第３回 新潟市観光・文化検定＜１級＞
問題
番号
■
問１
問２
問３
問４
問５

問６

問題

解答

次の問題に答えなさい。（語句記述問題）
1886（明治19）年に竣工した萬代橋は、当時の読み方は何
か。
1958（昭和33）年、県内で初めてオープンした西蒲区のゴル
フ場は、何という名前か。
弥生時代後期の大規模な高地性環濠集落が発見された秋
葉区の遺跡の名前は何か。

よろづよばし、よろずよば
し
新潟ゴルフ倶楽部
※クラブでも可
古津八幡山遺跡
※古津なしでも可

1936（昭和11）年、「吉野朝太平記」で直木賞を受賞した西区 鷲尾雨工
出身の作家はだれか。
1964（昭和39）年６月16日に発生し、新潟市で死者11人など ７・５
大きな被害をもたらした新潟地震のマグニチュードはいくつ
か。
電子顕微鏡で結核菌を撮影した「ミクロの世界」がベネチア 小林米作
映画祭のグランプリを受賞、科学映画の分野を確立した秋葉
区出身の映画監督はだれか。

問13

鳥屋野潟周辺の亀田郷では、深い泥田で稲作が行われてい
た。広大な水面に見えた水田地帯は何と呼ばれたか。
1971（昭和46）年、中央区の日和山海岸で座礁し、大量の原
油が流出したタンカーの名前は何か。
市内には良寛の碑がいくつもあるが、中央区の県立図書館
敷地にある碑には何と刻まれているか。
「良寛を絵で描き表すこと、これが私の天職である」と、中央
区東大畑通の長屋を画室に、清貧に甘んじながら、1958（昭
和33）年に没するまでに１万点にも及ぶ良寛画を残した画家
はだれか。
弘法大師が訪れた際に建立したとされる寺の名前から付け
られたと伝わる秋葉区の山は何山か。
国の史跡に指定されている西蒲区竹野町にある全長約53
メートルの前方後円墳の名前は何か。
江南区木津の賀茂神社には、五穀豊穣を願い、舞を披露す
る「棧俵神楽」がある。何と読むか。

問14

中央区神道寺の名刹・佛興寺本堂にある竜などの彫り物の 石川雲蝶
作者はだれか。

問７
問８
問９
問10
問11
問12

問15

問16

問17

問18

問19

地図にない湖、芦沼
※どちらも正解
ジュリアナ号
一二三いろは
こしの千涯

菩提寺山
菖蒲塚古墳
さんばいしかぐら
※カタカナでも可

1929（昭和４）年に完成した３代目萬代橋は、当時最先端の
工法で造られた。その工法の名は何か。

空気潜函工法、ニューマ
チックケーソン工法
※どちらも正解

武田信玄の家臣だったが、武田氏滅亡後、西蒲区中之口地
区に落ち着いて開墾に力をつくし、大庄屋となったのはだれ
か。
秋葉区の阿賀野川と小阿賀野川が交わる場所に、水位差の
ある両川を船が往来できるよう、２枚のゲートを開け閉めす
る「水のエレベーター」と呼ばれる閘門がある。それはどこ
か。
1928（昭和３）年、中央区西船見町の海岸線から約110メート
ル、海抜約７メートルの高台に建てられた鉄筋コンクリート造
りの庁舎は、激しい海岸浸食で、わずか11年後に撤退、その
４年後には海中に落下した。この庁舎は何か。
1927（昭和２）年に建てられ、ドイツ製のパイプオルガンを備
え、1998（平成10）年には新潟市都市景観賞を受賞した中央
区東大畑通の建物は何か。

澤将監
※沢も正解
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満願寺

新潟測候所、新潟地方気
象台
※どちらも正解
新潟カトリック教会

問題
番号
問20

問21

問22

問23

問24

問25

問26

問27
問28
問29
問30

問31

問32

問33

問34

問題

解答

信濃川河口の新潟みなとトンネルの両岸には、展望スポット 入船みなとタワー
になっている建物がある。一つは山の下みなとタワーだが、
もう一つは何か。
「今は山中、今は浜…」で始まる小学唱歌「汽車」の作曲者 大和田愛羅
は、旧制新潟中（現新潟高）を経て東京音楽学校（現東京芸
術大）を卒業した。旧制新潟中や新潟商の校歌も作曲したこ
の人はだれか。
中央区の市産業振興センターなどを会場に開催されている ガタケット
漫画、アニメなどの同人誌即売会「新潟コミックマーケット」の
愛称は何か。
秋葉区の出身で、郷里の先輩画家・安宅安五郎の知遇を得 笹岡了一
て、1978（昭和53）年には日展の内閣総理大臣賞を受賞。他
界後、作品163点が市立新津美術館に収蔵されている洋画
家はだれか。
毎年８月上旬の西蒲区の祭りで、神輿行列のほか、市無形
文化財に指定されている「棒遣い」や「草花火」「仕掛け花火」
が行われる祭りの名は何か。
1938（昭和13）年、外国人客を遇するための迎賓館として建
てられ、「イギリスの間」、「フランスの間」、「ドイツの間」など
がある中央区の洋館は何か。
中央区礎町通にある浄土真宗大谷派の説教場で、モルタル
塗りの外壁に洋風のガラス窓が付けられ、丸柱で支えられた
ポーチが張り出すなど、正面から見ると洋館のように見える
建物の名前は何か。
江戸時代の割元庄屋で、干害に悩まされていた西蒲区曽根
の水田に、一身を犠牲にして用水路開削を実現し、現在も首
塚（墓）と顕彰碑が残されているのはだれか。
西蒲区間瀬海岸の白岩付近が自生の南限とされる北方系
の稀少植物で、キョウチクトウ科の多年草の名前は何か。
毎年８月下旬、阿賀野川で行われる花火大会の愛称に使わ
れている「おいでください」という意味の方言とは、何か。
博覧強記の元「新潟新聞」記者で、退職後は民俗学に打ち
込み、1935（昭和10）年、柳田国男や宮本常一も寄稿した郷
土研究誌「高志路」を創刊したのはだれか。
熊本県出身の作詞家・犬童球渓は1906（明治39）年、県立新
潟高等女学校（現新潟中央高）に音楽教師として着任し、望
郷の思いを作詞した。「更けゆく秋の夜…」で始まる歌は、長
く全国で愛唱され、同校に歌碑も建立されている。この歌の
題名は何か。
太平洋戦争末期の1945（昭和20）年７月２日、信濃川の河口
付近で、学徒動員の生徒ら70人を乗せたはしけを引いてい
たディーゼル船が、米軍投下の機雷に触れて爆発。はしけも
ろとも川底に沈み、52人が死傷した。この船の名前は何か。
新潟市にある日本舞踊市山流宗家が実家で、舞台の新派女
優から映画に進出して日本初の映画女優となり、生涯100本
以上の映画に出演。1924（大正13）年の女優人気投票では、
見事１位に輝いたのはだれか。
1917（大正６）年秋、日本列島を襲った台風は全国各地に大
きな被害をもたらした。新潟市では、信濃川右岸の堤防補修
工事現場が200メートル余りにわたって決壊。被災者は５万
人余りに達した。この大洪水は何と呼ばれるか。
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和納十五夜まつり
※まつりは漢字も可
新津記念館
※新津邸、新津記念美術
館も可
木揚場教会
※木揚げ場教会も可
高橋源助
バシクルモン
ござれや
小林存
旅愁

鉄工丸

川田芳子

曽川切れ

問題
番号
問35

問36

問題

解答

1812（文化９）年に出版された橘崑崙著の書物には、狐に小 北越奇談
便をかけた男がまんまと化かされる「青山狐」が載っている。
西区の青山御幣稲荷神社ゆかりの話といわれるが、「北越
雪譜」とあわせて二大奇書とされるこの書物の名前は何か。
新潟市に生まれた江戸中期の尊皇思想家であり、京都へ出 竹内式部
て儒学・神道を学び、幕府を批判して危険思想家とみなさ
れ、宝暦事件では京都追放に、続く明和事件では八丈島に
遠島となり、その途上、三宅島で病死したのはだれか。
新潟市にある清酒の蔵元のうち、２つを挙げなさい。

問37〜38

新潟市食と花の銘産品に指定されている花を２つ挙げなさ
問39〜40 い。
中央区古町通の「まんがストリート」には、漫画家水島新司
問41〜42 のキャラクターであるドカベンなどのブロンズ像が７点ある。
ドカベン以外のキャラクターの名前を２つ挙げなさい。
親鸞聖人が県内各地で説法を行った際、人間には計り知れ
ない不可思議なことを残した、と伝えられている。それらが旧
問43〜44
跡として聖人の越後七不思議となったが、そのうち市内で伝
えられているものを２つ挙げなさい。
名誉市民３人の名前を挙げなさい。
問45〜47
平成の大合併で新潟市は７市３町村と境界を接するように
なった。３町村の名を挙げなさい。
（
）のなかに最も適当な語句を書きなさい。（穴埋め
■
記述問題）
新潟市内には難読地名がいくつもあるが、鱸（51）、赤縮
問51〜52 （52）の正しい読み方を書きなさい。
問48〜50

問53〜54
問55〜56

問57〜58

問59〜60

問61〜62

越後伝衛門、小黒酒造、
越後酒造場、村祐酒造、
今代司酒造、越の華酒
造、石本酒造、塩川酒造、
樋木酒造、高野酒造、宝
山酒造、福井酒造、上原
酒造、笹祝酒造、朝妻酒
造、（濱倉酒造）
ホワイト阿賀、チューリッ
プ、アザレア、ボケ
あぶさん、水原勇気、岩田
鉄五郎、岩鬼（正美）、里
中（智）、殿馬（一人）
（鳥屋野の、西方寺の）逆
竹、（山田の）焼鮒、川越
名号
※逆さ竹、焼き鮒も正解
澤田敬義、荻野久作、會
津八一
※沢、会津も可
聖籠町、田上町、弥彦村

（51）すずき（52）あかさび
※ひらがな、カタカナ両方
可
良寛と交流があったことで知られている僧の（53）は、晩年、 （53）有願（54）円通庵
南区新飯田の（54）に居住した。
1889（明治22）年に新潟市が誕生したが、市会が推薦した３ （55）小倉幸光（56）村田三
人の候補から（55）が初代市長に選ばれた。また、1947（昭和 郎
22）年の新潟市長選挙で（56）が当選し、初代民選市長に
なった。
かつて信濃川、阿賀野川などの流域では、夏季に（57）病が （57）ツツガムシ（58）赤虫
発生し、致死率の高い風土病として恐れられた。治療法が確 ※（57）は漢字（恙虫）、平
立されていなかったころは、（58）大明神とあがめて難を免れ 仮名も可
るように祈った。
新潟市域に関する最古の記録は、「日本書紀」の記述にある （59）渟足柵（60）柵戸
647（大化３）年の項の「（59）を造り、（60）を置く」という記事で ※漢字のみ正解
ある。
1908（明治41）年に制定された市章は、港の印である（61）と （61）錨、いかり、碇（62）雪
中央の漢字の五によって、安政５年通商条約指定の五港を 環、ゆきわ
※（62）は雪、雪のマーク、
意味し、上部に（62）を頂かせることで新潟を表している。
雪の印、雪の結晶なども可
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問題
番号

問題

解答

北区の水の駅「ビュー福島潟」の名誉館長は現在、歌手の
問63〜64 （63）である。2009（平成21）年４月から2012年３月までは、作
家の（64）が５代目として就任する。
新潟の大地を包む雄大な夕日をデザインした市民のシンボ
問65〜66
ルマークが、2007（平成19）年の政令指定都市移行を記念し
※問題文
て制定された。大小の赤い月の形（図の黒い部分）は（65）と
にマーク
新潟を、その間の白い帯状の形は（66）を表している。
図あり

（63）加藤登紀子（64）椎名
誠
（65）大陸、アジア大陸、
ユーラシア大陸（66）日本
海、東海

市内に４基ある坂口安吾の記念碑のうち、１番早く完成した （67）ふるさとは語ることな
のは中央区西海岸公園の碑で、「（67）」の文字が刻まれてい し（68）新潟大神宮
問67〜68
る。2006（平成18）年に、中央区西大畑の（68）に建てられた
生誕碑には、自伝小説「石の思ひ」の一節が刻まれている。
1881（明治14）年、殖産興業のためには新潟港修築が必要 （69）尾崎行雄（70）北越興
商会
と、「新潟新聞」の社説でたびたび主張していた同紙主筆
問69〜70
（69）の提唱によって、県内の富商のほか、地主らも参加する
（70）が設立された。現在の新潟商工会議所の前身である。
次の問題の中から、２問を選択し答えなさい。（短文記述問
■
題）
問71〜72
問題
解答例
幕末に描かれた「蜑の手振り」とは何か。150字以内で説明し 天保１４（１８４３）年、長岡
なさい。
藩領から幕府直轄領に
なった港町新潟の初代奉
行として１０年間在勤した
川村修就が、後世に残す
べき良俗として描かせた町
の風俗絵巻。郷土資料館
①
所蔵「川村文庫」の1つで、
「浜のイワシ網漁」「盆踊り
行列」など６つの情景が描
かれている。「蜑」は海の
漁民。「手振り」は風俗の
意味。
中世の水上交通の中心となった「三ケ津」とは何か。150字以 中世の越後平野では陸路
内で説明しなさい。
より舟運水上交通が主体
で、信濃川と阿賀野川の
両大河が、すべての支流
や潟湖の水を集め、１カ所
の河口に合流して舟運を
②
集中させていた。そして阿
賀野川右岸に沼垂湊、信
濃川左岸には新潟津、両
川の間に蒲原津があり、併
せて「三ケ津」と呼ばれて、
物資流通や軍事上の拠点
となった。
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問題
番号

③

問題

解答

昭和の初めまで続いていた「水戸教」とは何か。150字以内で 河口港の新潟は流砂で水
説明しなさい。
深が浅く船の出入が難し
かったので、日和山に船見
櫓を建て、他港に先んじ水
先案内を始めた。のちに
「水戸教」と呼ばれ、昭和４
（１９２９）年に県営となるま
で伊藤仁太郎家が代々
携った。監視所は東の船
見町に移り、旧日和山には
住吉神社が建てられ、後
に監視所が焼失した跡地
は水戸教公園となった。
1987（昭和62）年に設立された「柳都振興株式会社」につい
て、150字以内で説明しなさい。

一般公募で採用の女性社
員を芸妓に養成し、お座敷
やイベントに派遣する、全
国初の株式会社。江戸時
代から栄えてきた港町新
潟の花街は、伝統と高い
格式で全国に知られてき
たが、時代とともに衰退一
方。この花柳界を市民の
力で復興しようと、新潟商
工会議所と地元企業が株
主となり設立された。

「新潟・白根仏壇」について、150字以内で説明しなさい。

江戸中期から３００年以上
の歴史を持つ「新潟・白根
仏壇」は、昭和５５（１９８０）
年に国の伝統的工芸品に
指定された。伽藍師と呼ば
れる寺院を建てる職人が、
京都から技法を持ち帰った
のが始まり。京形仏壇に彫
刻を施し「白木仏壇」を考
案。工程ごとの五職の分
業で、蒔絵を多く施してい
るのが特徴である。

④

⑤
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