
第５回　新潟市観光・文化検定試験　１級
問題
番号

問題 解答

問１ 信濃川ウォーターシャトルは信濃川を走る水上バス
だが、１号船の名前はアナスタシア。では、２号船の
名前は何か。

ベアトリス

問２ 新潟東港の西埠頭にそびえ立ち、遠くからは巨大な
キリンのように見えるコンテナ荷役専用機械は何と呼
ばれるか。

ガントリークレーン

問３ 新潟中央高校出身の芥川賞作家・大庭みな子の芥
川賞受賞作品は何か。

「三匹の蟹」

問４ 1713（正徳３）年に開湯した西蒲区の岩室温泉には、
ガンが傷を癒していたという伝説にちなんだ別名があ
る。何と呼ばれているか。

霊雁の湯

問５ 秋葉区、南区、北区などで盛んに栽培され、2010（平
成22）年には市指定の「食と花の銘産品」に新たに加
えられた冬に咲く花の名前は何か。

クリスマスローズ

問６ 上京後、新橋芸者に出て、作家の永井荷風と結婚。
離婚した後に、新しい流派を創設した新潟市出身の
日本舞踊家はだれか。

藤蔭静樹

問７ 新潟市にもたくさんの酒蔵元があるが、本県で15年
の研究を経て開発された新品種の酒造好適米（酒
米）の名前は何か。

越淡麗

問８ 歌人、書家として知られる會津八一は、人生の目標と
してつくった４カ条の「学規」を門下生や友人らに渡し
た。うち１つを書きなさい。

ふかくこの生を愛すべし
※かへりみて己を知るべし
　学芸を以て性を養ふべし
　日々新面目あるべし

問９ 市民ボランティアがかつて新潟西海岸に群生してい
たある植物の植生活動を続けている。會津八一が愛
し、歌にも詠んだその植物の名前は何か。

オオマツヨイグサ

問１０ 代表作「パタリロ！」で知られる新潟市出身の漫画家
で、2010年度新潟マンガ大賞の審査員を務めたのは
だれか。

魔夜峰央

問１１ 江戸時代、蒲原一帯の低湿地から排水して洪水を防
ぐため、新川が掘られた。この新川は海岸までの途
中で、用水路であった西川と上下に交差する珍しい
工法で通水した。新川と西川のどちらが上だったか。

西川

問１２ 中央区の新明宮境内と西海岸公園の芭蕉堂に、東
北・北陸を旅した「奥の細道」の紀行中、松尾芭蕉が
新潟で詠んだとされる句の碑がある。かっこ内に語句
を入れてその句を完成させなさい。「海に降る　雨や
恋しき　（　　　　　）」

うき身宿

問１３ 中央区東大畑通の新潟カトリック教会近くには、かつ
て釣りや散歩をする人たちに親しまれた大きな池が
あった。少年期を新潟で過ごした画家・三芳悌吉の
「ある池のものがたり」という絵本にも描かれたこの池
の名前は何か。

異人池

問１４ 西蒲区角田浜の角田岬灯台の真下に、２つに分かれ
た海食洞くつがある。源頼朝に追われた源義経が奥
州へ逃げのびる途中、舟とともに身を隠したといわれ
るこの洞くつは、何と呼ばれているか。

判官舟かくし

問１５ 西区の信濃川で親鸞の乗った舟が嵐に襲われて難
破しかけた際、筆で「南無阿弥陀仏」と書いたところ、
嵐が治まったという。これは親鸞の越後七不思議の１
つで、何といわれるか。

川越名号
※波切り名号も可

問１６ 中央区西大畑町界隈の文人たちの足跡を訪ねる「ま
ちなかの文学を歩く」ツアーがことしの２月、初めて行
われた。ゆかりの７つの施設を巡る「スタンプラリー」
も実施されたが、このラリーに参加した施設で、會津
八一が晩年を過ごした建物はどこか。

北方文化博物館（新潟）分館

［語句記述問題］
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問１７ 江戸時代から明治時代にかけて清酒問屋、海運業、
金融業、化学工業などを営んだ旧家が、1918（大正
７）年に中央区西大畑町に見事な庭のある夏の別荘
を建築した。2009（平成21）年に新潟市が取得、公有
化したこの建物は何か。

旧斎藤家別邸

問１８ 1768（明和５）年の新潟明和事件で処刑された涌井
藤四郎や岩船屋佐次兵衛などの霊を密かに鎮める
ため、1884（明治17）年に千葉県から農民一揆の中
心人物だった木内惣五郎の分霊を迎え、口ノ神社が
建立された。口ノ神社が境内社になっている中央区
古町通２番町の神社の名前は何か。

愛宕神社

問１９ 新潟における高浜虚子門下の三羽ガラスといわれた
俳人３人の句碑が、市内に残されている。いずれも新
潟医科大（現新潟大医学部）教授だった三羽ガラスと
は中田みづほ、浜口今夜と、もう１人はだれか。

高野素十

問２０ 1934（昭和９）年発売のレコードに収録された西条八
十作詞、中山晋平作曲の新民謡ご当地ソングで、新
潟市民の間でも一時は広く歌われた「春はうらうら日
和山…」と歌い出される曲の題名は何か。

「四季の新潟」

問２１ 新潟市青年の家が主催していた万代演劇祭の代わ
りに、市内のアマチュア劇団や東京のゲスト劇団が、
多彩な演目を披露する新しい演劇イベントがことしか
ら始まった。市民芸術文化会館（りゅーとぴあ）が主
催し、今月12日から同館で開かれたイベントの名前
は何か。

（第１回）芸術のミナト☆新潟演劇祭

問２２ 新潟甚句などの祭りばやしに欠かせない樽砧は、か
つて「樽たたき」と呼ばれていたが、明治期に新潟市
を訪れた文豪が「新潟や　愁を知らぬ　樽砧」と詠ん
で以降、樽砧の呼び方が定着したとされる。この文豪
はだれか。

尾崎紅葉

問２３ 黒船来航を機に、幕府は1858（安政５）年、アメリカな
ど５カ国と修好通商条約を結び、新潟を含む５港を開
港することになった。翌安政６年４月22日に、下見とし
て訪れた新潟初の外国船はどこの国の船か。

ロシア

問２４ 1872（明治５）年、当時の新潟町で県内初の新聞（月
刊）である「北湊新聞」を発行し、廃刊になると、1874
（明治７）年に日刊の「新潟毎日新聞」を発刊したのは
だれか。

坪井良作

問２５ 県内では、明治の中ごろから鉄道敷設が活発化し
た。新潟市域では1897（明治30）年に北越鉄道（現在
の信越本線の一部）が開通したが、三条市の一ノ木
戸駅と新潟市域の何駅を結んでいたか。

沼垂駅、沼垂貨物駅

問２６ 昭和の初めに、現在の五泉市にあった村から南区に
嫁に来た女性が、その種を伝えたことから、村の名前
を付けて呼ばれるようになったとされ、市の「食と花の
銘産品」に指定されている夏野菜は何か。

十全なす

問２７ 北区の稲荷神社境内には、根まわり約12メートル、
高さ約20メートル、推定樹齢1,200年の巨木があり、
県の天然記念物に指定されている。この巨木は何と
呼ばれているか。

高森の大ケヤキ

問２８ 移築せずに残る府県議会議事堂では最も古く、1969
（昭和44）年に国の重要文化財に指定された旧県議
会議事堂（県政記念館）の設計者は、巻地区出身の
人物である。その人物とはだれか。

星野総四郎

問２９ 中央区のＮＥＸＴ21横の歩道に、「柳あり　橋あり　杖
のとめどころ」の句碑がある。長野県に生まれなが
ら、1882（明治15）年に新潟を訪れ、堀と橋、柳に魅
せられて終のすみかと決めた俳人が作者だが、それ
はだれか。

太田木甫
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問３０ 坂口安吾は著書「日本文化私観」に、「『日本に於け
る最も俗悪な都市だ』という新潟市に僕は生まれた」
と書いているが、新潟をそのように酷評したドイツ人
の建築家はだれか。

ブルーノ・タウト

問３１ 日本中央競馬会（ＪＲＡ）が毎年夏、新潟競馬場の芝
1,600メートルコースを使って行う中央競馬の重賞
レースで、旧競馬場があった地名にちなんだレース
の名前は何か。

関屋記念

問３２ 野球独立リーグＢＣリーグの新潟アルビレックス・
ベースボール・クラブに、ことしからプロ野球歴代最多
の286セーブの記録を持つ選手が加入した。その選
手とはだれか。

高津臣吾

問３３ 最初は新潟市を中心に活動していたヒップホップユ
ニットで、2009（平成21）年にメジャーデビュー。同年
発売のシングル「春夏秋冬」が大ヒットし、翌年には日
本ゴールドディスク大賞邦楽部門の新人賞に当たる
ニュー・アーティスト・オブ・ザ・イヤーに輝いたのは、
何という名のユニットか。

Ｈｉｌｃｒｈｙｍｅ、ヒルクライム

問３４ 新潟市の花はチューリップ、木は柳と2007（平成19）
年に制定されている。有名な西堀の柳は、1713（正徳
３）年に植えられ、代々の新潟の人々も大切にしてき
た。その後1843（天保14）年、幕府の初代奉行となっ
た川村修就はわざわざ外国から柳の苗を取り寄せて
植え、育てている。どこの国から取り寄せたか。

中国、清

[穴埋め記述問題］　
問３５～
３６

2010（平成22）年度の第５回安吾賞は（３５）に、市特
別賞は（３６）に贈られた。

（３５）　ドナルド・キーン　　（３６）　月乃光司

問３７～
３８

新潟市には難読地名がいくつもあるが、一日市（３
７）、祖父興野（３８）の正しい読み方を書きなさい。

（３７）　ひといち　　　（３８）　おじごや（おじごう
や）

問３９～
４０

いったん国宝に指定された仏像で、その後、1950（昭
和25）年に国の重要文化財に指定替えされたのは、
秋葉区小須戸地区の（３９）寺にある（４０）地蔵尊。毎
年５月にご開帳され、人々で賑わっている。

（３９）　茂林（寺）　　　（４０）　子育（て）延命

問４１～
４２

新潟県は良寛をはじめ多くの書家を輩出し“書王国”
と言われる。中でも新潟市は「幕末の三筆」と称され
た（４１）と、名誉市民の（４２）を生んでいる。

（４１）　巻菱湖　　　（４２）　會津八一

問４３～
４５

旧制第三高等学校ボート部の愛唱歌として歌い継が
れた（４３）の原曲は、秋葉区出身で歴史・地理学者
吉田東伍の次男として生まれた（４４）が、1915（大正
４）年に発表した（４５）である。

（４３）　琵琶湖周航の歌　　　（４４）吉田千秋
（４５）　ひつじぐさ

問４６～
４７

英国人の女性旅行家だった（４６）は、1878（明治11）
年の６月から９月まで東北、北海道を旅行し、この時
の記録を（４７）に著した。会津から新潟に入ってお
り、新潟のまちに魅了された様子を書いている。

（４６）　イザベラ・バード
（４７）　「日本奥地紀行」

問４８～
５０

初代萬代橋を描いた画家（４８）の風景画は、市の指
定文化財として市郷土資料館に保存されている。２代
目萬代橋を渡った俳人（４９）は、「千二百七十歩なり
露の橋」の句を詠んだ。３代目萬代橋の完成を記念し
て作られた新民謡「新潟小唄」の作詞者は（５０）であ
る。

（４８）　五姓田芳柳　　　（４９）　高浜虚子
（５０）　北原白秋

問５１～
５３

越後平野には、コメ王国の象徴である見事なはざ木
（稲架木）並木が保存されている。岩室地区には農水
省の「農村景観百選」に選定された「（５１）のはざ
木」、新津地区には直線道路の両側に約1,000本の
木が１キロメートルにわたって続く「（５２）の稲架木並
木」、中之口地区の県道沿いにある約700メートルの
「（５３）ハザ並木」には、ガス灯風の電灯が設置され、
ライトアップも行われる。

（５１）　夏井　　　（５２）　満願寺
（５３）　門田

［語句記述問題］
問５４～
５６

新潟市は北緯37度40分45秒から北緯37度59分36秒
までの間にある。ほぼ同じ緯度に位置する世界の大
都市を３つ挙げなさい。

サンフランシスコ、天津、リスボン、ワシントン、ソ
ウル、アテネ、大連
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問５７～
５９

平成の大合併で新発田、三条、燕、加茂など７市が
新潟市と境界を接するようになった。残りの３市の名
を挙げなさい。

阿賀野市、長岡市、五泉市

問６０～
６２

中世には阿賀野川本流が信濃川河口に合流し、付
近に３つの港が栄えて「三ケ津」と呼ばれた。３つは
何という名の港か。

蒲原津、新潟津、沼垂湊

問６３～
６４

1922（大正11）年に新潟市を訪れた北原白秋が、寄
居浜海岸の情景を見て作詞した童謡「砂山」には、２
人の作曲家がそれぞれ曲を付け、いずれも名曲とさ
れている。２人の名を挙げなさい。

中山晋平、山田耕筰

問６５～
６７

1956（昭和31）年８月、それまで別々だった開港記念
祭など４つの祭りの組織が「新潟まつり実行委員会」
に一本化され、「新潟まつり」としてスタートを切った。
あと３つの祭りの名前を挙げなさい。

住吉祭、川開き、商工祭

問６８～
７０

「新潟市食と花の銘産品」に指定されている果樹を３
つ挙げなさい。

ル　レクチエ、新高、新興、巨峰、藤五郎梅、越
王おけさ柿

［短文記述問題］
問７１～７２

①「新潟雪子」とは何か。150字以内で説明しなさい。 ①大正時代、米では日本移民の排斥運動②親
日派のギューリック博士が呼びかけ、全米の子
どもたちから人形を集める③約１３０００体が日
本に。県内には約４００体④返礼に日本人形を
贈ることになる⑤新潟からは振り袖姿の「新潟
雪子」

②「ラ・フォル・ジュルネ」とは何か。150字以内で説明
しなさい。

①１９９５年、フランスのナント市で始まった欧州
有数のクラシック音楽祭②「熱狂の日」と呼ばれ
る③一流の演奏を多くの市民に低料金で楽しん
でもらう趣旨で、演奏時間が短く、複数の演奏会
が同時開催されるのが特徴④２００９年（平成２
１）年に同市と姉妹都市提携したことをきっかけ
に、２０１０（平成２２）年４月３０日、５月１日の２
日間、新潟市で開催された⑤ことしは２回目で、
５月６～８日に開催される。

③「山田の焼鮒」とは何か。150字以内で説明しなさ
い。

①親鸞聖人の越後七不思議の一つ②聖人は中
央区の鳥屋野に逗留したが、黒埼地区の山田
にも布教に訪れた③１２１１（建暦元）年に赦免を
受け、越後を去ることになったため、山田の人々
が山王神社（現山田神社）で見送る宴を催した
④酒の肴に焼いた鮒が用意されたが、聖人が池
に放したところ、生き返って泳ぎだした⑤その
後、１７９６（寛政８）年、聖人が袈裟をかけたと
いう榎の枝が風で折れたが、切り口に聖人の姿
と焼鮒の形が現れ、榎のどこを輪切りにしても現
れたという。

④「市山流」とは何か。150字以内で説明しなさい。 日本舞踊の１流派。新潟市無形文化財第１号。
もともとは初代市山七十郎が大阪で誕生させ
た。３代目の市山七十郎（岩井仲助）が晩年に
新潟に本拠を置いた。４代目以降は女性の舞踊
家が継承。古町芸妓。１９９４（平成６）年、「うし
ろ面」の舞台で文化庁芸術祭賞を受賞した。

⑤「新潟シティマラソン」とは何か。150字以内で説明
しなさい。

旧名は新潟マラソン。２０１０（平成２２）年１０
月、柾谷小路や萬代橋など中心市街地を通る
新コースを取り入れ、４２．１９５キロと１０キロの
２部門合わせて約８３００人が出場したスポーツ
イベントの新しい名前。一部でひどい渋滞を引き
起こしたため、ことしはコースを変更して実施さ
れる予定。
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