
第7回　新潟市観光・文化検定　３級
問題
番号

問題 解答

問１ 朱鷺メッセを設計した建築家はだれか。 Ａ　槇文彦　　　Ｂ　安藤忠雄　　　Ｃ　磯崎新
Ｄ　黒川紀章

問２ 斜線の区は何区か。 Ａ　東区　　　　Ｂ　南区
Ｃ　秋葉区　　　Ｄ　江南区

問３ 初代萬代橋が竣工したのはいつか。 Ａ　1886（明治19）年　　　Ｂ　1897（明治30）年
Ｃ　1914（大正３）年　　　Ｄ　1929（昭和４）年

問４ 新潟市内で最も高いのは何山か。 Ａ　弥彦山　　　Ｂ　多宝山　　　Ｃ　角田山
Ｄ　菩提寺山

問５ 中之口地区が生んだ郷土の英雄、名横綱といえばだれ
か。

Ａ　双葉山　　　Ｂ　照国　　　Ｃ　羽黒山　　　Ｄ
太刀山

問６ 市内には４年制の大学がいくつあるか。 Ａ　３　　　Ｂ　６　　　Ｃ　８　　　Ｄ　10
問７ 新潟市が政令指定都市になったのはいつか。 Ａ　1991（平成３）年　　　Ｂ　1998（平成10）年

Ｃ　2003（平成15）年　　　Ｄ　2007（平成19）年
問８ 下越地方で知られる次の名水のうち、新潟市にあるの

はどれか。
Ａ　どっぱら清水　　　Ｂ　弘法清水
Ｃ　大沢清水　　　　　Ｄ　どっこん水

問９ 戦争中、新潟市に疎開し、後に「北国の春」など数々の
ヒット曲を生み出した作曲家はだれか。

Ａ　たかたかし　　　Ｂ　遠藤実　　　Ｃ　吉田正
Ｄ　倉若晴生

問10 毎年３月に日本ボケ展が開催され、ボケの特産地として
知られるのはどこか。

Ａ　新津地区　　　Ｂ　小須戸地区　　　Ｃ　西
川地区　　　Ｄ　岩室地区

問11 晩生の食用菊の品種で、赤紫色の花を咲かせる菊の名
前は何か。

Ａ　にじのつかさ　　　Ｂ　むすめざかり
Ｃ　しまにしき　　　　Ｄ　かきのもと

問12 江戸時代からの老舗料亭・鍋茶屋の名前の由来となっ
た鍋料理は何か。

Ａ　さけ鍋　　　Ｂ　すっぽん鍋　　　Ｃ　かも鍋
Ｄ　かき鍋

問13 新潟市出身で「うる星やつら」などの作品で知られる漫
画家はだれか。

Ａ　高野文子　　　　Ｂ　近藤ようこ
Ｃ　魚喃キリコ　　　Ｄ　高橋留美子

問14 ７月１日の祭礼の夜に宮司が下越地方の稲作の豊凶を
占う「お託宣」が行われる神社はどこか。

Ａ　白山神社　　　Ｂ　護国神社　　　Ｃ　蒲原
神社　　　Ｄ　諏訪神社

問15 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16 日本で10番目のラムサール条約湿地となったのはどこ
か。

Ａ　佐潟　　　Ｂ　福島潟　　　Ｃ　鳥屋野潟
Ｄ　鎧潟

問17 船主や船頭が奉納した28の模型和船が拝殿に納められ
ている神社はどこか。

Ａ　蒲原神社　　　　　Ｂ　日和山住吉神社
Ｃ　金刀比羅神社　　　Ｄ　湊稲荷神社

問18 写真は県立図書館の敷地内にある「一二三いろは」碑で
ある。作者はだれか。

Ａ　良寛　　　　　Ｂ　會津八一
Ｃ　相馬御風　　　Ｄ　吉野秀雄

問19 新津地区は鉄道の町として知られるが、新津駅で売り出
されて人気の出ただんごは何か。

Ａ　三色だんご　　　　Ｂ　継続だんご
Ｃ　黒ごまだんご　　　Ｄ　笹だんご

問20 政令指定都市を記念して、新たに制定された新潟市の
花は何か。

Ａ　ツツジ　　　　　　Ｂ　ユリ
Ｃ　チューリップ　　　Ｄ　オオマツヨイグサ

問21 南区味方地区出身の医学者・平澤興が総長を務めた大
学はどこか。

Ａ　東京大学　　　Ｂ　京都大学　　　Ｃ　早稲
田大学　　　Ｄ　日本大学

問22 新潟の郷土料理「いとこ煮」でレンコンと一緒に煮込む豆
は何か。

Ａ　小豆　　　Ｂ　黒豆　　　Ｃ　大豆　　　Ｄ　隠
元豆

問23 江戸時代から伊藤家が世襲していた「水戸教」とは何の
ことか。

Ａ　宗教団体　　　Ｂ　学校（塾）　　　Ｃ　水先
案内　　　Ｄ　無尽講

問24 信濃川を運航している水上バス「信濃川ウォーターシャ
トル」の最上流発着場はどこか。

Ａ　県庁前　　　　　　　Ｂ　本川大橋
Ｃ　新潟ふるさと村　　　Ｄ　りゅーとぴあ

問25 現在の萬代橋の特徴の１つはアーチ形式だが、この
アーチは何連か。

Ａ　４連　　　Ｂ　６連　　　Ｃ　８連　　　Ｄ　10連
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問26 新潟市が初めて姉妹都市を提携した米国の都市はどこ
か。

Ａ　シアトル　　　　　　　Ｂ　ガルベストン
Ｃ　ニューオーリンズ　　　Ｄ　ボストン

問27 初代新潟奉行・川村修就の像が市内にある。どこにある
か。

Ａ　白山公園　　　　Ｂ　ＪＲ新潟駅構内
Ｃ　西海岸公園　　　Ｄ　新潟大神宮

問28 次に挙げる市町のうち、境界線が新潟市に隣接してい
ないのはどこか。

Ａ　長岡市　　　Ｂ　田上町　　　Ｃ　見附市
Ｄ　新発田市

問29 新潟市を見下ろす次の展望施設のうち、最も高いのは
どこか。

Ａ　新潟県庁舎　　　　Ｂ　朱鷺メッセ
Ｃ　日本海タワー　　　Ｄ　ＮＥＸＴ21

問30 1843（天保14）年、新潟町は幕府領となったが、それ以
前は何藩の領地だったか。

Ａ　新発田藩　　　Ｂ　村上藩　　　Ｃ　長岡藩
Ｄ　村松藩

問31 次に挙げる都市の中で新潟市とほぼ同じ緯度にあるの
はどこか。

Ａ　北京　　　Ｂ　ローマ　　　Ｃ　マドリード
Ｄ　サンフランシスコ

問32 明治時代から栽培され、新潟市の食と花の銘産品にも
指定されている女池菜は何の仲間か。

Ａ　野沢菜　　　Ｂ　小松菜　　　Ｃ　高菜　　　Ｄ
水菜

問33 政令指定都市を記念して、新たに制定された新潟市の
木は何か。

Ａ　雪椿　　　Ｂ　柳　　　Ｃ　松　　　Ｄ　桜

問34 市内各行政区のうち、人口が１番多いのは中央区。で
は、２番目に多い区はどこか。

Ａ　秋葉区　　　Ｂ　東区　　　Ｃ　西区　　　Ｄ
江南区

問35 新潟市には川同士が立体交差しているところがある。何
川と何川か。

Ａ　小阿賀野川と阿賀野川　　　Ｂ　小阿賀野
川と信濃川
Ｃ　中ノ口川と信濃川　　　　　Ｄ　西川と新川

問36 福島潟は、ある大型渡り鳥の国内最大の越冬地として
知られている。その鳥は何か。

Ａ　オオハクチョウ　　　Ｂ　マガン
Ｃ　オオヒシクイ　　　　Ｄ　オシドリ

問37 次の県人研究者のうち、チューリップと雪椿の研究で知
られ、「花博士」と呼ばれたのはだれか。

Ａ　坂口謹一郎　　　Ｂ　馬場金太郎　　　Ｃ
諸橋轍次　　　Ｄ　萩屋薫

問38 1964（昭和39）年の新潟地震で全国から寄せられた義援
金の一部を使って建てられた施設は何か。

Ａ　新潟県立図書館　　　　　Ｂ　新潟県民会
館  Ｃ　新潟市音楽文化会館　　　Ｄ　新潟市
体育館

問39 老舗料亭・行形亭と旧新潟刑務所跡地との間にある小
路の名前は何か。

Ａ　思案小路　　　　　　Ｂ　新津屋小路
Ｃ　ピンチャン小路　　　Ｄ　地獄極楽小路

問40 葉が直径２メートル以上にもなる水生植物オニバスの日
本の北限の自生地が新潟市にある。どこか。

Ａ　上堰潟　　　Ｂ　佐潟　　　Ｃ　鳥屋野潟
Ｄ　福島潟

問41 ＪＲの新潟－会津若松間を走っている「ＳＬばんえつ物
語」号の機関車の型式は何か。

Ａ　Ｄ51　　　Ｂ　Ｃ11　　　Ｃ　Ｃ57　　　Ｄ　Ｃ56

問42 戊辰戦争に敗れて窮乏する長岡藩に見舞いとして「米百
俵」を贈った三根山藩があった地区はどこか。

Ａ　小須戸地区　　　Ｂ　巻地区　　　Ｃ　横越
地区　　　Ｄ　西川地区

問43 八珍柿ともいわれる樹齢約300年の「平核無柿」の原木
が残っている地区はどこか。

Ａ　新津地区　　　Ｂ　巻地区　　　Ｃ　中之口
地区　　　Ｄ　白根地区

問44 江戸時代に人気のあった伝統芸能の角兵衛獅子を、現
在も受け継いでいるのはどの地区か。

Ａ　味方地区　　　Ｂ　黒埼地区　　　Ｃ　月潟
地区　　　Ｄ　中之口地区

問45 市の園芸銘産品（現・市食と花の銘産品）の第１号に指
定された「阿賀に咲く、白の貴婦人」と呼ばれる花は、何
の仲間か。

Ａ　ボタン　　　Ｂ　ムクゲ　　　Ｃ　新テッポウ
ユリ　　　Ｄ　ツツジ

問46 「幕末の三筆」に数えられ、その書体が今も将棋の駒に
使われている新潟市出身の書家はだれか。

Ａ　館柳湾　　　Ｂ　亀田鵬斎　　　Ｃ　巻菱湖
Ｄ　竹内式部

問47 江戸時代に誕生した大道見世物で、新潟市西蒲区巻に
今も保存されている有形民俗文化財は何か。

Ａ　のぞきからくり　　　Ｂ　からくり人形芝居
Ｃ　からくり灯籠　　　　Ｄ　からくり的

問48 政府が市制・町村制を公布したのは1888（明治21）年だ
が、新潟市が誕生したのはいつか。

Ａ　1877（明治10）年　　　Ｂ　1889（明治22）年
Ｃ　1898（明治31）年　　　Ｄ　1913（大正２）年

問49 新潟競馬場には日本一長い芝の直線コースがある。名
物コースの距離は何メートルか。

Ａ　600メートル　　　　Ｂ　800メートル
Ｃ　1,000メートル　　　Ｄ　1,600メートル
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問50 1872（明治５）年、当時の新潟町中心部で、計275基の街
灯に明かりがともった。光源は何だったか。

Ａ　ガス　　　Ｂ　石油　　　Ｃ　電気　　　Ｄ　ろ
うそく

問51 平成の大合併で、新潟市と合併しなかった近隣の町村
がいくつかある。次のうちではどこか。

Ａ　岩室村　　　Ｂ　月潟村　　　Ｃ　聖籠町
Ｄ　小須戸町

問52 良寛と交流があった僧の有願が住んでいた円通庵は何
区にあるか。

Ａ　西蒲区　　　Ｂ　江南区　　　Ｃ　南区　　　Ｄ
西区

問53 新潟市の護国神社近くの西海岸公園にある坂口安吾碑
には、何と刻まれているか。

Ａ　ふるさとは語ることなし　　　Ｂ　あちらこち
ら命がけ
Ｃ　花の下には風吹くばかり　　　Ｄ　風と光と
二十の私と

問54 白根大凧合戦は、中ノ口川を挟んで両岸から凧を揚げ、
からめて引き合う。その勝負の決め方は何か。

Ａ　凧を川に落とす　　　Ｂ　綱を切る
Ｃ　凧を壊す　　　　　　Ｄ　引き寄せる

問55 画家で詩人の蕗谷虹児が作詞した「花嫁人形」の歌碑
が新潟市内にある。その場所はどこか。

Ａ　西大畑公園　　　Ｂ　白山公園　　　Ｃ　イタ
リア軒横　　　Ｄ　寄居浜

問56 2012（平成24）年３月、新潟空港に初めて就航した国内
航空路線は、次のうちのどれか。

Ａ　成田線　　　Ｂ　広島線　　　Ｃ　千歳線
Ｄ　沖縄線

問57 信濃川と中ノ口川によって育まれた肥沃な農地が広が
り、果樹栽培が盛んな区はどこか。

Ａ　西区　　　Ｂ　江南区　　　Ｃ　秋葉区　　　Ｄ
南区

問58 高さ約4.5メートル、重さ約800キロの岩をかたどった大岩
万燈を担ぎ、威勢よくぶつけ合うまつりはどれか。

Ａ　小須戸喧嘩燈籠まつり　　　Ｂ　西川まつり
Ｃ　にいつ夏まつり　　　　　　Ｄ　かめだ祭り

問59 新潟市で日本海に注ぎ、新潟、長野両県を流れる全長
367キロメートルの信濃川の源流はどこか。

Ａ　浅間山　　　Ｂ　甲武信ケ岳　　　Ｃ　八ケ
岳　　　Ｄ　乗鞍岳

問60 源義経が身を隠したと伝えられている「判官舟かくし」と
呼ばれる市指定文化財の海食洞穴はどこにあるか。

Ａ　角海浜　　　Ｂ　角田浜　　　Ｃ　浦浜海岸
Ｄ　田ノ浦海岸

問61 市の食と花の銘産品に指定されているナガイモを皮に
使った「とろろ饅頭」は、どこの土産品か。

Ａ　横越地区　　　Ｂ　新津地区　　　Ｃ　豊栄
地区　　　Ｄ　白根地区

問62 敷地内の庭園の一部が「もみじ園」と呼ばれ、約130種、
約2,000本のモミジが植えられているのはどこか。

Ａ　北方文化博物館分館　　　Ｂ　旧笹川家住
宅
Ｃ　澤将監の館　　　　　　　Ｄ　中野邸美術館

問63 初代横雲橋は木造で明治時代に萬代橋より11年早く竣
工したが、横雲橋は何川にかかっているか。

Ａ　信濃川　　　Ｂ　中ノ口川　　　Ｃ　阿賀野川
Ｄ　新川

問64 開発されたばかりで、2006（平成18）年から仕込みに使
われている新品種の酒造好適米（酒米）とは何か。

Ａ　五百万石　　　Ｂ　山田錦　　　Ｃ　越淡麗
Ｄ　きらら

問65 西蒲区の岩室地区にあり、農林水産省の「農村景観百
選」の１つに選定されているのは、次のうちの何か。

Ａ　かやぶき集落　　　Ｂ　はざ木　　　Ｃ　水車
小屋　　　Ｄ　美田

問66 江南区出身で昭和の初めから戦後にかけて大活躍した
寿寿（々）木米若の職業は何か。

Ａ　落語家　　　Ｂ　浪曲師　　　Ｃ　講談師
Ｄ　狂言師

問67 2005（平成17）年の農林水産統計によると、新潟市の米
の産出額は、市町村別で全国何番目か。

Ａ　１位　　　Ｂ　２位　　　Ｃ　３位　　　Ｄ　４位

問68 画家の井上文昌によって描かれた新潟湊の御城米積み
込み風景の「大船絵馬」が、拝殿に掲げられている神社
はどこか。

Ａ　日和山住吉神社　　　Ｂ　白山神社
Ｃ　蒲原神社　　　　　　Ｄ　金刀比羅神社

問69 市内に県出身の五輪メダリストらスポーツ選手を紹介し
ている「新潟スポーツ展示室」があるが、どこに併設され
ているか。

Ａ　県民会館　　　　Ｂ　ビッグスワンスタジア
ム
Ｃ　朱鷺メッセ　　　Ｄ　エコスタジアム
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問70 全国のご当地アイドルコンテストでグランプリに輝いた、
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
の名前は。

Ａ　むぎわら☆娘　　　　Ｂ　Ｋ・Ｋ・いれぶん
Ｃ　Ｎｅｇｉｃｃｏ　　　Ｄ　美わっ娘。

問71 雪の下で甘みを熟成し、そのまま食べてもうまいと言わ
れる横越地区特産の雪下カンランはどんな野菜か。

Ａ　キャベツ　　　Ｂ　ダイコン　　　Ｃ　ハクサイ
Ｄ　ネギ

問72 1874（明治７）年、信濃川を行き来する蒸気船が初めて
登場し、川蒸気と呼ばれた。河口の新潟とどこまでを結
んでいたか。

Ａ　白根　　　Ｂ　月潟　　　Ｃ　三条　　　Ｄ　長
岡

問73 新潟と両津を結ぶ大型カーフェリー船は、現在、２隻が
運航している。１隻は「おけさ丸」という名前だが、もう１
隻の名前は何か。

Ａ　「ゆめじ丸」　　　　Ｂ　「こさど丸」
Ｃ　「おおさど丸」　　　Ｄ　「こがね丸」

問74 西蒲区の岩室温泉は、ことしから３年間、前年祭と後年
祭を含め、開湯からの年月を記念した祭りを開く。来年、
開湯から何年を迎えるのか。

Ａ　100年　　　Ｂ　300年　　　Ｃ　500年　　　Ｄ
700年

問75 中央区にある旧日本銀行支店長役宅で、現在、美術展
やコンサートなど文化事業に使われている純和風木造
建築は、何と呼ばれているか。

Ａ　砂丘館　　　Ｂ　はまなす館　　　Ｃ　異人館
Ｄ　歴史文化館

問76 1878（明治11）年７月、イギリスの女性旅行家、イザベ
ラ・バードが津川（現阿賀町）から阿賀野川を下って新潟
に着いた。彼女が書いた旅行記の名前は何か。

Ａ　「越の道中」　　　　Ｂ　「東北遊日記」
Ｃ　「日本探訪記」　　　Ｄ　「日本奥地紀行」

問77 市民団体「にいがた花絵プロジェクト」は球根育成のた
めに摘まれてしまう花びらを集めて、花の壁画に仕上げ
ている。その花は何か。

Ａ　チューリップ　　　Ｂ　ユリ　　　Ｃ　スイセン
Ｄ　ダリア

問78 新潟南高校出身の体操選手・加藤澤男は、オリンピック
で日本人歴代最高の金メダル数を獲得した。その数は
いくつか。

Ａ　３個　　　Ｂ　５個　　　Ｃ　８個　　　Ｄ　12個

問79 中央区の西海岸公園など海岸地帯で、かつてはたくさん
あった草花を増やそうと、市民がボランティアで植生活
動を続けている。その草花は、次のうちどれか。

Ａ　スイセン　　　Ｂ　オオマツヨイグサ
Ｃ　ショウブ　　　Ｄ　ハマエンドウ

問80 「新潟まつり」は川開き、開港記念祭、商工祭ともう１つ、
合わせて４つのまつりが合体してスタートした。もう１つ
のまつりは何か。

Ａ　白山まつり　　　Ｂ　蒲原まつり
Ｃ　住吉祭　　　　　Ｄ　沼垂まつり

問81 安政の条約による新潟開港に伴い、開港場としての施
設整備や、開港場にふさわしい街並み整備が進められ
た。次のうちで、最も早く出来たのはどれか。

Ａ　新潟郵便役所　　　　　　　　　　Ｂ　新潟裁
判所
Ｃ　第四国立銀行（現第四銀行）　　　Ｄ　新潟
運上所（後の新潟税関）

問82 1964（昭和39）年の新潟国体を機に県内初のチームが
町（現在の西蒲区）に結成され、現在も県内唯一のジュ
ニアチームがあるスポーツとは何か。

Ａ　水球　　　Ｂ　ソフトボール　　　Ｃ　ハンド
ボール　　　Ｄ　ホッケー

問83 ボタンは秋葉区小合で、ある植物を台木にすることに
よって飛躍的に生産量が増えた。その台木にする植物
の名は何か。

Ａ　シャクヤク　　　Ｂ　ハマナス　　　Ｃ　シャク
ナゲ　　　Ｄ　ボケ

問84 吉田千秋は1915（大正４）年に雑誌「音楽界」に自身が
訳した英詩に作曲した「ひつじぐさ」を発表した。その後、
旧制第三高等学校でこの曲に新たな詩を付けて歌われ
た歌は何か。

Ａ　琵琶湖周航の歌　　　Ｂ　われは海の子
Ｃ　浜辺の歌　　　　　　Ｄ　おぼろ月夜
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問85 1873（明治６）年に開園した白山公園は、池、築山、花木
を配した回遊式庭園である。どこの国の様式を取り入れ
たか。

Ａ　オランダ　　　Ｂ　ロシア　　　Ｃ　中国
Ｄ　トルコ

問86 月経の周期と受胎の関係を明らかにし、画期的な受胎
調節法として世界に認められた論文を発表した新潟市
名誉市民の医師はだれか。

Ａ　荻野久作　　　Ｂ　澤田敬義　　　Ｃ　中田
瑞穂　　　Ｄ　平澤興

問87 全国初の地方お笑い集団として結成され、有志がライブ
やイベント、メディア出演や小、中学校の出前授業で活
動を続け、人気を呼んでいる団体がある。何という名
か。

Ａ　Ｎｏｉｓｍ　　　Ｂ　花夢里　　　Ｃ　ＮＡＭＡＲＡ
Ｄ　うらら

問88 御用金の延納を嘆願した涌井藤四郎の投獄に反発する
町民が、米問屋などを打ち壊し、藤四郎を新潟町総代と
する町政が２カ月間続いた。この事件の名は何か。

Ａ　新潟明和事件　　　Ｂ　慶安の変
Ｃ　越後騒動　　　　　Ｄ　天保の改革

問89 市の有形民俗文化財に指定されている湊稲荷神社の
「願懸け高麗犬」は、遊女の「荒天祈願」で知られる。海
が荒れて船が出港しないように願う遊女たちは、高麗犬
の頭をどの方角に向けて祈ったか。

Ａ　東　　　Ｂ　南　　　Ｃ　西　　　Ｄ　北

問90 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、江
南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91 佐渡汽船はカーフェリーのほかにジェットフォイルで新潟
－両津間を結んでいるが、ジェットフォイル船の名前は、
「ぎんが」、「すいせい」と、もう１つは何か。

Ａ　「すばる」　　　Ｂ　「こだま」　　　Ｃ　「つば
さ」　　　Ｄ　「あさひ」

問92 中央区西船見町の護国神社境内に、北原白秋が作詞し
た童謡「砂山」の歌碑がある。作曲者は２人いるが、中
山晋平ともう１人はだれか。

Ａ　大和田愛羅　　　Ｂ　小山作之助
Ｃ　弘田龍太郎　　　Ｄ　山田耕筰

問93 「千二百七十歩なり露の橋」と高浜虚子が詠んだ木橋
だった萬代橋の長さは、約310メートルの現橋のおよそ
何倍だったか。

Ａ　1.5倍　　　Ｂ　2.5倍　　　Ｃ　４倍　　　Ｄ　５
倍

問94 寛永年間（1624～1643年）にはもう栽培が始まっていた
とされ、現在でも南区で盛んに栽培され、「日の出」「あ
かつき」などの種類がある果物は何か。

Ａ　桃　　　Ｂ　梨　　　Ｃ　栗　　　Ｄ　ぶどう

問95 中央区西大畑町にあった旧制新潟高校の寮から繁華街
へ通じる途中にある坂で、一説ではこの坂を頻繁に下っ
て遊びすぎると落第するといわれた坂の名前は何か。

Ａ　乙女坂　　　Ｂ　ワルツ坂　　　Ｃ　しょうこん
坂　　　Ｄ　どっぺり坂

問96 小正月の縁起物として飾られるまゆ玉飾りの生産は、新
潟市では嘉永年間（1848～54年）のころ、ある地区で始
まったといわれる。今でも作っているその地区はどこか。

Ａ　月潟地区　　　Ｂ　白根地区　　　Ｃ　亀田
地区　　　Ｄ　小須戸地区

問97 1924（大正13）年３月、東京神田で食堂を開いて、後に
はレストラン、ホテルなどの「聚楽」チェーンを築き、「食
堂王」と呼ばれた南区出身の実業家はだれか。

Ａ　大川博　　　Ｂ　石山賢吉　　　Ｃ　樋口顕
嗣　　　Ｄ　加藤清二郎

問98 新潟の文明開化は、路上での立小便禁止・道端での洗
濯物干しの禁止などが盛り込まれた「市中心得書」を出
したことから始まるといわれるが、それを出した県令はだ
れか。

Ａ　平松時厚　　　Ｂ　楠本正隆　　　Ｃ　永山
盛輝　　　Ｄ　篠崎五郎

問99 1934（昭和９）年と1936（昭和11）年の２回、雪崩で雪に
埋もれた主人を助け出したことで知られる五泉市（村松）
の忠犬の像が、新潟市の白山公園やＪＲ新潟駅にある。
その犬の名は、次のうちのどれか。

Ａ　タマ　　　Ｂ　ハチ　　　Ｃ　ポチ　　　Ｄ　タ
ロー
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問100 江南区木津地区にある賀茂神社の神楽は、米俵のふた
の部分２枚を口にし、目はナス、鼻はカボチャを使って獅
子頭を作る。この神楽は何と呼ばれているか。

Ａ　木津神楽　　　Ｂ　高千穂神楽　　　Ｃ　棧
俵神楽　　　Ｄ　徳俵神楽
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