
第7回　新潟市観光・文化検定　１級
問題
番号

問題 解答

［語句記述問題］
問１ 弘法大師が訪れた際に建立したとされる寺の名前か

ら付けられたと伝わる秋葉区の山は何山か。
菩提寺山

問２ ことし新たに市の「食と花の銘産品」に指定された愛
称「越の雫」という果物は何か。

イチジク
※「いちじく」でも可

問３ 武田信玄の家臣だったが、武田氏滅亡後、西蒲区中
之口地区に落ち着いて開墾に力をつくし、大庄屋と
なったのはだれか。

澤将監（さわしょうげん）
※沢も正解

問４ ことしの春、新潟市で開催された「ラ・フォル・ジュル
ネ」は、ある国をテーマとしていた。その国はどこか。

ロシア

問５ 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６ 新潟奉行川村修就は新潟の代表的な風俗を描いた
「蜑の手振り」という絵巻物を作らせた。６景からなり、
そのうち行列を描いたものが２景あり「新潟湊祭の行
列」ともう一つは何か。

(新潟町の)盆踊り行列

問７ 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（ふじかげせいじゅ）

問８ 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９ 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、
嵐が収まったという。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10 江戸書家番付の１位になったことや、「幕末の三筆」
とうたわれたことで知られ、東区河渡庚に記念館もあ
る西蒲区出身の書家はだれか。

巻菱湖

問11 ことし７月、市内の海岸で、日本海側最北といわれる
アカウミガメの産卵が見られ、一部は市水族館で人
工ふ化させたが、残りは自然ふ化して海へ旅たった。
どこの海岸か。

（北区）太夫浜

問12 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13 国内唯一の鉄道事業者直営工場として、主に首都圏
を走る電車を中心に年間250両のペースで製造して
いる車両メーカーが秋葉区にある。この工場の名前
は何か。

ＪＲ（東日本）新津車両製作所（工場）

問14 江戸期に続いて1894（明治27）年ごろから再びブーム
となり、既に園芸産地だった現在の秋葉区を中心に、
投機的な人気で売買され、社会的な問題にもなった
常緑低木の植物とは何か。

ヤブコウジ（紫金牛）

問15 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16 1938（昭和13）年に完成した建物で、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
定された中央区の建物は何か。

新津記念館
※新津邸、新津記念美術館でも可

問17 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
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問18 西区の緒立温泉近くの緒立八幡宮に首が埋まってお
り、胴が離れた首を求めて鳴く「胴鳴り」や「うなり榎」
など、数々の伝説が残っている妖術を使って越後を
荒らした人物の名前は何か。

黒鳥兵衛（くろとりひょうえ）

問19 1903（明治36）年ごろ、フランスから苗木を取り寄せて
栽培が始まった「ル　レクチエ」は、本県特産の果物
で、南区東萱場には「発祥の地」の顕彰碑が建てられ
ている。栽培を始めた人物とはだれか。

小池左右吉

問20 全国のご当地アイドルコンテストでグランプリに輝き、
新潟市を拠点に活動している３人組のローカルアイド
ルグループの名前は何か。

Ｎｅｇｉｃｃｏ、ねぎっこ、ネギッコ

問21 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22 西区笠木の新田清掃センターに併設されている施設
で、ごみ焼却の余熱を利用した人工温泉や、一周約
60メートルの流水プールなどがある「市ふれあい健康
センター」の愛称は何か。

アクアパーク（にいがた）

問23 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24 北越の古禅林として多くの禅匠を輩出、修行僧が休
むことなく寒行を続ける曹洞宗の大道場で、境内には
芭蕉の「いざゆかん雪見に転ぶ所まで」の句碑があ
る江南区沢海の寺の名前は何か。

大栄寺

問25 「良寛を絵で描き表すこと、これが私の天職である」
と、中央区東大畑通の長屋を画室に、清貧に甘んじ
ながら、1958（昭和33）年に没するまでに１万点にも
及ぶ良寛画を残した画家はだれか。

こしの千涯

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
※「十全ナス」でも可

問27 1917（大正６）年秋、日本列島を襲った台風は全国各
地に大きな被害をもたらした。新潟市では、信濃川右
岸の堤防補修工事現場が200メートル余りにわたって
決壊。被災者は５万人余りに達した。この大洪水は何
と呼ばれるか。

曽川切れ

問28 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29 江戸時代に始まり農家の普段着や作業着に使われ
てきた伝統的な木綿織物が江南区に残っている。最
盛期の大正時代には600を超える業者が生産し、紺
や赤を基調とする落ち着いた縞模様が特徴の織物の
名前は何か。

亀田縞

問30 1908（明治41）年に制定された新潟市の市章に使わ
れているデザインは、開港五港を表す漢数字の「五」
と「雪環」と、もう一つは何か。

錨（いかり）

問31 新潟高等女学校（現新潟中央高）の音楽教師として
赴任した犬童球渓は、1907（明治40）年に、今も歌い
継がれる唱歌を作詞した。文化庁などが選定した「日
本の歌百選」にも選ばれ、同校に詩碑がある曲は何
か。

「旅愁」
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問32 秋葉区の阿賀野川と小阿賀野川が交わる場所に、水
位差のある両川を船が往来できるよう、２枚のゲート
を開け閉めする「水のエレベーター」と呼ばれる閘門
がある。それはどこか。

満願寺

問33 雪をかぶると甘みを増す小松菜の一種で、中央区鳥
屋野地区女池を中心に栽培される女池菜は、その
昔、中央区流作場から種を持ち帰って伝えたといわ
れ、流作場一帯の開拓者の名前を取った別の呼び名
があった。それは何か。

玄的菜、げんてき菜、げんとき菜

問34 中央区の神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
※「浮き」、「み」なども可

問35 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。

新潟雪子

問36 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37 慶応年間に開業した鮮魚仲買商から宴会・仕出し料
理業に転じ、1935（昭和10）年に完成した珍しい木造
３階建て本館が、特徴ある料亭建築として評価され、
2003（平成15）年に登録有形文化財の指定を受けた
中央区本町通にある料亭の名前は何か。

大橋屋

［穴埋め記述問題］
問38～
39

新潟市には難読地名がいくつもあるが、児池（38）、
田家（39）の正しい読み方を書きなさい。

（３８）ちごいけ
（３９）たい

問40～
41

中央区の護国神社境内に歌碑のある北原白秋作詞
の童謡「砂山」は、浜を飛び交う（40）や広がる（41）の
原っぱの情景を作詞したものである。

（４０）雀、スズメ
（４１）茱叟（ぐみ）、グミ

問42～
43

中央区東大畑通にある（42）は、地上約20メートルの
２つの尖塔をもつ木造の聖堂で、1927（昭和２）年の
建設当時、（43）池に映る姿は異国情緒あふれる風
景として親しまれた。新潟市の都市景観賞も受賞して
いる。

（４２）新潟カトリック教会（４３）異人

問44～
45

新潟県庁に近い千歳大橋の欄干には、會津八一と
（44）の短歌パネルがあり、歩道のバルコニーには新
潟県民歌と（45）の歌詞が刻まれている。

（４４）川村修就（４５）新潟市民歌

問46～
47

1999（平成11）年に廃線となった新潟交通電車線の
旧（46）駅は、今も駅舎が残っていて、ラッセル車など
が展示され、駅前にはこの土地に伝わる郷土芸能を
テーマにした歌謡曲（47）の歌碑が建っている。

（４６）月潟（４７）「越後獅子の唄」

問48～
49

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（48）だった。そのことは、927（延
長５）年に完成した（49）に記載されている。

（４８）蒲原津（かんばらのつ）（４９）延喜式（えん
ぎしき）
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問50～
51

昨年から本格的な発掘調査が進められている秋葉区
の国指定史跡「古津八幡山遺跡」一帯で、「古津八幡
山古墳」が直径が約60メートルの（50）墳であることが
分かり、西蒲区にある全長約54メートルの前方後円
墳・（51）を上回る県内最大の古墳だと裏付けられ
た。

（５０）円（５１）菖蒲塚古墳

問52～
53

「マンガ都市」を発信するため、新潟市などの実行委
員会が主催して昨年２月に古町などで初めて行われ
11月に３回目を迎えた「にいがたアニメ・マンガフェス
ティバル」は、「新潟国際アニメ・マンガフェスティバ
ル」と（52）、（53）の３つの関連イベントを統合したもの
である。

にいがたマンガ大賞、ガタケット

問54～
55

初代萬代橋を描いた画家五姓田芳柳の風景画は、
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（54）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
（55）である。

（５４）高浜虚子（５５）北原白秋

［語句記述問題］
問56～
57

市内にある国指定の天然記念物を２つ挙げなさい。 鳥屋野の逆ダケの藪、月潟の類産ナシ
※２つしかない。逆竹、逆さ竹、梨、「の藪」なしも
可

問58～
60

新潟駅には上越新幹線のほか、ＪＲの鉄道路線が３
本入っている。その線名を書きなさい。

越後線、白新線、信越本線
※「本」がなくても正解

問61～
62

市内には３か国の総領事館があるが、ほかに名誉領
事館と呼ばれる国が２か国ある。どことどこか。

フランス、モンゴル

問63～
64

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65～
67

市内にある国指定重要文化財の建造物を３つ挙げな
さい。

旧笹川家住宅、萬代橋、県議会旧議事堂（県政
記念館）、旧新潟税関庁舎、種月寺本堂（種月
寺）

問68～
70

新潟港は明治初めに開港したが、新潟町に直接、領
事館を設置したのはイギリス、ドイツ、オランダ、アメ
リカの４か国だった。だが、これら各国の領事は、他
国の領事事務も委託されていた。委託した国名を３つ
挙げなさい。

フランス、オーストリア・ハンガリー、ロシア、イタ
リア

［短文記述問題］
問71～72
① 「渟足柵」とは何か。150字以内で説明しなさい。 日本書紀。大和朝廷。越国。軍事施設。阿賀野

川右岸河口付近。蝦夷

② 棧俵神楽とは何か。150字以内で説明しなさい。 ①江南区木津の賀茂神社の奉納神楽②水害続
きで困窮の村。本格的な獅子頭が作れなかった
③１８９７（明治３０）年ごろ、１人の若者が余興に
棧俵（さんばいし）２枚と蚊帳（かや）で神楽舞を
踊って人気を得、それを契機に考案された④目
はナス、鼻はカボチャ、髪は熊桿（くまびえ）を使
い、歯は竹を割って組み合わせ、金紙を張る⑤
毎年作り、奉納後は川に流される
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③ 「鯛車」とは何か。150字以内で説明しなさい。 ①江戸時代末期から西蒲区巻地区に伝わる②
竹と和紙でできた郷土玩具。台車付きの鯛の形
をした提灯のようなもの③中に明かりをともし、
お盆に子どもたちが家の周辺などで引いて歩い
た④昭和初期には子どもの数だけ作ったといわ
れるが、一時途絶えた⑤まちづくりとして復活。
２０１１（平成２３）年、「鯛の蔵」がオープンし、市
民団体「鯛車復活プロジェクト」が「第４回ティファ
ニー財団賞」の伝統文化振興賞を受賞。

④ 「新潟明和事件」とは何か。150字以内で説明しなさ
い。

①１７６８（明和５）年。江戸中期。長岡藩が新潟
町に１５００両の御用金を賦課②延納を嘆願しよ
うとした涌井藤四郎ら主だった町民が投獄され、
怒った町民約１０００人が町役人の家や米問屋
を打ち壊すなど決起③釈放された涌井は、新潟
町総代として約２か月間、自治を行う④その後、
長岡藩による取り調べにより、涌井、岩船屋佐
次兵衛が斬首刑になる⑤白山公園の「明和義
人顕彰之碑」。火坂雅志原作のミュージカル。

⑤ 「角兵衛獅子」とは何か。150字以内で説明しなさい。 旧月潟村。江戸時代。大道芸。諸国行脚。越後
獅子。美空ひばり。保存会。

5


