
第３回 新潟市観光・文化検定＜２級＞
問題番号 問題 解答

問１
1889（明治22）年に新潟市が誕生したときの
人口はどれぐらいか。

Ａ　約8,900人　　　　　Ｂ　約１万9,000人
Ｃ　約４万4,000人　　　Ｄ　約８万6,000人

問２

３代目萬代橋と兄弟橋の縁組をした橋はど
この何橋か。

Ａ　東京都・日本橋　　　Ｂ　大阪市・淀
屋橋
Ｃ　横浜市・万国橋　　　Ｄ　福岡市・名
島橋

問３
新潟の方言で「ふっとつ」とは、どういう意味
か。

Ａ　布団　　　Ｂ　太った　　　Ｃ　ひとつ
Ｄ　たくさん

問４

新潟市に関係する次の事項のうち、１番古
いのはどれか。

Ａ　新潟水俣病の公式発見　　　Ｂ　新
潟大火
Ｃ　関屋分水路の完成　　　　　Ｄ　新潟
地震

問５

新潟市に関係する次の事項のうち、１番新し
いのはどれか。

Ａ　上越新幹線（新潟－大宮間）開業
Ｂ　万代シテイオープン
Ｃ　新潟東港開港　　　　　　　　　　　　Ｄ
県庁の新庁舎完成

問６
新潟市出身でただ一人の直木賞作家はだ
れか。

Ａ　藤沢周　　　Ｂ　新井満　　　Ｃ　鷲尾
雨工　　　Ｄ　綱淵謙錠

問７
新潟市の無形文化財、日本舞踊市山流の
市山七十世が文化庁芸術祭賞を受賞した踊
りは何か。

Ａ　越後獅子　　　Ｂ　雪椿　　　Ｃ　うしろ
面　　　Ｄ　舟江の四季

問８
秋葉区の出身で、日本で初めてチューリップ
の商業的な球根生産を行った人はだれか。

Ａ　関根省吾　　　Ｂ　小田喜平太　　　Ｃ
江川啓作　　　Ｄ　長尾次太郎

問９

住吉祭、川開き、商工祭、開港記念祭が一
本化されて、現在の新潟まつりの形が整っ
たのはいつか。

Ａ　1947（昭和22）年　　　Ｂ　1956（昭和
31）年
Ｃ　1961（昭和36）年　　　Ｄ　1966（昭和
41）年

問10

県内初の民間放送局として、ラジオ新潟（現
在のＢＳＮ）が本放送を開始したのはいつ
か。

Ａ　1933（昭和８）年　　　Ｂ　1941（昭和
16）年
Ｃ　1952（昭和27）年　　　Ｄ　1956（昭和
31）年

問11

新潟市の８つの行政区には、それぞれのイ
メージカラーが定められた。西蒲区のイメー
ジカラーは、次のうちどれか。

Ａ　サンセットオレンジ　　　Ｂ　アクアブ
ルー
Ｃ　ネイチャーグリーン　　　Ｄ　ハーベス
トイエロー

問12
橋の歩道に設けられたバルコニーに、県民
歌と市民歌が刻まれているのは何橋か。

Ａ　昭和大橋　　　Ｂ　八千代橋　　　Ｃ
千歳大橋　　　Ｄ　柳都大橋

問13
次の清酒の銘柄のうち、市内の蔵元で造ら
れているのはどれか。

Ａ　太洋盛　　　Ｂ　天領盃　　　Ｃ　越路
吹雪　　　Ｄ　緑川

問14
1889（明治22）年に新潟市が誕生したが、市
会が推薦した３人の候補から選ばれた初代
市長はだれか。

Ａ　村田三郎　　　Ｂ　永山盛輝　　　Ｃ
内山信太郎　　　Ｄ　小倉幸光

問15
長野県の善光寺と同体の本尊がまつられて
いる「越後善光寺」は、どの地区にあるか。

Ａ　西川地区　　　Ｂ　巻地区　　　Ｃ　黒
埼地区　　　Ｄ　味方地区

問16
信濃川と阿賀野川の河口が一緒だった中世
には、「三ケ津」と呼ばれる３つの港が栄え
た。新潟津、沼垂湊と、もう１つはどこか。

Ａ　澤海湊　　　Ｂ　蒲原津　　　Ｃ　酒屋
湊　　　Ｄ　新津

問17
阿賀野川は、上流の福島県では阿賀川と呼
ばれるが、源流はどこか。

Ａ　磐梯山　　　Ｂ　荒海山　　　Ｃ　吾妻
山　　　Ｄ　那須岳

問18
北越鉄道が1897（明治30）年に開通すると同
時に、沼垂駅構内に設けられた「箱番」とは
何か。

Ａ　交番　　　Ｂ　案内所　　　Ｃ　荷物預
かり所　　　Ｄ　売店
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問題番号 問題 解答

問19

1878（明治11）年に本県や東北地方を旅し、
「日本奥地紀行」を著した英国人とはだれ
か。

Ａ　イザベラ・バード　　　　Ｂ　アーネス
ト・サトウ
Ｃ　エドワード・スネル　　　Ｄ　スミス・
パークス

問20
戊辰戦争中に新潟で戦死した会津藩士の鎮
魂碑「殉節之碑」が建てられているのは、ど
この境内か。

Ａ　白山神社　　　　　Ｂ　護国神社
Ｃ　金刀比羅神社　　　Ｄ　新潟大神宮

問21
３代目萬代橋の完成を記念して作られた北
原白秋作詞の新民謡は何か。

Ａ　新潟音頭　　　Ｂ　新潟みなと音頭
Ｃ　舟江音頭　　　Ｄ　新潟小唄

問22

北区の太夫浜という地名の由来として伝
わっているのは、次のうちのどれか。

Ａ　犬がおぼれた太夫を救った
Ｂ　源義経の馬の太夫黒が、この浜で
死んだ
Ｃ　格式の高い遊女の出身地
Ｄ　興行主が住んでいた

問23

関屋分水路は、新潟市を水害の危険から守
るために造られたが、掘削工事で発生した
大量の土砂は、主に何に利用されたか。

Ａ　北陸自動車道の盛り土　　　Ｂ　新潟
海岸の埋め立て
Ｃ　新潟バイパスの盛り土　　　Ｄ　新潟
競馬場の建設

問24

県政記念館裏の白山公園内に、世界地図
が描かれた大きな碑がある。1973（昭和48）
年に、40万人都市記念ともう一つ、何を記念
して建てられたものか。

Ａ　南米移民50年　　　　　　　Ｂ　新潟港
の開港100年
Ｃ　ハバロフスク空路開設　　　Ｄ　ガル
ベストン市との姉妹都市提携10年

問25
1951（昭和26）年、アメリカの対日援助見返り
資金を財源として永久橋に架け替えられた
橋が新潟市にある。その橋は何か。

Ａ　横雲橋　　　Ｂ　大野大橋　　　Ｃ　泰
平橋　　　Ｄ　松浜橋

問26

秋葉区小須戸の曹洞宗茂林寺にある仏像
は、子宝を授かる霊験があると言われ、国
の重要文化財に指定された。どんな仏像
か。

Ａ　観音菩薩像　　　Ｂ　地蔵菩薩像
Ｃ　不動明王像　　　Ｄ　薬師如来像

問27
市内の橋で長いのは阿賀野川下流域に集
中している。次の橋のうち、１番長いのはど
れか。

Ａ　松浜橋　　　Ｂ　阿賀野川大橋　　　Ｃ
泰平橋　　　Ｄ　新横雲橋

問28
まだ規制がなかった明治30年代に、現在の
江南区花ノ牧で、北陸麦酒が製造していた
ビールの銘柄は何か。

Ａ　信濃ビール　　　Ｂ　富士ビール
Ｃ　蒲原ビール　　　Ｄ　越後ビール

問29

長さ２、３メートルの柄の先端に人形を載せ
た傘鉾が、列を作って街を練り歩くまつりは
どれか。

Ａ　小須戸喧嘩燈籠まつり　　　Ｂ　西川
まつり
Ｃ　にいつ夏まつり　　　　　　Ｄ　かめだ
祭り

問30

パナマ運河のように、水位の違う２つの川の
合流点に閘門を設け、船を往来させる施設
が秋葉区満願寺にある。２つの川とは次の
どれか。

Ａ　阿賀野川と通船川　　　　　Ｂ　阿賀
野川と新井郷川
Ｃ　阿賀野川と小阿賀野川　　　Ｄ　能代
川と小阿賀野川

問31

２代目の萬代橋は、初代が火事でかなりの
部分を消失したため、架け替えられた。完成
したのはいつか。

Ａ　1897（明治30）年　　　Ｂ　1909（明治
42）年
Ｃ　1914（大正３）年　　　Ｄ　1929（昭和
４）年

問32

今でこそ阿賀野川は、信濃川とかなり離れ
て日本海に注いでいるが、かつては、信濃
川に合流していた。そのころの川筋に、現在
も残っている川の名は何か。

Ａ　大通川　　　Ｂ　通船川　　　Ｃ　栗ノ
木川　　　Ｄ　新井郷川

問33

角田山のふもとに史跡・菖蒲塚古墳がある。
菖蒲とは、後に埋葬された平安末期の有名
な武将の側室だと伝えられているが、その
武将はだれか。

Ａ　源義経　　　Ｂ　木曽義仲　　　Ｃ　源
頼政　　　Ｄ　源為朝
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問題番号 問題 解答

問34

良寛の碑は市内にいくつもあるが、こしの千
涯が描いた絵が刻まれているのは、次のう
ちどこに建てられているか。

Ａ　西区の新潟大学構内　　　　　Ｂ　秋
葉区の普談寺境内
Ｃ　中央区の新津屋小路歩道　　　Ｄ
中央区の勝楽寺境内

問35

南区新飯田の円通庵に住んでいた僧は、良
寛と交流があり、影響を与えたといわれてい
る。この僧の名前は何か。

Ａ　有願　　　Ｂ　通天存達　　　Ｃ　親鸞
Ｄ　曽我慧南

問36
天地人の主人公・直江兼続の弟・小国（後に
大国と改姓）実頼の居城・天神山城は、どの
地区にあったか。

Ａ　新津地区　　　Ｂ　岩室地区　　　Ｃ
黒埼地区　　　Ｄ　白根地区

問37
初代萬代橋の架橋費は３万円余り。これを
回収するために、渡る人から橋銭を徴収し
た。１人いくらだったか。

Ａ　２銭５厘　　　Ｂ　２銭　　　Ｃ　１銭５厘
Ｄ　１銭

問38

版画や絵画、彫刻、陶芸など多彩な分野で
活躍した池田満寿夫の天井画「舞鶴」がある
のはどこか。

Ａ　中央区の佛興寺　　　Ｂ　西蒲区の
桑山諏訪神社
Ｃ　江南区の大栄寺　　　Ｄ　北区の葛
塚稲荷神社

問39
南区出身の日本画家で、晩年はトキを描き
続けて「朱鷺の画家」と言われたのはだれ
か。

Ａ　小島丹漾　　　Ｂ　中島萬木　　　Ｃ
長井亮之　　　Ｄ　番場春雄

問40
豪農の館といわれる北方文化博物館には、
3,960平方メートル（1,200坪）の広大な館があ
る。部屋の数はいくつか。

Ａ　38室　　　Ｂ　65室　　　Ｃ　96室
Ｄ　108室

問41

織田信長の誘いに応じて上杉・武田包囲網
に加わった新発田城主の新発田重家に対し
て、上杉景勝は前線基地の城を新潟市に築
いた。その城はどこにあったか。

Ａ　中央区　　　Ｂ　東区　　　Ｃ　北区
Ｄ　西区

問42

「天地人」の主人公・直江兼続が16年にわ
たって、新潟市とその上流の川で治水工事
を行ったといわれ、別名を直江川ともいわれ
るのは何川か。

Ａ　新川　　　Ｂ　西川　　　Ｃ　中ノ口川
Ｄ　栗ノ木川

問43

約300年前の新潟町に、堀の橋の上で三日
三晩踊り明かした祭りがあった。2005（平成
17）年に再現され、毎年９月に行われる踊り
は何か。

Ａ　新潟住吉踊り　　　Ｂ　橋踊り
Ｃ　下駄総踊り　　　　Ｄ　樽砧総踊り

問44

諸国歴訪中の1852（嘉永５）年に新潟町を訪
れた幕末の志士・吉田松陰は、中央区本町
通りの中川立庵宅に滞在した。中央区一番
堀通の白山神社に碑もある中川立庵の職業
は何か。

Ａ　商人　　　Ｂ　漢方医　　　Ｃ　漢学者
Ｄ　道場主

問45

明治の初め、新潟に布教に訪れた外国人宣
教師のうち、イギリスのエディンバラ大医学
部卒という経歴を生かし、医療伝道をもとに
活動したのはだれか。

Ａ　ドロワール　　　Ｂ　パーム　　　Ｃ　エ
ブラール　　　Ｄ　キダー

問46

新潟市中央区西大畑町の旧斎藤邸は、自
然の海岸砂丘や黒松を生かした庭園の見事
さで知られる。豪商斎藤喜十郎が何のため
に造った屋敷だったか。

Ａ　迎賓館　　　Ｂ　夏の別荘　　　Ｃ　居
宅　　　Ｄ　隠居所

問47

2009（平成21）年１月に姉妹都市提携を結ん
だフランスのナント市には、新潟市といくつ
かの共通点がある。次のうち、共通点でない
のはどれか。

Ａ　サッカーワールドカップ大会の会場
になった
Ｂ　人口が50万人を超える
Ｃ　首都から新幹線で約２時間の距離に
ある
Ｄ　国内最長の川の下流に位置し、港
がある
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問題番号 問題 解答

問48

戊辰戦争の新潟町を舞台にした戦闘で、奥
羽越列藩同盟軍側の責任者だった色部長
門は、銃撃されて死亡した。中央区の新潟
高校付近に追念碑が建てられているが、こ
の色部長門は何藩の家老か。

Ａ　会津藩　　　Ｂ　仙台藩　　　Ｃ　庄内
藩　　　Ｄ　米沢藩

問49

五泉市から秋葉区を貫流して小阿賀野川に
合流する川で、「九十九曲川」と呼ばれたほ
ど屈曲が多く、氾濫を繰り返した川の名は何
か。

Ａ　中ノ口川　　　Ｂ　早出川　　　Ｃ　新
井郷川　　　Ｄ　能代川

問50
1768（明和５）年に新潟町で起きた新潟明和
事件で、1928（昭和３）年に「明和義人顕彰
之碑」が建てられたのはどこか。

Ａ　護国神社　　　　　　Ｂ　白山公園
Ｃ　日和山住吉神社　　　Ｄ　新潟大神
宮

問51

西蒲区角田浜にある角田岬灯台は、灯火の
海面からの高さ約50メートル、光の強さ25万
カンデラだが、この光が届く距離は、およそ
どのくらいか。

Ａ　15キロメートル　　　Ｂ　25キロメート
ル
Ｃ　35キロメートル　　　Ｄ　50キロメート
ル

問52

明治維新後の1869（明治２）年、70年、71年
と、新潟にもキリスト教伝道のため、牧師や
神父が次々にやってきて住み着き、布教を
始めた。最初に訪れたのはどの宗派か。

Ａ　プロテスタント　　　Ｂ　ギリシャ正教
Ｃ　カトリック　　　　　Ｄ　イギリス国教

問53

1931（昭和６）年、ＪＯＱＫ新潟放送局がラジ
オ放送を開始した。高さ55メートルもあった２
本のアンテナ塔は、戦後もしばらくの間、旧
新潟市のどこからも見ることが出来た。どこ
にあったか。

Ａ　中央区の関屋金鉢山　　　Ｂ　中央
区の日和山
Ｃ　中央区旭町の高台　　　　Ｄ　西区の
小針十字路付近

問54

1972（昭和47）年に完成した関屋分水路は、
治水目的以外にもさまざまな効果をもたらし
た。次のうちで、関屋分水路の効果でないも
のはどれか。

Ａ　新潟西海岸の決壊防止
Ｂ　新潟市の地盤沈下の防止
Ｃ　亀田郷、白根郷などの排水能力の
向上
Ｄ　新潟港の土砂堆積の減少

問55

国産洋式蒸気船第１号の「新潟丸」は、1871
（明治４）年に外国人造船技師を佐渡の夷港
に招いて、建造に着手し、翌年完成した。技
師はどこの国から来たか。

Ａ　イギリス　　　Ｂ　オランダ　　　Ｃ　ア
メリカ　　　Ｄ　ロシア

問56
1899（明治32）年、学校教育に水泳が取り入
れられ、新潟小学校の男子児童を対象に水
泳指導が行われた。その場所はどこか。

Ａ　寄居浜　　　Ｂ　異人池　　　Ｃ　一番
堀　　　Ｄ　信濃川

問57

新潟市のある料亭は、自由民権家の政談、
密談にも利用された。1881（明治14）年10
月、板垣退助らを迎えてここに集結していた
とき、「国会開設の詔勅下る」の電報が届い
た。この料亭の名前は何か。

Ａ　行形亭　　　Ｂ　大橋屋　　　Ｃ　生粋
Ｄ　鍋茶屋

問58
1908（明治41）年、新潟鉄工所が製造した鋼
製タンク帆船が、日本初の石油タンカーと言
われている。その船の名前は何か。

Ａ　虎丸　　　Ｂ　寶國丸　　　Ｃ　古城丸
Ｄ　北進丸

問59

1881（明治14）年にオープンしたイタリア軒
は、長い歴史の中で１度名前を変えたことが
ある。戦争で外国語名を自粛した1944（昭和
19）年から1947年までの名前は何だったか。

Ａ　牛鍋亭　　　Ｂ　日本海会館　　　Ｃ
新潟鹿鳴館　　　Ｄ　西堀軒

問60

1874（明治７）年、信濃川の新潟－長岡間に
初めて就航した川蒸気船の魁丸は、それま
での和船が、上りの場合は人力で綱を引い
ていたため、４、５日かかっていた所要時間
を劇的に短縮した。どれぐらいに縮めたの
か。

Ａ　約36時間　　　Ｂ　約24時間　　　Ｃ
約11時間　　　Ｄ　約５時間
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問題番号 問題 解答

問61

1917（大正６）年に産油量日本一を記録した
新津油田は、その後産油量が減少したもの
の採掘は続いた。終了したのはいつか。

Ａ　1945（昭和20）年　　　Ｂ　1973（昭和
48）年
Ｃ　1996（平成８）年　　　Ｄ　2006（平成
18）年

問62

社団法人「日本の松の緑を守る会」が1987
（昭和62）年に選定した「日本の白砂青松百
選」に選ばれた場所が市内にある。それはど
こか。

Ａ　間瀬海岸　　　　　　　　Ｂ　角田浜
Ｃ　護国神社周辺の海岸　　　Ｄ　太夫
浜

問63
小須戸地区を日本一のボケの産地にしたの
は、冬の農閑期に出来る接ぎ木技術の確立
だった。確立した人はだれか。

Ａ　田中吉平　　　Ｂ　和田文義　　　Ｃ
加藤政明　　　Ｄ　鶴巻清二郎

問64
1946（昭和21）年の総選挙で当選し、この時
初めて誕生した女性代議士の１人となった
中央区出身の政治家はだれか。

Ａ　野村ミス　　　Ｂ　寺島愛　　　Ｃ　坂
井ヨシ　　　Ｄ　村島喜代

問65

新潟大脳研究施設（現在の脳研究所）の施
設長だった中田瑞穂は、高浜虚子に師事し
た俳人としても知られていた。脳研究所前に
句碑のある彼の句は、次のうちのどれか。

Ａ　「旅と旅つなぐ春眠ありにけり」
Ｂ　「方丈の大庇より春の蝶」
Ｃ　「学問の静かに雪の降るは好き」
Ｄ　「風花や神の弥彦は晴れてみゆ」

問66
西蒲区中之口で育った漢学者で、「新修漢
和大字典」を編纂し、学習院大教授や大東
文化学院学長を務めたのはだれか。

Ａ　小柳司氣太　　　Ｂ　建部遯吾　　　Ｃ
吉田東伍　　　Ｄ　諸橋轍次

問67

40年の生涯に書いた詩が21編しかないのに
評価が高く、2007（平成19）年11月には、出
身地の新潟市で「生誕百年祭」が催された詩
人はだれか。

Ａ　大関松三郎　　　Ｂ　市島三千雄
Ｃ　牛腸茂雄　　　Ｄ　矢沢宰

問68

北区太郎代の出身で、明治時代に函館へ渡
り、日露戦争時に樺太漁業を手掛けて巨万
の富を築き、郷里のために砂丘を切り崩した
道路を造ったのはだれか。

Ａ　松田伝十郎　　　　Ｂ　大橋一蔵
Ｃ　関矢孫左衛門　　　Ｄ　小熊幸一郎

問69
中央区のＮＥＸＴ21横の歩道には、「柳あり
橋あり　杖のとめどころ」の句碑がある。だれ
の句か。

Ａ　巖谷小波　　　Ｂ　与謝野鉄幹
Ｃ　太田木甫　　　Ｄ　須藤鮭川

問70

1937（昭和12）年、新潟市に２つの百貨店が
オープンした。１つは、現在の新潟三越と同
じ場所の「小林」。もう１つ、現在の大和新潟
店と同じ場所に開店した百貨店の名前は何
か。

Ａ　丸善　　　Ｂ　万代　　　Ｃ　越後屋
Ｄ　古町

問71

新潟の街に時刻を知らせる「時報」は、江戸
時代に柾谷小路で始まり、海岸の砂丘、萬
代橋下流左岸の報時塔へと場所を変え、そ
の度に音を出す方法も変えている。次のう
ち、どの順に変わったか。

Ａ　太鼓→鐘→砲声　　　　　Ｂ　鐘→太
鼓→サイレン
Ｃ　鐘→砲声→サイレン　　　Ｄ　鐘→太
鼓→砲声

問72

新潟海岸の砂防の歴史は江戸時代に始ま
る。元文年間（1736－41年）のころ、町役人・
牛腸金七が砂よけのため簀建てを行い、あ
る植物を植えたのが最初といわれる。その
植物は何か。

Ａ　月見草　　　Ｂ　グミ　　　Ｃ　アカシヤ
Ｄ　松

問73

市内各地に定期露店市がたつが、次のうち
１番古いといわれる市場はどれか。

Ａ　本町市場（中央区）　　　Ｂ　白根定
期市場（南区）
Ｃ　新津市場（秋葉区）　　　Ｄ　白山市
場（中央区）

問74

一時は全国一の産油量を誇った秋葉区の石
油産出地域で、昭和初期までの130年もの
間、住民の飲み水として「命の水」といわれ
た名水はどれか。

Ａ　桜清水　　　Ｂ　弘法清水　　　Ｃ　へ
そ清水　　　Ｄ　幸清水

問75
1892（明治25）年当時の新潟市職種別職人
数の統計で、最も人数が多かった職人は、
次のうちのどれか。

Ａ　建具　　　Ｂ　鍛冶　　　Ｃ　塗り物
Ｄ　大工

5



問題番号 問題 解答

問76

新潟市は明治中期以降、西洋文明の流入で
急速に近代化が進んだ。整備された年代順
にライフラインを並べると、正しいのは次のう
ちどれか。

Ａ　電灯－電話－水道－ガス　　　Ｂ　水
道－電灯－ガス－電話
Ｃ　電灯－水道－電話－ガス　　　Ｄ　水
道－ガス－電灯－電話

問77

1964（昭和39）年の第19回国民体育大会春
季大会をあらゆる点で成功させようと、新潟
市は「愛市運動推進計画」を発表した。次の
うちで、その運動に含まれていないのはどれ
か。

Ａ　交通安全憲章を守る運動　　　　　Ｂ
明るい住みよい町づくり運動
Ｃ　おもてなしの心を育てる運動　　　Ｄ
親切と感謝の運動

問78

信濃川右岸の堤防が200メートル余にわたっ
て決壊し、亀田郷など8,000ヘクタールが濁
流にのまれた1917（大正６）年の大水害は何
と呼ばれているか。

Ａ　横田切れ　　　Ｂ　木津切れ　　　Ｃ
亀田切れ　　　Ｄ　曽川切れ

問79

1897（明治30）年に鉄道が開業する直前、沼
垂駅を起点とすることに反対し、機関庫と鉄
橋を爆破する事件が起きた。首謀者として下
獄したのに、後に新潟市長となったのはだれ
か。

Ａ　内山愚童　　　　　　Ｂ　大竹貫一
Ｃ　岩船屋佐次兵衛　　　Ｄ　桜井市作

問80

新潟地震（1964年）の震災復興記念として全
国から寄せられた見舞金３億円を元に総工
事費11億円を投じて造られた施設は、次の
うちのどれか。

Ａ　新潟県立図書館　　　　Ｂ　新潟県民
会館
Ｃ　新潟市体育館　　　　　Ｄ　新潟市音
楽文化会館

問81

1965（昭和40）年、新潟市で女性が誘拐さ
れ、遺体で見つかった。当時、評判になった
映画をまねた手口が耳目を集めたが、その
映画の題名は何か。

Ａ　「金環食」　　　　　Ｂ　「悪い奴ほどよ
く眠る」
Ｃ　「天国と地獄」　　　Ｄ　「野獣死すべ
し」

問82

1836（天保７）年と1840（天保11）年の２度、
新潟湊を舞台にした抜け荷（唐物の密貿易）
事件が発覚した。１度目の事件は遭難船に
積まれていた禁制品を不正に取り引きしたこ
とが分かったのだが、何藩の船だったか。

Ａ　長州　　　Ｂ　薩摩　　　Ｃ　土佐
Ｄ　加賀

問83

新潟市（旧県庁前）と燕市を結んだ新潟交通
電車線は、1933（昭和８）年に中ノ口電気鉄
道の手で全通した。建設された最も大きな理
由は、次のうちのどれか。

Ａ　中ノ口川の川蒸気船が排出する煙
が煤煙公害をもたらした
Ｂ　新潟市の都市化が進み、川蒸気船
だけでは通勤客を運びきれなくなった
Ｃ　発電所の建設ラッシュで大幅に増え
た余剰電力を有効活用した
Ｄ　大河津分水の通水で中ノ口川の水
位が低下し、川蒸気船の運航が困難に
なった

問84

1945（昭和20）年８月10日、米軍の艦載機16
機が新潟市を空襲。新潟港に停泊していた
佐渡連絡船や軍用船のほか、古町通10番
町などの市内各所を銃爆撃し、判明している
だけで47人が死亡した。新潟市は1998（平
成10）年に平和祈念碑を建設し、以後、毎年
同日に慰霊の献花式を行っている。碑はど
こにあるか。

Ａ　水戸教公園　　　Ｂ　西大畑公園
Ｃ　白山公園　　　　Ｄ　護国神社境内

問85

1689（元禄２）年夏に、「奥の細道」の旅で新
潟を訪れた芭蕉と曽良が、宿を断られて困っ
ていたら、大工源七と母が見かねて泊めた。
この話に感動した新潟の文人が1966（昭和
41）年、護国神社近くに私財を投じて「芭蕉
堂降雨庵」を建て、「海に降る雨や恋しきうき
身宿」の句を刻んだ。この文人とはだれか。

Ａ　安藤文平　　　Ｂ　吉原芳仙　　Ｃ　こ
しの千涯　　　Ｄ　富川潤一
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問86

中央区旭町通１番町と２番町の間にあり、新
潟大医学部へ通じる坂は、ワルツ坂と通称
される。なぜ、そう呼ばれるのか。

Ａ　近くの新潟師範学校から、ワルツの
調べが聞こえた
Ｂ　女学生たちがワルツを合唱する練習
場にした
Ｃ　傾斜が緩やかで、各段の奥行きが
広いため、２歩歩いて１段上下して、ワ
ルツの３拍子で上り下りした
Ｄ　広い踊り場でワルツのステップが踏
める

問87～88

新潟奉行として着任した（87）は、冬の季節
風による飛砂災害を防ぐため、新潟海岸に２
万6,000本の黒松を植えさせ、町火消し組織
「新潟火消し人足番組」を編成して「火の元
掟十三カ条」を定めた。また、「蜑の手振り」
という（88）をつくらせた。

（87）　Ａ　楠本正隆　 　Ｂ　堀直寄　　 
Ｃ　川村修就　 　Ｄ　牧野忠雅
（88）　Ａ　盆踊り　　Ｂ　商いの法度　　Ｃ
風俗絵巻物　　Ｄ　新しい漁法

問89～90

安政の条約による新潟開港後に、新潟に直
接、領事館を開設したのはアメリカ、ドイツ、
イギリス、オランダの４カ国だった。開港直
後、最も早く（89）に開設したのは（90）であっ
た。

（89）　Ａ　慈光寺　　　Ｂ　瑞光寺　　　Ｃ
宗現寺　　　Ｄ　勝楽寺
（90）　Ａ　アメリカ　 　Ｂ　ドイツ　 　Ｃ
イギリス 　　Ｄ　オランダ

問91～93

３代目萬代橋は当初、鉄筋コンクリート打ち
放しの設計だったが、側面におよそ9,000個
の茨城県真壁産の（91）を使って化粧張りさ
れた。ほぼ同時期に建てられた旧新潟県庁
舎の総事業費は、約162万円だったのに対
し、萬代橋の建設費は約（92）だった。また、
橋の照明灯上部には、（93）ために金属のリ
ングが取り付けられた。

（91）　Ａ　砂岩　　　Ｂ　大理石　　　Ｃ
凝灰岩　　　Ｄ　御影石
（92）　Ａ　80万円　　　Ｂ　180万円
Ｃ　240万円　　　Ｄ　333万円
（93）　Ａ　通信用のアンテナに使う
Ｂ　新潟まつりの飾りを下げる
　　　Ｃ　修理用のはしごを掛ける　　　Ｄ
路面電車の架線を張る

問94～96

新潟市出身の作家・坂口安吾は、東京豊山
中学を卒業して（94）に入る前の１年間、小
学校教師の職に就き、後にその体験を基に
した小説（95）を書いた。戦後、「堕落論」で
一躍流行作家になった安吾は、その後多く
の推理小説も発表し、1949（昭和24）年、
（96）によって第２回探偵作家クラブ賞（現在
の日本推理作家協会賞）を受賞した。

（94）　Ａ　中央大　　　Ｂ　駒沢大　　　Ｃ
東洋大　　　Ｄ　立正大
（95）　Ａ　「風博士」　　　　Ｂ　「風と光と
二十の私と」
　　　Ｃ　「石の思ひ」　　　Ｄ　「吹雪物
語」
（96）　Ａ　「復員殺人事件」　　　Ｂ　「南
京虫殺人事件」
　　　Ｃ　「投手殺人事件」　　　Ｄ　「不連
続殺人事件」

問97～98

西蒲区中之口地区出身の第36代横綱・羽黒
山は、序の口から十両までの各段で優勝
し、（97）場所目で入幕した。場所数が少な
かった戦後の混乱期に最盛期を迎えたた
め、幕内の優勝は（98）回と決して多くはない
が、４場所連続優勝、全勝優勝４回、連勝記
録32など、立派な記録を残した。

（97）　Ａ　４　　　Ｂ　５　　　Ｃ　６　　　Ｄ
７
（98）　Ａ　９　　　Ｂ　８　　　Ｃ　７　　　Ｄ
６

問99～100

歌人・山田花作（本名・穀城）の中央区（99）
にある「柳散る　秋の西堀東堀　さびしきころ
よ　恋のみなとも」の歌碑には、（100）が描い
た花作の似顔絵が添えられている。

（99）  Ａ　白山公園　　　　Ｂ　ＮＥＸＴ21
横
　　　Ｃ　西大畑公園　　　Ｄ　イタリア軒
前
（100）Ａ　若山牧水　 　Ｂ　野口雨情
Ｃ　相馬御風　　 Ｄ　北原白秋
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