第６回 新潟市観光・文化検定 １級
問題
問題
番号
［語句記述問題］
問１
新潟市を起点とする国道８号の終点はどこか。
問２
問３
問４
問５
問６
問７
問８
問９
問10
問11
問12
問13
問14
問15
問16

問17

問18

問19
問20

解答

京都
※京都市、京都府も可
1964（昭和39）年６月16日に発生し、新潟市で死者11 ７．５
人など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。
中央区にある旧斎藤家別邸や老舗料亭・行形亭のあ 白壁通り
る通りは、何という愛称で呼ばれているか。
鳥屋野潟周辺の亀田郷では、深い泥田で稲作が行 地図にない湖、芦沼
われていた。広大な水面に見えた水田地帯は何と呼 ※どちらも正解
ばれたか。
1929（昭和４）年に、新潟新聞社が３代目萬代橋の完 新潟小唄
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。
1958（昭和33）年、県内で初めてオープンした西蒲区 新潟ゴルフ倶楽部
のゴルフ場は、何という名前か。
※クラブでも可
江戸時代末期から西蒲区に伝わる竹と和紙でできた 鯛車
魚の郷土玩具は何か。
1946（昭和21）年の総選挙で当選し、この時初めて誕 村島喜代
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。
新潟市食と花の銘産品に果樹や野菜など26品目が しろねポーク
指定されている。畜産物では１品目だけ指定されてい
るが、それは何か。
1929（昭和４）年に完成した３代目萬代橋は、当時最 空気潜函工法
先端の工法で造られた。その工法の名は何か。
弥生時代後期の大規模な高地性環濠集落が発見さ 古津八幡山（ふるつはちまんやま）遺跡
れた秋葉区の遺跡の名前は何か。
※古津なしでも可
南区の中ノ口川に昔、仏像が流れ着いて、人々が竹 吉江の観音堂
ざおで押し戻しても戻り、３回も返ってきたのが縁で、
その地に祀ったと伝えられるお堂は何か。
1924（大正13）年９月、木橋だった２代目萬代橋を
千二百七十歩なり露の橋
渡った俳人高浜虚子の句碑が、中央区川端町６のホ ※「一二七〇」でも可
テルオークラ新潟前にある。その句を書きなさい。
中央区西厩島町にあり、拝殿には船主や船頭が奉納 金刀比羅神社
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。
1927（昭和２）年に建てられ、ドイツ製のパイプオルガ 新潟カトリック教会
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。
かつての新潟町における町家の典型例であり、明治 旧小澤家住宅
期に成長した豪商の屋敷構えがそのまま残されてい ※「旧」なし、小沢も可
る。ことし７月から公開された市指定文化財とは何
か。
北区太郎代の旧太郎代小学校校舎にあった市埋蔵 西区木場
文化財センターは、今年７月、移転新築の上、名称を ※黒崎地区でも可
市文化財センター・まいぶんポートと改めて開館され
た。どこの地区に移転したか。
初代萬代橋の橋脚や橋上の人々、橋下の柳の木、 五姓田（ごせだ）芳柳
交番、川蒸気船発着場の旗など、西詰めの風景が細
かく描かれた絵が市郷土資料館に残されているが、
この市指定文化財の作者はだれか。
旧制第三高等学校ボート部の歌だった「琵琶湖周航 ひつじぐさ
の歌」の原曲は、秋葉区新津地区生まれの吉田千秋
が作曲したものだが、原曲の題名は何か。
「吹雪物語」など新潟を舞台にした作品も残している 新潟大神宮
坂口安吾の生誕碑は、生家跡近くの寺社に建てられ
ている。その寺社の名前は何か。
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問21

「島の娘」「東京音頭」「明日はお立ちか」などの大ヒッ 小唄勝太郎
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。

問22

西蒲区巻地区で生産される柿は、市食と花の銘産品
に指定されているが、角田山麓にいたとされる統治
者の名から命名されている。何というか。
1922（大正11）年、新潟市街自動車が白山神社と新
潟駅間にバスの営業を始め、好評で次々に路線を増
やした。この路線バスは何と呼ばれたか。
20世紀の有名な建築家、フランスのル・コルビュジェ
の事務所に入所。後に、代表作といわれる東京・上
野の東京文化会館などのほか、市美術館も設計した
市出身の建築家はだれか。
少女小説家として出発したのち、「地の果まで」や「良
人の貞操」、歴史小説「徳川の夫人たち」などで人気
を博し、女流文学者会賞を受賞したこともある新潟市
生まれの作家は誰か。
1989（平成元）年に市制100周年を迎えたことを記念
して、信濃川の萬代橋左岸橋詰めの下流側にある交
番前広場に建てられた碑は、何の歌の歌碑か。

問23
問24

問25

問26

問27

問28

問29

問30

問31
問32

問33

問34

越王（こしわ）おけさ柿
赤バス
前川國男
※国でも可
吉屋信子

「新潟ブルース」

西蒲区岩室地区にあり、村上市の耕雲寺、五泉市の 種月寺（しゅげつじ）
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。
少年時代に新潟市に疎開していた作曲家遠藤実の お月さん今晩は
出世作の歌碑が、西区の佐潟公園に建てられてい ※「こんばん」「わ」も可
る。藤島桓夫が歌って、1957（昭和32）年に大ヒットし
たこの曲の題名は何か。
ある魚は信濃川と阿賀野川の河口の細かい土砂の やなぎがれい（ヤナギムシガレイ）
海底が絶好の漁場で、身が薄く、体は平べったい長
だ円形。一夜干しにして焼くと上品なうまみが引き立
つ。市食と花の銘産品に指定されているその高級魚
は何か。
夜景を通して観光活性化を目指す日本夜景遺産事 朱鷺メッセ
務局が、今年新たに、中央区の建物の展望室から見
える夜景を「日本夜景遺産」に選定した。県内では、
弥彦山スカイラインから見える夜景に続く２例目。こ
の建物の名前は何か。
1913（大正２）年、経済雑誌「ダイヤモンド」を創刊、生 石山賢吉
涯その経営にあたった南区出身の出版人はだれか。
北東アジアの経済や文化交流の深化を目指し、新潟 環日本海経済研究所、エリナ
市での国際会議やセミナーの開催、研究員のレポー ※いずれも可
トや国内外の学者らの寄稿を満載する情報誌の発行
など、さまざまな活動を行っている中央区に本拠を置
く組織の名前は何か。
白根や月潟などの各地で盛んなナシの栽培は、江戸 深沢剛蔵
時代後期、1804年から1817年までの文化年間に、上
総国（現在の千葉県）から持ち帰った類産梨の苗を、
植えたのが始まりと言われる。植えたのはだれか。
1964（昭和39）年の新潟地震では、出来たばかりの （初代）松浜橋
昭和大橋の橋げたが落下し、象徴的な橋の被害とさ
れた。だが、市内ではもっと長い阿賀野川に架かる橋
が全壊していた。1946（昭和21）年に全面開通した幅
５メートルほどの木造橋で、1960年代になると、バス
の運行をやめたほど老朽化が進んでいた。この橋の
名前は何か。
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問35

新潟市に生まれた江戸中期の尊皇思想家であり、京 竹内式部
都へ出て儒学・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。
問36
1812（文化９）年に出版された橘崑崙著の書物には、 「北越奇談」
狐に小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。
問37
新潟市内には、昔、刈り取った稲束を掛けて乾燥させ 満願寺
た稲架木並木が残る名所が３か所ある。そのうち、直
線約１キロにおよぶ農道の両側に、稲架木が約1,000
本立ち並んで市の指定文化財となり、３年前から約
300メートルの区間で稲束のハサ掛け体験会を開い
ているのは、秋葉区のどこか。
問38
1886（明治19）年に初代萬代橋が竣工するまで、北 久平橋
区新崎地点で新井郷川に架かる新発田街道（後に国
道７号線、現在は県道新潟・新発田・村上線）の橋が
万代橋と呼ばれていた。名を譲って現在名に変わっ
た後には、橋の東詰めで1,000人の農民と警官隊が
衝突する木崎村小作争議史上最大事件の舞台とも
なった。この橋の現在名は何か。
［穴埋め記述問題］
問39〜 新潟市内には難読地名がいくつもあるが、地名（39） （39）にしよりあげ（40）もとうまこし
40
西汰上、（40）本馬越の正しい読み方を書きなさい。
問41〜 江戸時代末近く、（41）の親方が、巡業先だった信州 （41）越後獅子、角兵衛獅子（42）まゆ玉飾り
43
の真似をして、郷里の南区月潟地区で始めた（42） （43）餅、もち、モチ
は、小正月行事として次第に県内各地に広がった。
その特徴は（43）を焼いて形づくり、着色することであ
る。
問44〜 中央区のＮＥＸＴ21横の歩道に太田木甫の句碑があ （44）柳（45）橋（46）杖
46
るが、新潟の風情を詠んだその句を完成させなさい。
「（44）あり （45）あり （46）の とめどころ」
問47〜 新潟市の別名新潟盆踊り唄といわれる（47）は、樽き （47）新潟甚句（48）岩室甚句（49）新津松坂
49
ぬたで知られ、西蒲区の温泉地に伝わる（48）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（49）は、
日本三大流しのひとつといわれる民謡流しである。
問50〜 1996（平成８）年、新津駅―津川駅間で「ＳＬえちご阿 （50）Ｄ５１-４９８（51）Ｃ５７-１８０
51
賀野」号の運行が始まり、現在、新潟駅―会津若松 ※Ｄ５１、Ｃ５７でも可
駅間で運行されている「ＳＬばんえつ物語」号につな
がった。「ＳＬえちご阿賀野」号を牽引した機関車の型
式は（50）だが、現在牽引している機関車の型式は
（51）である。
問52〜 英国の外交官アーネスト・サトウは著書「一外交官の （52）堀割（53）柳（54）オランダ
54
見た明治維新」の中で、新潟の印象について次のよ
うに書いている。カッコの中を埋めなさい。
「新潟の町は（52）が縦横に通じ、両岸に（53）の並
木があって、ちょうど（54）の町の様式を思わせるもの
がある」
問55〜 日本におけるチューリップの商業的な球根生産は、 （55）小田喜平太（56）花夢里（かむり）にいつ
56
秋葉区（旧中蒲原郡小合村）の（55）がオランダから
球根を輸入したことから始まった。同区にある施設
（56）の構内には、「日本チューリップ発祥の地記念
碑」がある。
［語句記述問題］
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問57〜 名誉市民・會津八一の歌集を２つ挙げなさい。
58

「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」
※「鹿鳴集」は「南京新唱」を含む
問59〜 「安吾賞」の歴代受賞者を３人挙げなさい。
野田秀樹、瀬戸内寂聴、野口健、渡辺謙、ドナ
61
ルド・キーン
問62〜 新潟港と両津港を結ぶ佐渡汽船ジェットフォイルの船 ぎんが、つばさ、すいせい
63
名を２つ挙げなさい。
問64〜 新潟明和事件の首謀者といわれ、長岡藩に処刑され 涌井藤四郎、岩船屋佐次兵衛
65
た新潟町の２人の名前を挙げなさい。
問66〜 中央区の古町通り、本町通り界隈には、江戸時代か ピンチャン小路、曲師屋小路、丁持小路、銅屋
68
らの名称を引き継いでいる小路が多い。その中で、 小路、鍛冶小路
職業に由来する小路名を３つ挙げなさい。
問69〜 初代新潟奉行の川村修就が、新潟の年中行事を絵 新潟湊祭の行列、新潟町の盆踊り行列、海岸の
70
師に描かせた絵巻物「蜑の手振り」は、「囲船の引き イワシ網漁、信濃川のサケ網漁、鳥屋野潟の潟
揚げ」など６景からなるが、残りの５景のうち２つを挙 漁
げなさい。
［短文記述問題］
問71〜72
①
「Noism」とは何か。150字以内で説明しなさい。
①ダンス・カンパニー②りゅーとぴあ（新潟市民
芸術文化会館）専属③芸術監督は演出振付家
の金森穣（かなもりじょう）④名前は「Ｎｏ・ｉｓｍ」
＝主義を持たないこと、および「能ｉｓｍ」＝古典
芸術を見つめる視点⑤シーズン制のヨーロッパ
スタイルは日本初
②
「下駄総踊り」について、150字以内で説明しなさい。 ①約３００年前、新潟町の堀に架かる橋の橋げ
たで、醤油樽や歯の高い小足駄（こあしだ）を打
ち鳴らして、３日３晩踊り明かす祭りがあった②
絵巻物「蜑（あま）の手振り」に残っている③２００
５（平成１７）年の第４回にいがた総おどり祭で再
現④新潟の下駄職人が手作りした小足駄を履
き、樽砧の音に合わせて踊る⑤以後、現在も続
いている
③
昭和の初めまで続いていた「水戸教」とは何か。150 ①河口港で水深が浅い新潟港（新潟西港）②水
字以内で説明しなさい。
先案内が必須条件③伊藤家④住吉神社⑤水戸
教公園
④

市内にある「ラムサール条約湿地」について、150字
以内で説明しなさい。

⑤

「学規」とは何か。150字以内で説明しなさい。
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①正式名称「特に水鳥の生息地として国際的に
重要な湿地に関する条約」②１９７１（昭和４６）
年、イランのラムサールで採択された③締約国
が登録した湿地を保全し、賢明な利用（ワイズ
ユース）を目指す④佐潟⑤１９９６（平成８）年、
日本で１０番目の登録湿地
①會津八一②新潟市名誉市民③人生の目標と
して作った４か条④ふかくこの生を愛すべし、か
へりみて己を知るべし、学藝を以て性を養ふべ
し、日々新面目あるべし⑤門下生や親しい友人
に渡した

