平瀬～本宮大社～新宮速玉大社・神倉神社～熊野市花の窟神社～新宮大浜～ 

と強行スケジュールで撮影しました。 

日帰りでしたので【浮き島】や本宮大社・神倉神社への参拝等々は次回に持ち越しです。 

  

最後までご覧頂きありがとう御座います。 
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