
第４回　新潟市観光・文化検定試験　１級
問題
番号

問題 解答

問1 新潟市を起点とする国道８号の終点はどこか。 京都
※京都市、京都府も可

問2 ことしの10月、朱鷺メッセを会場に開催されることが
決まった国際会議は何か。

アジア太平洋経済協力（ＡＰＥＣ）新潟食料安全
保障担当大臣会合
※ＡＰＥＣ、ＡＰＥＣ農相会合なども正解

問3 1964（昭和39）年の新潟国体を前に、萬代橋の上流
に新たに架けられ、1962（昭和37）年に開通した橋の
名前は何か。

八千代橋

問4 第２次世界大戦中、東京から新潟市に疎開し、当時
の市立沼垂高校で学んだ女優はだれか。

岡田茉莉子

問5 西蒲区から西区海岸へ流れる新川は、江戸時代の
1818（文政元）年に西蒲原の低湿地にあった３つの潟
の水を日本海に排出するために工事を始め、1820
（文政３）年に通水した。「西蒲原三潟水抜き工事」と
呼ばれたが、田潟、大潟ともう１つの潟はどこか。

鎧潟

問6 ３代目萬代橋橋詰の壁面上部に、半円形のアーチが
連続した模様が見られる。イタリアの石工による意匠
が起源とされるこの装飾の名は何か。

ロンバルディア帯

問７ 1929（昭和４）年に、新潟新聞社が３代目萬代橋の完
成を記念して、北原白秋に作詞を依頼してつくった新
民謡は何か。

新潟小唄

問８ 明治維新の直前、バジリスク号で新潟港の調査に訪
れ、後に著書「一外交官の見た明治維新」の中で、新
潟の印象を書いたイギリス人はだれか。

アーネスト・サトウ

問９ 1948（昭和23）年に萬代橋西詰め近くの欄干が崩落
し、死者11人、負傷者29人を出す大事故となったこと
がある。それは何の行事のときか。

川開き、花火大会、新潟まつり
※いずれでも、また、新潟まつり花火大会のよう
な組み合わせでも可

問10 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。

天神山城

問11 「明暦の町割り」で長岡藩新潟町を、それまでの海岸
付近から白山神社下手に移転し、町並みの基礎を築
いた藩主はだれか。

堀直寄（なおより）※「竒」も可
牧野忠成

問12 西蒲区岩室地区にあり、村上市の耕雲寺、五泉市の
慈光寺、南魚沼市の雲洞庵とともに、曹洞宗の越後
４箇道場の１つとされ、本堂が国重要文化財に指定さ
れている寺の名前は何か。

種月寺（しゅげつじ）

問13 1998（平成10）年、国の登録有形文化財建造物に県
内で初めて指定された建物が中央区にある。その建
物は何か。

新津記念館
※新津邸、新津記念美術館でも可

問14 新潟市の出身で、新派女優として華やかなスタートを
切り、「島の女」「母」などの作品に出演した日本初の
映画女優はだれか。

川田芳子

問15 阿賀野川の河口に近い松浜橋のすぐ上流に架けら
れ、2009（平成21）年度に供用が開始された橋の名
前は何か。

ござれや阿賀橋

問16 「島の娘」「東京音頭」「明日はお立ちか」などの大ヒッ
ト曲で知られた歌手で、2005（平成17）年には、出身
地の中央区沼垂に顕彰碑が建立されたのはだれか。

小唄勝太郎

問17 国の重要文化財に指定されている板谷波山の「彩磁
禽果文花瓶」や、速水御舟の「白日夢」など、陶芸と
日本画を中心に所蔵品だけを公開している新潟市の
私立美術館の名前は何か。

敦井美術館

問18 ことしの４月30日、５月１日の２日間、新潟市で開催さ
れるフランス・ナント発のクラシック音楽祭の名前は何
か。

ラ・フォル・ジュルネ

［語句記述問題］
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問19 江戸時代末期から西蒲区に伝わる竹と和紙でできた
魚の郷土玩具は何か。

鯛車

問20 白山公園のりゅーとぴあ寄りにある築山、美由岐賀
岡には同公園をつくった人の銅像が立っている。だれ
の銅像か。

楠本正隆

問21 中央区西厩島町にあり、拝殿には船主や船頭が奉納
した精巧な模型和船28点が納められている神社の名
前は何か。

金刀比羅神社

問22 1768（明和５）年の新潟明和事件で、打ち首獄門に
なった首謀者涌井藤四郎とともに、打ち首にされた同
志とはだれか。

岩船屋佐次兵衛

問23 北越戊辰戦争で、新潟町は奥羽越列藩同盟の軍事
物資補給拠点だった。米沢藩を通して同盟諸藩に武
器弾薬を売っていた外国人はだれか。

エドワード・スネル

問24 1872（明治５）年、坪井良作によって創刊された県内
最初の新聞の名前は何か。

北湊（ほくそう）新聞

問25 1887（明治20）年５月、当時の新潟町に設立された北
越学館の教頭に就任した著名なキリスト者で、後に
「余は如何にして基督信徒となりし乎」などの著作も
あるのはだれか。

内村鑑三

問26 1890（明治23）年に新潟市の私塾・「新潟静修学校」
は、生徒がおぶったり、手を引いたりして一緒に連れ
てくる弟妹たちのために付設託児所を設け、全国初
の民間保育園といわれている。この保育園は、通称
で何と呼ばれているか。

赤沢保育園

問27 中央区のＮＥＸＴ21横の歩道にある歌碑「柳には　赤
き火かかり　わが手には　君が肩あり　雪ふる雪ふ
る」は、東区石山出身で大逆事件の弁護士としても知
られる歌人の作だが、この歌人とはだれか。

平出修

問28 100年以上前から伝わる「おか免菓子」は、玄米に砂
糖と水飴を加えた板状の菓子だが、市内のどこの地
区の名産か。

秋葉区小須戸地域

問29 月潟音頭に「つくる数では全国一で　切れのよさでも
日本一」と歌われる南区月潟地区の特産品は何か。

月潟鎌、鎌、カマ
※いずれも正解

問30 江南区出身の社会学者で、東京大教授だった20世紀
初めには、対露強硬策を新聞や雑誌に発表する時論
家として著名だった。後には衆議院議員や貴族院議
員にもなったこの人はだれか。

建部遯吾（たけべとんご）
※１点シンニョウでも可

問31 弥彦山とは双耳峰で、江戸時代から銅が産出したこ
とで知られる山の名前は何か。

多宝山（たほうざん）

問32 ラムサール条約登録湿地の佐潟には毎年多くのハク
チョウが飛来しているが、近くの赤塚中学校では、
1962（昭和37）年に羽を撃たれて傷ついた１羽を育
て、死後も剥製を保存している。このハクチョウに付
けられた愛称は何か。

シベリア太郎

問33 西蒲区の夏井や門田とならんで、はざ木の並木が保
存されていることで有名な秋葉区の場所といえば、ど
こか。

満願寺

問34 秋葉区でオリジナル品種が開発され、広く育成されて
いるクリスマスローズの愛称は何か。

冬の貴婦人

問35 江戸時代後期、托鉢のために度々新潟を訪れていた
良寛に、現在の第四銀行本店の真向かいにあった店
の看板を書いてほしいと依頼した菓子商はだれか。

飴屋万蔵（あめやまんぞう）

問36 北京市から約40人の技術者を派遣してもらうなどの
協力を受けて整備した中国庭園をメーンに、日本庭
園も併設する中央区清五郎の市営施設の名前は何
か。

天寿園

問37 1913（大正２）年、経済雑誌「ダイヤモンド」を創刊、生
涯その経営にあたった南区出身の出版人はだれか。

石山賢吉

［穴埋め記述問題］
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問38～
39

新潟市内には難読地名がいくつもあるが、中央区の
秣川岸（38）、北区の樋ノ入（39）の正しい読み方を書
きなさい。

（38）まぐさかわぎし（39）どのいり

問40～
41

新潟西港再開発構想の一環として構想された港口部
ルートの（40）トンネルは、信濃川河底下を通過する
約850メートルに、鉄筋コンクリート製の沈埋函（41）
個を埋め込んで造られた。

（40）新潟みなと（41）８

問42～
43

中央区にある白山神社の拝殿には、新潟湊の風景を
描いた（42）が掲げられている。これは県指定有形民
俗文化財で、幕末の絵師（43）の作である。

（42）大船絵馬（43）井上文昌
※船絵馬も可

問44～
46

旧新潟市の別名新潟盆踊りといわれる（44）は、樽き
ぬたで知られ、西蒲区の温泉地に伝わる（45）は、方
言を生かしたユーモラスなお座敷唄として親しまれ
る。伊勢の国の踊りを改良したと伝えられる（46）は、
日本三大流しのひとつといわれる民謡流しである。

（44）新潟甚句（45）岩室甚句（46）新津松坂

問47～
48

中央区にある老舗料亭のうち、元禄時代創業の行形
亭のシンボルは、庭木の「松」と庭に飼っていた（47）
で、一方、幕末の弘化年間創業の鍋茶屋は、初代創
案の鍋料理からとった（48）を印にしている。

（47）鶴
※丹頂鶴、ツルでも可
（48）亀甲
※スッポン、カメ、カメの甲羅（こうら）でも可

問49～
50

古代、貢納物（税）を都に送るための公的な港を国津
といったが、越後国の国津は信濃川の河口付近に
あったと推定される（49）だった。そのことは、927（延
長５）年に完成した（50）に記載されている。

（49）蒲原津（かんばらのつ）（50）延喜式（えんぎ
しき）

問51～
52

江戸時代の末期からは人々の交通手段として川舟が
使われ、亀田（51）などと呼ばれる乗合船が営業し
た。1874（明治７）年になると、最初の川蒸気である
（52）という名の蒸気船が、新潟－長岡間を走った。

（51）アンコウ（52）魁丸（さきがけまる）

問53～
54

江戸末期の彫刻師（53）は、魚沼市の西福寺開山堂
などに有名な作品があるが、中央区神道寺の（54）本
堂にも、獅子や竜などの作品を残している。

（53）石川雲蝶（54）佛興寺
※仏も可

問55～
57

新潟市は1965（昭和40）年、アメリカのガルベストン
市、ロシアのハバロフスク市と姉妹都市提携した。こ
の２都市を含め、姉妹都市の提携先は５都市だが、
他の３都市はどこか。

ウラジオストク市、ビロビジャン市、ナント市

問58～
60

新潟港は明治初めに開港したが、いち早く領事館を
設置したイギリスに続いて、新潟に直接、領事館を設
置した３カ国の名前を挙げなさい。

ドイツ、オランダ、アメリカ
※順番が替わっても正解

問61～
62

新潟市食と花の銘産品に指定されている魚介類のう
ち、南蛮えび、のどぐろ以外を２つ挙げなさい。

さくらます、あまだい、やなぎがれい
※片仮名、漢字も可

問63～
64

新潟市の初代民選市長は村田三郎、現市長は篠田
昭。では、その間の市長の名前を２人挙げなさい。

渡辺浩太郎、川上喜八郎、若杉元喜、長谷川義
明

問65～
66

名誉市民・會津八一の歌集を２つ挙げなさい。 「南京新唱（なんきょうしんしょう）」「南京余唱（な
んきょうよしょう）」「村荘雑事（そんそうざつじ）」
「鹿鳴集」「山光集」「寒燈集」「山鳩」

問67～
68

坂口安吾の原作で映画化された作品を２つ挙げなさ
い。

「桜の森の満開の下」「白痴」「肝臓先生(映画は
『カンゾー先生』)」「不連続殺人事件」「負ケラレ
マセン勝ツマデハ」

問69～
70

市出身のレスリング選手で、五輪メダリストを２人挙
げなさい。

笠原茂、宗村宗二、和田喜久夫

問71～
72

＜記述に必要な５つのキーワード＞

① 17世紀後半に開拓された「西回り航路」とは何か。
150字以内で説明しなさい。

①松前方面から日本海側諸港を巡り②関門海
峡を通って大坂(阪）、江戸へ到着する海上輸送
ルート③新潟湊は、越後諸藩の年貢米積み出し
港④松前方面からの荷はニシン、昆布、干物⑤
大坂(阪）方面からは、木綿、藍、塩など

［語句記述問題］

［短文記述問題］
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② 市内に保存されている「のぞきからくり」とは何か。
150字以内で説明しなさい。

①江戸時代に誕生し、大正時代には全国各地
で楽しまれた大道見世物②全国に３組保存され
ており、うち１組が西蒲区の巻郷土資料館にあ
る③舞台の表にのぞきめがねをはめ込み、中ネ
タという絵をのぞく。中ネタは入れ替わる④から
くり節という独特の口上（語り）が入る⑤活動写
真や紙芝居の普及により、衰退した

③ 「ＳＬばんえつ物語」号とは何か。150字以内で説明し
なさい。

①ＪＲ新潟駅～会津若松駅②先頭の機関車は、
Ｃ５７－１８０③１９６９（昭和４４）年に引退し、秋
葉区の新津第一小学校に保存されていたものを
④１９９９（平成１１）年に復活し、新津～会津若
松間で運行していたものが⑤２００２（平成１４）
年新潟駅発着となった

④ 「新潟上知」とは何か。150字以内で説明しなさい。 ①１８４３（天保１４）年②新潟町が長岡藩領から
幕府領（天領）へ召し上げられたこと③抜け荷事
件をきっかけにし④海防強化のねらいもかねて
行われた⑤初代新潟奉行に川村修就（ながた
か）が着任した

⑤ 巻菱湖とはどんな人か。150字以内で説明しなさい。 ①１７７７（安永６）年～１８４３（天保１４）年②新
潟市西蒲区巻に生まれる③江戸へ出て亀田鵬
斎に学び、江戸第一の書家となった。市河米
庵、貫名菘翁とともに「幕末の三筆」と称された
④その書体は今も将棋の駒に使われ⑤新潟市
東区には記念館がある

4


