
第３回 新潟市観光・文化検定＜３級＞
問題
番号

問題 解答

問１

像を回すと願いがかなうといわれる「願懸け高麗
犬」のある神社はどこか。

Ａ　湊稲荷神社　　　Ｂ　白山神
社
Ｃ　蒲原神社　　　　Ｄ　金刀比
羅神社

問２
第３回安吾賞の受賞者はだれか。 Ａ　野田秀樹　　　　Ｂ　野口健

Ｃ　瀬戸内寂聴　　　Ｄ　新井満

問３
新潟市が境界を接している市町村の数はいくつ
か。

Ａ　８　　　Ｂ　９　　　Ｃ　10
Ｄ　11

問４
西蒲区の岩室温泉は、別名を何というか。 Ａ　だいろの湯　　　Ｂ　霊雁の

湯　　　Ｃ　甚句温泉　　　Ｄ　蒲
原の湯

問５
新潟市内で１番高い山は何か。 Ａ　弥彦山　　　Ｂ　多宝山

Ｃ　角田山　　　Ｄ　菩提寺山

問６

岩室甚句に歌われている代官所の名前は何か。 Ａ　曽根代官所　　　Ｂ　真田代
官所
Ｃ　水原代官所　　　Ｄ　新田代
官所

問７
信濃川に架かる次の橋のうち、１番古い橋はどれ
か。

Ａ　昭和大橋　　　Ｂ　八千代橋
Ｃ　千歳大橋　　　Ｄ　柳都大橋

問８

郷土料理「いとこ煮」の材料は何か。 Ａ　レンコンと小豆　　　Ｂ　サツ
マイモと里芋
Ｃ　大豆と昆布　　　　　Ｄ　長芋
とゆり根

問９
新潟市内で１番大きな湖沼はどこか。 Ａ　鳥屋野潟　　　Ｂ　佐潟

Ｃ　福島潟　　　Ｄ　上堰潟

問10
橋詰に火焔土器をデザインした彫刻が設置されて
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11
中央区には市民によって名付けられた、さまざまな
愛称の坂がある。実際にはない坂はどれか。

Ａ　ワルツ坂　　　Ｂ　どっぺり坂
Ｃ　乙女坂　　　Ｄ　面影坂

問12

甘エビともいわれる冬の日本海を代表する味覚は
何か。

Ａ　ボタンエビ　　　Ｂ　サクラエ
ビ
Ｃ　クルマエビ　　　Ｄ　ナンバン
エビ

問13
明治時代から新津周辺の石油採掘事業に取り組
み石油王といわれたのはだれか。

Ａ　大倉喜八郎　　　Ｂ　中野貫
一　　　Ｃ　敦井榮吉　　　Ｄ　和
田閑吉

問14

高さ約4.5メートル、重さ約800キロの岩をかたどっ
た大岩万燈を担ぎ、威勢よくぶつけ合うまつりはど
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15

複合一体型コンベンション施設朱鷺メッセにある万
代島ビルは市内で１番高い。何メートルあるか。

Ａ　80.5メートル　　　 Ｂ　115
メートル
Ｃ　140.5メートル　　　Ｄ　160
メートル

問16
平成の大合併で広がった新潟市は、総面積何平
方キロメートルになったか。

Ａ　532.8　　　Ｂ　726.1　　　Ｃ
855.1　　　Ｄ　972.6

問17
味方地区出身の医学者・平澤興が総長を務めた大
学はどこか。

Ａ　東京大学　　　Ｂ　京都大学
Ｃ　早稲田大学　　　Ｄ　日本大
学

問18
江戸時代に人気のあった伝統芸能の角兵衛獅子
を、現在も受け継いでいるのはどの地区か。

Ａ　味方地区　　　Ｂ　黒埼地区
Ｃ　月潟地区　　　Ｄ　中之口地
区
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問題
番号

問題 解答

問19

晩生の食用菊の品種で、赤紫色の花を咲かせる
菊の名前は何か。

Ａ　にじのつかさ　　　Ｂ　むすめ
ざかり
Ｃ　しまにしき　　　　Ｄ　かきの
もと

問20

国の重要文化財に指定された子育延命地蔵尊で
知られる茂林寺はどの地区にあるか。

Ａ　中之口地区　　　Ｂ　味方地
区
Ｃ　豊栄地区　　　　Ｄ　小須戸
地区

問21
戊辰戦争に敗れて窮乏する長岡藩に見舞いとして
「米百俵」を贈った三根山藩があった地区はどこ
か。

Ａ　小須戸地区　　　Ｂ　巻地区
Ｃ　横越地区　　　Ｄ　西川地区

問22
中之口地区出身の実業家である大川博が、実際
に手掛けることがなかった事業は何か。

Ａ　鉄道　　　Ｂ　銀行　　　Ｃ　プ
ロ野球　　　Ｄ　映画

問23
江戸時代から伊藤家が世襲していた「水戸教」とは
何のことか。

Ａ　宗教団体　　　Ｂ　学校（塾）
Ｃ　水先案内　　　Ｄ　無尽講

問24

佐潟は国際条約により、水鳥の生息地として保全
が必要と認定された。この条約の名前は何か。

Ａ　ラムサール条約　　　Ｂ　ワ
シントン条約
Ｃ　バーゼル条約　　　　Ｄ　世
界遺産条約

問25
「鳥屋野の逆竹」は、親鸞聖人ゆかりの越後七不
思議の１つとして有名だが、新潟市内にはほかに
もある。次のうちどれか。

Ａ　片葉の葦　　　Ｂ　八房の梅
Ｃ　数珠掛桜　　　Ｄ　焼鮒

問26

新潟と両津を結ぶ大型カーフェリー船は、現在、２
隻が就航している。１隻は「おけさ丸」という名前だ
が、もう１隻の名前は何か。

Ａ　「ゆめじ丸」　　　　Ｂ　「こさど
丸」
Ｃ　「おおさど丸」　　　Ｄ　「こが
ね丸」

問27
江南区横越を中心に栽培され、雪に覆われた畑か
ら１つずつ掘り出して収穫する「雪下カンラン」と
は、次のうちのどれか。

Ａ　ハクサイ　　　Ｂ　ニンジン
Ｃ　キャベツ　　　Ｄ　サツマイモ

問28

阿賀野川に架かる横雲橋の命名のいわれは何
か。

Ａ　江南区横越地区の地名
Ｂ　雲がたなびく様子
Ｃ　大栄寺の高僧の名
Ｄ　設計者名

問29
五穀豊穣を願って周辺地域の信仰を集めてきた中
央区長嶺町の蒲原神社のまたの名は、次のどれ
か。

Ａ　一粒さま　　　Ｂ　六郎さま
Ｃ　三作さま　　　Ｄ　稲蔵さま

問30
次の国のうち、新潟空港から定期の国際便が飛ん
でいない国はどこか。

Ａ　アメリカ　　　Ｂ　ロシア
Ｃ　シンガポール　　　Ｄ　中国

問31
中央区にある旧日本銀行支店長役宅で、現在、美
術展やコンサートなど文化事業に使われている純
和風木造建築は、何と呼ばれているか。

Ａ　砂丘館　　　Ｂ　はまなす館
Ｃ　異人館　　　Ｄ　歴史文化館

問32

磐越西線を走るＳＬ（ばんえつ物語号）の「Ｃ57－
180」が、運行前に保存されていた場所はどこか。

Ａ　新津機関区　　　Ｂ　新津第
一小学校
Ｃ　秋葉公園　　　　Ｄ　堀出神
社

問33
1874（明治７）年、信濃川を行き来する蒸気船が初
めて登場し、川蒸気と呼ばれた。河口の新潟とどこ
までを結んでいたか。

Ａ　白根　　　Ｂ　月潟　　　Ｃ　三
条　　　Ｄ　長岡

問34

初代萬代橋が架かっていた場所は、現在の橋の位
置とは異なる。信濃川左岸のその場所には今、「初
代萬代橋の橋跡」の石碑が設置されているが、そ
れはどこか。

Ａ　現在の柳都大橋の近く
Ｂ　現在の橋の約30メートル下
流
Ｃ　現在の橋の約30メートル上
流　　　Ｄ　現在の八千代橋の
近く

問35
祭りの露店などで売られる新潟名物「ぽっぽ焼き」
の主材料は何か。

Ａ　米粉　　　Ｂ　そば粉　　　Ｃ
小麦粉　　　Ｄ　豆粉
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問題
番号

問題 解答

問36
歌謡曲の作詞家や作曲者にも、県出身者や関係
者は数多い。次に挙げる人のうち、新潟市にゆか
りのある人はだれか。

Ａ　倉若晴生　　　Ｂ　たかたか
し　　　Ｃ　春川一夫　　　Ｄ　遠
藤実

問37
新潟市は北緯37度40分45秒から37度59分36秒に
位置するが、次の中で１番近い緯度にある都市は
どこか。

Ａ　西安　　　Ｂ　ナポリ　　　Ｃ
ロサンゼルス　　　Ｄ　リスボン

問38

村上藩の大庄屋として８カ村を支配し隆盛を誇った
役宅跡が、国の重要文化財に指定されている味方
地区の史跡は何か。

Ａ　旧目黒家住宅　　　Ｂ　若林
家住宅
Ｃ　旧笹川家住宅　　　Ｄ　渡辺
家住宅

問39

中央区西船見町の護国神社境内に、北原白秋が
作詞した童謡「砂山」の歌碑がある。作曲者は２人
いるが、中山晋平ともう１人はだれか。

Ａ　大和田愛羅　　　Ｂ　小山作
之助
Ｃ　弘田龍太郎　　　Ｄ　山田耕
筰

問40
国の伝統的工芸品に指定された新潟漆器の５種類
の技法に含まれないのはどれか。

Ａ　竹塗　　　Ｂ　磯草塗　　　Ｃ
石目塗　　　Ｄ　紋紗塗

問41
武田信玄の家臣・澤将監は、武田氏滅亡後に越後
へ来住し、開墾に当たった。大庄屋だった澤家の
屋敷を復元した澤将監の館がある地区はどこか。

Ａ　横越地区　　　Ｂ　中之口地
区　　　Ｃ　西川地区　　　Ｄ　月
潟地区

問42
次の県人研究者のうち、チューリップと雪椿の研究
で知られ、「花博士」と呼ばれたのはだれか。

Ａ　坂口謹一郎　　　Ｂ　馬場金
太郎　　　Ｃ　諸橋轍次　　　Ｄ
萩屋薫

問43

地獄極楽小路は、旧新潟刑務所を地獄にたとえて
いるが、極楽にたとえられているのは何か。

Ａ　紫雲山極楽寺　　　Ｂ　旧新
潟医専
Ｃ　料亭行形亭　　　　Ｄ　廻船
問屋岩船屋

問44
平成の大合併で、新潟市と合併しなかった近隣市
町村は次のうちどこか。

Ａ　岩室村　　　Ｂ　月潟村
Ｃ　聖籠町　　　Ｄ　小須戸町

問45

中央区中心街のメーンストリート・柾谷小路の名前
の由来は、次のうちのどれか。

Ａ　寺の名前から
Ｂ　洋館の名前から
Ｃ　柾屋という商人の名前から
Ｄ　埋めた堀の名前から

問46

2009（平成21）年１月、新潟市が姉妹都市提携に調
印した都市はどこか。

Ａ　ガルベストン市　　　Ｂ　ビロ
ビジャン市
Ｃ　ナント市　　　　　　Ｄ　ウラジ
オストク市

問47

旧制新潟高校の寮から繁華街へ通じる途中にあ
り、一説ではこの坂を頻繁に下って遊びすぎると落
第するといわれた坂の名前は何か。

Ａ　乙女坂　　　　　　Ｂ　ワルツ
坂
Ｃ　しょうこん坂　　　Ｄ　どっぺり
坂

問48
新潟市が海外に初めて開設した事務所はどこにあ
るか。

Ａ　大連　　　Ｂ　北京　　　Ｃ　ソ
ウル　　　Ｄ　ハバロフスク

問49
新潟市で日本海に注ぎ、新潟、長野両県を流れる
全長367キロメートルの信濃川の源流はどこか。

Ａ　浅間山　　　Ｂ　甲武信ケ岳
Ｃ　八ケ岳　　　Ｄ　穂高岳

問50
2002（平成14）年５月、信濃川河口の「新潟みなとト
ンネル」と同時開通した橋の名前は何か。

Ａ　昭和大橋　　　Ｂ　八千代橋
Ｃ　千歳大橋　　　Ｄ　柳都大橋

問51

新潟空港の滑走路は２本あるが、長い方の滑走路
の長さは何メートルか。

Ａ　1,500メートル　　　Ｂ　2,000
メートル
Ｃ　2,500メートル　　　Ｄ　3,000
メートル

問52
現在の萬代橋の特徴の１つはアーチ形式だが、こ
のアーチは何連か。

Ａ　４連　　　Ｂ　６連　　　Ｃ　８連
Ｄ　10連

問53
1924（大正13）年、高浜虚子が二代目萬代橋を
渡って詠んだ俳句の歩数はいくつか。

Ａ　1,270　　　Ｂ　1,530　　　Ｃ
2,140　　　Ｄ　3,160
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問題
番号

問題 解答

問54
「幕末の三筆」に数えられ、その書体が今も将棋の
駒に使われている新潟市出身の書家はだれか。

Ａ　館柳湾　　　Ｂ　亀田鵬斎
Ｃ　巻菱湖　　　Ｄ　竹内式部

問55
本堂が国の重要文化財に指定され、僧の修行の
場として知られた種月寺がある地区はどこか。

Ａ　岩室地区　　　Ｂ　巻地区
Ｃ　西川地区　　　Ｄ　潟東地区

問56
新潟市の家庭で正月などにつくられる代表的な郷
土料理は何か。

Ａ　けんちん汁　　　Ｂ　にたて餅
Ｃ　押し寿司　　　Ｄ　のっぺ

問57
画家で詩人の蕗谷虹児が作詞した「花嫁人形」の
歌碑が新潟市内にある。その場所はどこか。

Ａ　西大畑公園　　　Ｂ　白山公
園　　　Ｃ　イタリア軒横　　　Ｄ
寄居浜

問58

1883（明治16）年完成の新潟県政記念館（新潟県
議会旧議事堂）の設計者はだれか。

Ａ　田中泰阿弥　　　Ｂ　辰野金
吾
Ｃ　星野総四郎　　　Ｄ　岡田時
太郎

問59

初代萬代橋は、新潟日日新聞社長の内山信太郎
が立案し、ある個人が私財を投じて架けた。その人
はだれか。

Ａ　弦巻七十郎　　　Ｂ　八木朋
直
Ｃ　竹内隆三郎　　　Ｄ　本間辰
五郎

問60
明治時代から栽培され、雪をかぶると甘みをます
新潟市の女池菜は何の仲間か。

Ａ　野沢菜　　　Ｂ　小松菜
Ｃ　高菜　　　Ｄ　水菜

問61
西区の新潟ふるさと村近くの信濃川に、高速道路
の斜張橋が架かっている。橋の名前は何か。

Ａ　大野大橋　　　Ｂ　信濃川大
橋　　　Ｃ　ときめき橋　　　Ｄ　虹
の橋

問62

東北電力ビッグスワンスタジアムの収容人員は、
およそ何人か。

Ａ　１万8,000人　　　Ｂ　２万
6,000人
Ｃ　３万4,000人　　　Ｄ　４万
2,000人

問63

画家の井上文昌によって描かれた新潟湊の御城
米積み込み風景の「大船絵馬」が、拝殿に掲げら
れている神社はどこか。

Ａ　日和山住吉神社　　　Ｂ　白
山神社
Ｃ　蒲原神社　　　　　　Ｄ　金刀
比羅神社

問64
信濃川と関屋分水によって新潟平野と切り離され
た「新潟島」は、数多くの橋でつながっている。次の
うち、「新潟島」とつながっていない橋はどれか。

Ａ　柳都大橋　　　Ｂ　本川大橋
Ｃ　千歳大橋　　　Ｄ　信濃川大
橋

問65
ＮＨＫの大河ドラマ「天地人」の主人公・直江兼続の
弟・小国（後に大国と改姓）実頼の居城跡が新潟市
内にある。何という城か。

Ａ　葛塚城　　　　Ｂ　黒滝城
Ｃ　天神山城　　　Ｄ　白山城

問66

新潟市出身の歌手・小林幸子のデビュー曲は、次
のうちどれか。

Ａ　「おもいで酒」　　　Ｂ　「とまり
木」
Ｃ　「雪椿」　　　　　　Ｄ　「ウソツ
キ鴎」

問67

新潟市出身で「うる星やつら」などの作品で知られ
る漫画家はだれか。

Ａ　高野文子　　　　Ｂ　近藤よう
こ
Ｃ　魚喃キリコ　　　Ｄ　高橋留
美子

問68
農林水産省の「農村景観百選」の１つに選定されて
いる夏井のはざ木はどこの地区にあるか。

Ａ　新津地区　　　Ｂ　中之口地
区　　　Ｃ　潟東地区　　　Ｄ　岩
室地区

問69
アルビレックス新潟の名前の由来となったアルビレ
オという星は、何座にあるか。

Ａ　オリオン座　　　Ｂ　さそり座
Ｃ　ふたご座　　　　Ｄ　はくちょう
座

問70
信濃川は全国一の長さだが、阿賀野川は全国何
番目か。

Ａ　３番目　　　Ｂ　６番目　　　Ｃ
８番目　　　Ｄ　10番目

問71
日本の映画界に名を残している次の県出身者のう
ち、新潟市の出身はだれか。

Ａ　水島あやめ　　　Ｂ　川田芳
子　　　Ｃ　関川秀雄　　　Ｄ　近
衛十四郎
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問題
番号

問題 解答

問72

次に挙げる市内のイベントのうち、年末から年始に
かけて行われるのはどれか。

Ａ　にいがた総おどり祭
Ｂ　阿賀野川ござれや花火
Ｃ　ＮＩＩＧＡＴＡ光のページェント
Ｄ　新津花ふるフェスタ

問73

江戸時代に誕生した大道見世物で、新潟市西蒲区
巻に今も保存されている有形民俗文化財は何か。

Ａ　のぞきからくり　　　Ｂ　からく
り人形芝居
Ｃ　からくり灯籠　　　　Ｄ　からく
り的

問74

中央区西堀通のレストラン「イタリア軒」（現ホテル）
を開業したイタリア人はだれか。

Ａ　ジャン・ポール・ヴィダール
Ｂ　ピエトロ・ミリオーレ
Ｃ　エバ・リンドー
Ｄ　Ｓ・Ｒ・ブラウン

問75

1878（明治11）年７月、イギリスの女性旅行家、イザ
ベラ・バードが津川から阿賀野川を下って新潟の街
に着いた。彼女の旅行記の名前は何か。

Ａ　「日本　その日々」　　　Ｂ
「緑多き国　日本」
Ｃ　「日本での六ケ月」　　　Ｄ
「日本奥地紀行」

問76

初代新潟奉行川村修就の像が市内にある。どこに
あるか。

Ａ　白山公園　　　　Ｂ　新潟駅
構内
Ｃ　西海岸公園　　　Ｄ　新潟大
神宮

問77
新潟交通電車線は1999（平成11）年に廃止された
が、旧駅舎がそのまま残され、ラッセル車など３両
が展示されているのはどこか。

Ａ　白根　　　Ｂ　味方　　　Ｃ　月
潟　　　Ｄ　燕

問78
新潟市の園芸銘産品（現新潟市食と花の銘産品）
第１号に指定された「白の貴婦人・ホワイト阿賀」は
何の花か。

Ａ　ボタン　　　Ｂ　チューリップ
Ｃ　スイセン　　Ｄ　テッポウユリ

問79
平成の大合併を機に、新たに制定された新潟市の
木は何か。

Ａ　雪椿　　　Ｂ　柳　　　Ｃ　松
Ｄ　桜

問80
1873（明治６）年に開園した白山公園は、池、築
山、花木を配した回遊式庭園である。どこの国の様
式を取り入れたか。

Ａ　オランダ　　　Ｂ　ロシア
Ｃ　中国　　　Ｄ　トルコ

問81
1889（明治22）年４月に市制・町村制が施行され、
関屋村古新田を合併して新潟市が誕生した。その
次、1914（大正３）年に合併したのはどことか。

Ａ　松ケ崎浜村　　　Ｂ　沼垂町
Ｃ　鳥屋野村　　　Ｄ　大形村

問82
江南区の亀田地区を発祥の地とし、新潟市食と花
の銘産品に指定されている梅の名前は、次のうち
のどれか。

Ａ　藤五郎梅　　Ｂ　福次郎梅
Ｃ　十郎梅　　　Ｄ　亀鶴梅

問83
開発されたばかりで、2006（平成18）年から仕込み
に使われている新品種の酒造好適米（酒米）の名
前は何か。

Ａ　五百万石　　　Ｂ　山田錦
Ｃ　越淡麗　　　Ｄ　きらら

問84

新潟市の護国神社近くの西海岸公園にある坂口
安吾の文学碑には、何と刻まれているか。

Ａ　ふるさとは語ることなし　　Ｂ
あちらこちら命がけ
Ｃ　花の下には風吹くばかり
Ｄ　風と光と二十の私と

問85
下越地方で知られる次の名水のうち、新潟市にあ
るのはどれか。

Ａ　どっぱら清水　　Ｂ　弘法清
水　　　Ｃ　大沢清水　　　Ｄ
どっこん水

問86
本県原産の「天の川」と高知県原産の「今村秋」を
交配して育成した大玉の品種「新高」が、南区を中
心に栽培されている。この果物は何か。

Ａ　ブドウ　　　Ｂ　イチゴ　　　Ｃ
ナシ　　　Ｄ　カキ

問87
新潟南高校出身の体操選手・加藤澤男が、オリン
ピック３大会で獲得した金、銀、銅各メダルの総数
はいくつか。

Ａ　14個　　　Ｂ　12個　　　Ｃ　10
個　　　Ｄ　８個
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問88

1994（平成６）年に「越後姫」と名付けられたのは、
次のうちのどれか。

Ａ　市土産品コンクールで賞を
受けた銘菓
Ｂ　西区から西蒲区にかけて栽
培されるスイカの新品種
Ｃ　県園芸試験場が育成したイ
チゴの新品種
Ｄ　南区を中心に栽培されてい
るナシの新品種

問89

新潟競馬場には日本一長い芝の直線コースがあ
る。名物コースの距離は何メートルか。

Ａ　600メートル　　　 Ｂ　800
メートル
Ｃ　1,000メートル　　　Ｄ　1,600
メートル

問90
江戸幕府が天保年間に新潟湊で摘発し、新潟町を
長岡藩領から幕府直轄地とするきっかけとなった
犯罪は何か。

Ａ　密貿易　　　Ｂ　密入国
Ｃ　人身売買　　　Ｄ　麻薬取り
引き

問91

1924（大正13）年、東京神田で「食堂」を開いて、後
にはレストラン、ホテルなどの「聚楽」チェーンを築
き、「食堂王」と呼ばれた南区出身の実業家はだれ
か。

Ａ　大川博　　　Ｂ　石山賢吉
Ｃ　樋口顕嗣　　　Ｄ　加藤清二
郎

問92
焼いて食べるとおいしく、大きいものでは30センチ
もある「やきなす」は、新潟市の銘産品だが、その
産地はどの地区か。

Ａ　亀田地区　　　Ｂ　巻地区
Ｃ　豊栄地区　　　Ｄ　新津地区

問93

御用金延納の嘆願を画策した涌井藤四郎の投獄
に反発する町民が、米問屋などを打ち壊し、涌井を
新潟町総代とする町政が２カ月間続いた。この事
件の名は何か。

Ａ　新潟明和事件　　　Ｂ　慶安
の変
Ｃ　越後騒動　　　　　Ｄ　天保の
改革

問94

安政の条約による新潟開港に伴い、開港場として
の施設整備や、開港場にふさわしい街並み整備が
進められた。次のうちで、最も早く出来たのはどれ
か。

Ａ　新潟郵便役所
 Ｂ　新潟裁判所
Ｃ　第四国立銀行（現第四銀
行）　　　Ｄ　新潟運上所（後の
新潟税関）

問95
南区や西蒲区など信濃川と中ノ口川の流域では、
巨峰などのブドウの生産が盛んだが、ハウスブドウ
の県内発祥の地はどこか。

Ａ　白根地区　　　Ｂ　中之口地
区　　　Ｃ　黒埼地区　　　Ｄ　味
方地区

問96

新潟市出身の吉田千秋は1915（大正４）年に雑誌
「音楽界」に自身が訳した英詩に作曲した「ひつじぐ
さ」を発表した。その後、旧制第三高等学校でこの
曲に新たな詩を付けて歌われた歌は何か。

Ａ　琵琶湖周航の歌　　　Ｂ　わ
れは海の子
Ｃ　浜辺の歌　　　　　　Ｄ　おぼ
ろ月夜

問97
西区にある的場遺跡から、大量の漁具が見つかっ
た。出土品の木簡に、都への貢ぎ物として贈られた
魚の名前が記されている。どんな魚か。

Ａ　タイ　　　Ｂ　ブリ　　　Ｃ　サ
ケ　　　Ｄ　スズキ

問98

新潟地震復興のためにチャリティーコンサートの収
益金を新潟市に寄付し、国際親善名誉市民の称号
を贈られたジャズミュージシャンはだれか。

Ａ　マイルス・デイビス　　　Ｂ
デューク・エリントン
Ｃ　ソニー・ロリンズ　　　　Ｄ　オ
スカー・ピーターソン

問99

国道８号（新潟バイパス）は全国有数の交通量で
知られる。平成17年度の道路交通センサス・一般
交通量調査で、中央区神道寺の平日昼間および
休日昼間12時間交通量では全国何位だったか。

Ａ　１位　　　Ｂ　２位　　　Ｃ　４位
Ｄ　５位

問100

大正時代にアメリカで起きた日本人移民排斥運動
を心配した親日家が、全米から集めた西洋人形を
日本の子どもたちに贈ってきた。日本からも返礼に
日本人形を贈ることになり、新潟からは昭和の初
め、嫁入り道具一式を添えた振りそで姿の人形が
贈られた。その人形に付けられた名前は何か。

Ａ　雪国花子　　　Ｂ　新潟雪子
Ｃ　越路吹雪　　　Ｄ　越路春江
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