
第６回　新潟市観光・文化検定　３級
問題
番号

問題 解答

問１ 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２ 中央区に実在するのは、次のうちのどれか。 Ａ　思案橋　　　Ｂ　思案坂　　　Ｃ　思案小路

Ｄ　思案横町
問３ 新潟の方言で「ちょす（る）」とは、どういう意味か。 Ａ　だらしがない　　　Ｂ　いじる

Ｃ　まめである　　　　Ｄ　捨てる
問４ 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５ 国の史跡に指定されている秋葉区の古津八幡山遺跡
は、何時代の遺跡か。

Ａ　石器時代　　　Ｂ　縄文時代　　　Ｃ　弥生
時代　　　Ｄ　奈良時代

問６ 写真の人物はだれか。 Ａ　火坂雅志　　　Ｂ　平出修
Ｃ　會津八一　　　Ｄ　建部遯吾

問７ 信濃川に架かる次の橋のうち、最も古い橋はどれか。 Ａ　昭和大橋　　　Ｂ　八千代橋　　　Ｃ　千歳
大橋　　　Ｄ　柳都大橋

問８ 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９ 「海の国道」ともいわれ、新潟―佐渡―上越３市を結ぶ
国道は何号か。

Ａ　７号　　　Ｂ　113号　　　Ｃ　350号　　　Ｄ
402号

問10 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11 西蒲区竹野町にある菖蒲塚古墳の形は、次のうちのど
れか。

Ａ　円墳　　　Ｂ　方墳　　　Ｃ　上円下方墳
Ｄ　前方後円墳

問12 岩室甚句にも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13 新潟を舞台にした自伝的な要素の強い小説「行き暮れて
雪」の作者はだれか。

Ａ　坂口安吾　　　Ｂ　藤沢周　　　Ｃ　野坂昭
如　　　Ｄ　新井満

問14 中央区旭町に建つ３階建ての展望台「日本海タワー」の
内部は、何の施設か。

Ａ　ギャラリー　　　Ｂ　ＦＭスタジオ　　　Ｃ　倉
庫　　　Ｄ　配水場

問15 区内を阿賀野川が流れていないのは、次のうちのどこ
か。

Ａ　北区　　　Ｂ　江南区　　　Ｃ　秋葉区　　　Ｄ
中央区

問16 信濃川ウォーターシャトルの水上バス１号船として初め
て信濃川を走った船の名前は何か。

Ａ　ベアトリス　　　　Ｂ　アレクサンドラ
Ｃ　アナスタシア　　　Ｄ　ビクトリア

問17 中央区の西海岸公園にある写真の像はだれか。 Ａ　楠本正隆　　　　Ｂ　堀直寄
Ｃ　涌井藤四郎　　　Ｄ　川村修就

問18 新潟市でラジオ放送が始まったのは1931（昭和６）年だ
が、テレビ放送が始まったのは何年か。

Ａ　1940（昭和15）年　　Ｂ　1952（昭和27）年
Ｃ　1958（昭和33）年　　Ｄ　1970（昭和45）年

問19 北原白秋が新潟海岸の情景をうたった童謡「砂山」に出
てくる鳥は何か。

Ａ　ヒバリ　　　Ｂ　カモメ　　　Ｃ　スズメ　　　Ｄ
ツバメ

問20 国の天然記念物に指定されている「類産梨」の原木があ
る地区はどこか。

Ａ　白根地区　　　Ｂ　横越地区　　　Ｃ　月潟
地区　　　Ｄ　亀田地区

問21 大火によって半分以上が焼失し、架け替えられたのは何
橋か。

Ａ　横雲橋　　　Ｂ　初代萬代橋　　　Ｃ　２代目
萬代橋　　　Ｄ　泰平橋

問22 西蒲区の旧岩室村に、国指定重要文化財の本堂がある
名刹がある。その名前は何か。

Ａ　海雲寺　　　Ｂ　種月寺　　　Ｃ　青龍寺
Ｄ　浄恵寺

問23 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

問24 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25 新潟市のシンボル、アーチの美しい現在の萬代橋は何
代目か。

Ａ　２代目　　　Ｂ　３代目　　　Ｃ　４代目　　　Ｄ
５代目

問26 野趣たっぷりの「かもん！カモねぎまつり」が開かれてい
る地区はどこか。

Ａ　味方地区　　　Ｂ　西川地区　　　Ｃ　潟東
地区　　　Ｄ　中之口地区

問27 写真は中央区の神社拝殿に飾られている県指定民俗文
化財である。どこの神社か。

Ａ　蒲原神社　　　　　Ｂ　護国神社
Ｃ　金刀比羅神社　　　Ｄ　白山神社

問28 最難関の清水トンネルが完成したことにより、上越線が
全線開通したのはいつか。

Ａ　1918（大正７）年　　Ｂ　1925（大正14）年
Ｃ　1931（昭和６）年　　Ｄ　1936（昭和11）年

問29 角田山の山麓にあり、万病に効く霊水といわれる名水
は、次のうちのどれか。

Ａ　桜清水　　　Ｂ　幸清水　　　Ｃ　へそ清水
Ｄ　弘法清水

問30 市内各行政区のうち、人口が１番多いのは中央区。で
は、１番少ないのはどこか。

Ａ　北区　　　Ｂ　西蒲区　　　Ｃ　秋葉区　　　Ｄ
南区
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問31 良寛の像が市内にもいくつかある。そのうちで１番新しい
像がある場所はどこか。

Ａ　新潟大構内　　　　　Ｂ　林正寺境内
Ｃ　新津屋小路歩道　　　Ｄ　西大畑公園

問32 脂が乗っていながら淡泊な味が特徴で、新潟では「のど
ぐろ」と呼ばれる高級魚の正式名称は何か。

Ａ　コチ　　　Ｂ　スズキ　　　Ｃ　ボラ　　　Ｄ　ア
カムツ

問33 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34 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

問35 市内の満願寺、門田、夏井といえば、何の景観で有名
か。

Ａ　果樹園　　　Ｂ　美林　　　Ｃ　はざ木　　　Ｄ
奇岩

問36 写真は中央区にある公共施設である。施設の愛称は何
か。

Ａ　まなびピア　　　Ｂ　りゅーとぴあ
Ｃ　みなとぴあ　　　Ｄ　アクアピア

問37 市中心部の観光スポットを案内する三輪自転車の名前
は何か。

Ａ　ユックル　　　　　Ｂ　ノンビラー
Ｃ　ベロタクシー　　　Ｄ　ホロサイクル

問38 毎年、８月の夜間、「ちょうちん登山」を行い、山頂で花火
を楽しむ山はどこか。

Ａ　菩提寺山　　　Ｂ　秋葉山　　　Ｃ　多宝山
Ｄ　角田山

問39 20世紀を代表する新潟市生まれの建築家前川國男が設
計した建物は何か。

Ａ　新津美術館　　　　Ｂ　豊栄図書館
Ｃ　新潟県民会館　　　Ｄ　新潟市美術館

問40 幕末の1843（天保14）年に当時の新潟町は幕府領（天
領）となったが、初代新潟奉行はだれか。

Ａ　川村修就　　　Ｂ　河村瑞賢　　　Ｃ　堀直
寄　　　Ｄ　大久保長安

問41 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42 新潟市無形文化財の第１号に指定された日本舞踊市山
流のルーツはどこか。

Ａ　京都　　　Ｂ　金沢　　　Ｃ　東京　　　Ｄ　大
阪

問43 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

問44 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
ビルは市内で最も高い。およそ何メートルあるか。

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45 新潟市の柳都振興株式会社は、どんな仕事をしている
企業か。

Ａ　都市計画の立案
Ｂ　柳都大橋の維持管理
Ｃ　花柳界の振興　　　Ｄ　緑地・街路の整備

問46 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47 新潟市は、日本で初めてチューリップ球根の商業的栽培
が始まった地である。「日本チューリップ発祥の地記念
碑」は、どこにあるか。

Ａ　市園芸センター　　　　　Ｂ　県立植物園
Ｃ　市産業振興センター　　　Ｄ　花夢里にいつ

問48 矢印が示す小路の名前は何か。 Ａ　新津屋小路　　　Ｂ　新川小路
Ｃ　鍛冶小路　　　　Ｄ　坂内小路

問49 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50 村上藩の大庄屋として８ヵ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51 新潟市中央区東大畑通のカトリック教会近くに、かつて
大きな池があり、市民に親しまれた。何という名の池か。

Ａ　ひょうたん池　　　Ｂ　じゅんさい池
Ｃ　異人池　　　Ｄ　北山池

問52 江戸時代末期から昭和にかけて、「越後の毒消し売り」
が全国的に知られたが、その始まりは次のうちのどこ
か。

Ａ　東区松浜　　　　　Ｂ　西蒲区角海浜
Ｃ　西区四ツ郷屋　　　Ｄ　南区月潟

問53 秋葉区の菩提寺山は寺の名前が由来とされるが、だれ
が建立したと伝えられているか。

Ａ　弘法大師　　　Ｂ　親鸞　　　Ｃ　木喰上人
Ｄ　日蓮

問54 写真は次のうち、どの神楽に使われるか。 Ａ　木津神楽　　　Ｂ　高千穂神楽
Ｃ　棧俵神楽　　　Ｄ　徳俵神楽

問55 1869（明治２）年に信濃川左岸の河口近くに建てられ、当
時、俗に運上所と呼ばれた建物は何か。

Ａ　旧新潟税関庁舎　　　Ｂ　旧第四銀行住吉
町支店
Ｃ　新潟県政記念館　　　Ｄ　燕喜館

問56 長野、新潟両県を流れ、新潟市で日本海に注ぐ日本一
の長さを誇る信濃川の長さは、どれぐらいか。

Ａ　約268キロメートル　　　　Ｂ　約322キロメー
トル
Ｃ　約367キロメートル　　　　Ｄ　約396キロメー
トル

問57 1873（明治６）年に国から公園の指定を受け、日本最初
の公園の１つといわれる市内の公園はどこか。

Ａ　西海岸公園　　　Ｂ　鳥屋野潟公園
Ｃ　弁天公園　　　　Ｄ　白山公園
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問58 北区にある福島潟のほぼ半分をヨシが占めている。この
ヨシを使った特産品は何か。

Ａ　ヨシ潟すだれ　　　Ｂ　ヨシ恋人形
Ｃ　ヨシあし和紙　　　Ｄ　ヨシかご

問59 1886（明治19）年に架けられた初代萬代橋の長さは約
782メートルだった。当時、日本で何番目に長かったか。

Ａ　１番目　　　Ｂ　２番目　　　Ｃ　３番目　　　Ｄ
４番目

問60 全国の地ビール第１号として1995（平成７）年に発売され
た新潟市産のビールは何か。

Ａ　新潟ビール　　　　Ｂ　日本海夕陽ビール
Ｃ　エチゴビール　　　Ｄ　スワンレイクビール

問61 1992（平成４）年に制定された新潟市都市景観条例で、
1995（平成７）年に第１回新潟市都市景観大賞を受賞し
たのは何か。

Ａ　新潟県政記念館　　　　　Ｂ　白山公園
Ｃ　新潟カトリック教会　　　Ｄ　萬代橋

問62 幅約５メートルの歩道が設けられ、両岸にエレベーター
が設置されているなど、バリアフリーが考慮されたのは
何橋か。

Ａ　千歳大橋　　　Ｂ　ござれや阿賀橋
Ｃ　平成大橋　　　Ｄ　柳都大橋

問63 市に伝わる伝説で、信濃川を眷属（親族や家来）を連れ
て遡上し、王瀬長者の命を奪ったというオオスケと妻のコ
スケは、いったい何の魚か。

Ａ　コイ　　　Ｂ　アユ　　　Ｃ　ウナギ　　　Ｄ　サ
ケ

問64 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65 かつて信濃川の渡し場としてにぎわい、渡馬町と呼ばれ
る土地に、洪水で死んだ馬を供養する渡馬町馬頭観音
がある。どの地区か。

Ａ　白根地区　　　Ｂ　小須戸地区　　　Ｃ　黒
埼地区　　　Ｄ　中之口地区

問66 明治から昭和にかけた新潟市を代表する商家の邸宅の
一部が、白山公園内に移築・再建された。建物の名は何
か。

Ａ　砂丘館　　　Ｂ　燕喜館　　　Ｃ　新津記念
館　　　Ｄ　旧小沢邸

問67 角田山は、豊富な山野草で知られているが、早春に咲く
花で、カタクリともう１つ、登山愛好者に人気のある花は
何か。

Ａ　カンゾウ　　　Ｂ　ヒメサユリ　　　Ｃ　ツツジ
Ｄ　雪割草

問68 月潟地区の伝統芸能「角兵衛獅子」をモデルにした歌謡
曲「越後獅子の唄」を歌った歌手はだれか。

Ａ　島倉千代子　　　Ｂ　三波春夫　　　Ｃ　美
空ひばり　　　Ｄ　小林幸子

問69 大ヒットした「千の風になって」の訳詞と作曲を担当した
のは、中央区出身の作家。芥川賞を受賞したことでも知
られるこの作家はだれか。

Ａ　藤沢周　　　Ｂ　新井満　　　Ｃ　関川夏央
Ｄ　大庭みな子

問70 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71 白根大凧合戦では、中ノ口川の両岸から大凧を揚げ、空
中でからめて川に落とし、相手の凧綱が切れるまで引き
合う。大凧の大きさはどのくらいか。

Ａ　10畳　　　Ｂ　16畳　　　Ｃ　24畳　　　Ｄ　30
畳

問72 ＪＲ新潟駅を発着点として、新潟市中心部をめぐる観光
循環バスの車体には、漫画のキャラクターが大きく描か
れている。「ドカベン号」ともう１つは何か。

Ａ　「ニャロメ号」　　　Ｂ　「あぶさん号」
Ｃ　「犬夜叉号」　　　　Ｄ　「おそ松号」

問73 新潟市には多様な技術を集めた国指定の伝統的工芸品
「新潟漆器」がある。その中の「竹塗」とはどのような漆器
か。

Ａ　竹を編んで漆を塗り上げた
Ｂ　竹皮を漆で張った
Ｃ　竹の節目そっくりに塗り上げた
Ｄ　竹を細く割って接着して塗った

問74 新潟市の魅力を全国各地でＰＲする「ポートクイーン新
潟」は、2010（平成22）年から、男性も応募できるようにし
て名称を変更したが、何と呼ばれるようになったか。

Ａ　にいがた広報大使　　　Ｂ　新潟観光親善
大使
Ｃ　港にいがた大使　　　　Ｄ　柳都にいがた大
使

問75 新潟みなとトンネルは信濃川河口の河底トンネルだが、
両岸には、山の下、入船の両みなとタワーがそびえてい
る。タワー建設の本来の目的は何か。

Ａ　河口のシンボル　　　　Ｂ　展望スポット
Ｃ　沈埋函の吊り下げ　　　Ｄ　トンネル内の換
気

問76 毎年６月に西蒲区で開かれ、ちょうちんが連なった竿燈
を若衆が担いで商店街を練り歩く「やかた竿燈」を、最大
の呼び物にする祭りは何か。

Ａ　まき夏まつり　　　Ｂ　越後にしかわ時代激
まつり
Ｃ　西川まつり　　　　Ｄ　和納十五夜まつり

問77 1877（明治10）年に新潟町で創刊され、尾崎行雄が主筆
を務めたこともある本格的な日刊新聞は何か。

Ａ　北湊新聞　　　Ｂ　新潟新聞　　　Ｃ　新潟
毎日新聞　　　Ｄ　新潟日報

問78 秋葉区はサツキやツツジの産地だが、日本のツツジが
西洋に渡り、観賞用に改良され、逆輸入されたのは何
か。

Ａ　チューリップ　　　Ｂ　アザレア　　　Ｃ　シャ
クナゲ　　　Ｄ　ボタン
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問79 1897（明治30）年11月、現在の信越本線のルーツとなる
一ノ木戸（三条）―沼垂（新潟）間の鉄道が開通した。運
営していた鉄道会社はどこか。

Ａ　越後鉄道　　　Ｂ　蒲原鉄道　　　Ｃ　北越
鉄道　　　Ｄ　信越鉄道

問80 「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七不思議が
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81 白根地区での栽培が盛んで、「あかつき」「日の出」など
の名がある果物は何か。

Ａ　柿　　　Ｂ　梨　　　Ｃ　栗　　　Ｄ　桃

問82 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
どれのことか。

Ａ　ハクサイ　　　Ｂ　ニンジン　　　Ｃ　キャベツ
Ｄ　サツマイモ

問83 斜線の区は何区か。 Ａ　東区　　　　Ｂ　南区
Ｃ　秋葉区　　　Ｄ　江南区

問84 江南区の亀田地区を発祥の地とし、市食と花の銘産品
（旧園芸銘産品）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85 2009（平成21）年７月、一部を改装して坂口安吾の資料
を展示公開する「安吾　風の館」を開館した中央区西大
畑町の建物は何か。

Ａ　北方文化博物館分館　　　Ｂ　砂丘館
Ｃ　旧斎藤家別邸　　　　　　Ｄ　旧市長公舎

問86 江戸時代中期から月潟地区でつくられている手打ち刃物
は、切れ味、耐久性に優れた特産品として知られる。そ
の刃物は何か。

Ａ　ナタ　　　Ｂ　ノミ　　　Ｃ　クワ　　　Ｄ　カマ

問87 丘陵地が中心の公園で、展望台や仏塔型平和塔、野外
音楽堂、日本庭園、木もれ陽の遊歩道などがあるのは、
次のうちのどれか。

Ａ　大沢森林公園　　　Ｂ　花と緑のシンボル
ゾーン
Ｃ　秋葉公園　　　　　Ｄ　石油の里公園

問88 ダイヤモンド社を創立し、経済雑誌を発刊した白根地区
ゆかりの実業家はだれか。

Ａ　加藤清二郎　　　Ｂ　池田恒雄　　　Ｃ　大
橋佐平　　　Ｄ　石山賢吉

問89 秋から冬にかけて、国の天然記念物に指定されているオ
オヒシクイが5,000羽以上も飛来することで知られる潟湖
はどこか。

Ａ　鳥屋野潟　　　Ｂ　佐潟　　　Ｃ　福島潟
Ｄ　上堰潟

問90 代表的な品種として「長寿梅」「黒潮」「世界一」などがあ
り、新潟市食と花の銘産品に指定されている花木とは何
か。

Ａ　ツツジ　　　Ｂ　ボタン　　　Ｃ　シャクナゲ
Ｄ　ボケ

問91 昭和30年代に大きな社会問題となった旧新潟市地域の
地盤沈下の原因とされたのは何か。

Ａ　天然ガス採取による地下水のくみ上げ
Ｂ　地震による液状化現象
Ｃ　新潟港しゅんせつの影響
Ｄ　消雪パイプによる地下水のくみ上げ

問92 「みなとぴあ」（新潟市歴史博物館）の敷地内に、1927
（昭和２）年に建てられた洋風建築が移築され、レストラ
ンとして活用されている。元は何に使われていた建物
か。

Ａ　証券取引所　　　Ｂ　ホテル　　　Ｃ　写真館
Ｄ　銀行

問93 中央区の信濃川左岸下流域には、かつて縦横に堀が
走っていたが、堀と堀が交差している場所に４本の橋が
架けられているところもあった。この橋をなんといったか。

Ａ　辻橋　　　Ｂ　十字橋　　　Ｃ　田の字橋
Ｄ　四つ橋

問94 1964（昭和39）年の新潟国体を成功させるため、新潟市
は愛市運動に取り組んだ。その結果、名付けられたこの
国体の別名とは、次のうちのどれか。

Ａ　美化国体　　　Ｂ　整備国体　　　Ｃ　清掃
国体　　　Ｄ　市民国体

問95 中国黒竜江省三江平原の土地改良事業などを通して、
新潟市とハルビン市の友好都市提携に貢献した元亀田
郷土地改良区理事長はだれか。

Ａ　佐野藤三郎　　　Ｂ　岡田正平　　　Ｃ　村
田三郎　　　Ｄ　渡辺浩太郎

問96 船乗り相手の遊女が、願懸け高麗犬を回し、西向きにし
て祈ると、西風が吹いて出航できなくなると信じられてい
た。この高麗犬で有名な湊稲荷神社の別名は何か。

Ａ　足止め稲荷　　　Ｂ　戻ってこい稲荷
Ｃ　道楽稲荷　　　　Ｄ　お願い稲荷

問97 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98 1889（明治22）年４月に市制・町村制が施行されて新潟
市も誕生したが、その時の市の面積は約12.2平方キロ
メートルだった。現在の面積は、当時のおよそ何倍に
なったか。

Ａ　10倍　　　Ｂ　30倍　　　Ｃ　60倍　　　Ｄ　100
倍
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問99 新潟市の８つの行政区を、それぞれを代表的な「食―伝
統工芸―寺社・史跡」の組み合わせで説明する場合、秋
葉区を示すのは次のうちのどれか。

Ａ　きりあえ―鯛車―種月寺
Ｂ　三色だんご―しのぶ細工―子育延命地蔵
尊
Ｃ　雪下カンラン―花ろうそく―大栄寺
Ｄ　くろさき茶豆―砂時計―的場遺跡

問100 戊辰戦争後の1870（明治３）年、西蒲区の巻地区にあっ
た長岡藩の支藩・三根山（峰岡）藩は、苦境に陥っていた
長岡藩に見舞いとして「米百俵」を贈った。この史実を戯
曲にしたのはだれか。

Ａ　芥川龍之介　　　Ｂ　森鴎外　　　Ｃ　夏目
漱石　　　Ｄ　山本有三
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