
第8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 新潟市が誕生したのは何年か。 １８８９（明治２２）年

※１８８９年、明治２２年のどちらかでも可
問２ 新潟市食と花の銘産品に果樹や野菜など27品目が

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。

しろねポーク

問３ 中央区にある旧斎藤家別邸や老舗料亭・行形亭の
ある通りは、何という愛称で呼ばれているか。

白壁通り

問４ 中央区神道寺の名刹・佛興寺本堂にある竜などの彫
り物の作者はだれか。

石川雲蝶（うんちょう）

問５ 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６ 市内には良寛の碑がいくつもあるが、中央区の県立
図書館敷地にある碑には何と刻まれているか。

一二三いろは

問７ 1936（昭和11）年、「吉野朝太平記」で直木賞を受賞
した西区出身の作家はだれか。

鷲尾雨工（うこう）

問８ 東池と西池の２つの砂丘湖があり、ホタルの人工飼
育をしている東区の池の名前は何か。

じゅんさい池
※じゅんさい池公園も可

問９ 鳥屋野潟周辺の亀田郷では、深い泥田で稲作が行
われていた。広大な水面に見えた水田地帯は何と呼
ばれたか。

地図にない湖、芦沼
※どちらも正解

問10 弥生時代後期の大規模な高地性環濠集落が発見さ
れた秋葉区の遺跡の名前は何か。

古津八幡山（ふるつはちまんやま）遺跡
※古津なしでも可

問11 新潟明訓高出身の芥川賞作家・新井満の芥川賞受
賞作品は何か。

「尋ね人の時間」

問12 中央区本町通１番町と２番町の間にあり、鋳物師の
家があったのでその名がついたといわれる小路の名
は何か。

銅屋小路

問13 新潟は堀と橋と柳のまちといわれたが、中央区花町
の柾谷小路側に、かつてここにあった橋を記念した
石碑がある。橋の名前は何か。

鏡橋

問14 良寛と深く交流し、多くの書画を残した僧で、晩年は
南区の円通庵で過ごした人物はだれか。

有願（うがん）

問15 1927（昭和２）年に建てられ、ドイツ製のパイプオルガ
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。

新潟カトリック教会

問16 アマゾンや県内など各地の美しい写真を撮り、洞爺
湖サミットでは佐渡の原生林の作品が飾られ、話題
になった西蒲区在住の写真家はだれか。

天野尚（たかし）

問17 西蒲区の上堰潟公園で、ことしも武蔵野美術大学の
学生と地元住民が協力してつくりあげた稲わらの巨
大オブジェを展示するまつりが行われた。このまつり
の前は何か。

わらアートまつり

問18 北京市から約40人の技術者を派遣してもらうなどの
協力を受けて整備した中国庭園をメーンに、日本庭
園も併設する中央区清五郎の市営施設の名前は何
か。

天寿園

問19 秋葉区の菩提寺山のふもとに落差約15メートルの雄
滝と、約７メートルの雌滝がある。かつては山伏の修
行の地、近年では夏の納涼の地として親しまれてい
る滝の名前は何か。

白玉の滝
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問20 新潟市が2014（平成26）年２月の開業を目指し、中央
区鐘木の東京学館新潟高隣の市有地に建設中のス
ポーツ施設は何か。

アイススケート場
※アイスアリーナ、スケートリンクでも可
※新潟アサヒアレックスアイスアリーナ

問21 五穀豊穣を願う周辺地域の人々の信仰を集めてき
た中央区長嶺町の蒲原神社は、またの名で何と呼
ばれるか。

六郎さま（六郎神社）

問22 1924（大正13）年９月、木橋だった２代目萬代橋を
渡った俳人高浜虚子の句碑が、中央区川端町６のホ
テルオークラ新潟前にある。その句を書きなさい。

千二百七十歩なり露の橋
※「一二七〇」でも可

問23 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。

赤バス

問24 中央区東大畑通には、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25 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
※「船」も可

問26 秋葉区は現在でも庭から石油が湧くなど良い飲み水
に恵まれない土地が多いが、新津地区の庄屋長井
久左衛門が発見し、長い間、町民に自由に飲ませた
清水の名前は何か。

幸（さき）清水

問27 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
スとは中田瑞穂、浜口今夜と、もう１人はだれか。

高野素十（すじゅう）

問28 市内では江南区北山池と北区十二潟、それに中央
区鳥屋野潟の３カ所だけに、自然繁殖していることが
確認されている国指定絶滅危惧種の水生植物とは
何か。

アサザ

問29 諸国歴訪中の1852（嘉永５）年に新潟町を訪れ、「縦
横渠あり」「百貨具備す」と、にぎわいぶりを自身の
「東北遊日記」に記した幕末の志士ゆかりの碑が、中
央区の白山神社にある。その志士とはだれか。

吉田松陰

問30 南区の国重要文化財・旧笹川家住宅の隣接地に、と
もに旧味方村出身の教育者で、名誉村民だった宗教
家と医学者の功績を称えるため、遺品を展示してい
る記念館がある。その名前は何か。

曽我・平澤記念館

問31 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32 北東アジアの経済や文化交流の深化を目指し、新潟
市での国際会議やセミナーの開催、研究員のレポー
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。

環日本海経済研究所、エリナ
※いずれも可
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問33 新潟市にある日本舞踊市山流宗家が実家で、舞台
の新派女優から映画に進出して日本初の映画女優
となり、生涯100本以上の映画に出演。1924（大正
13）年の女優人気投票では、見事１位に輝いたのは
だれか。

川田芳子

問34 十数年前から毎年夏、中央区本町通５、６と人情横
丁の路上に、地元の小中学生や商店主が手作りした
灯籠が並べられるまつりが人気を集めている。ことし
は８月３日夜、約6,000個の灯籠に火がともされた。こ
のまつりの名前は何か。

千灯まつり

問35 事件からおよそ90年後の安政年間になってから、江
戸の文人・寺門静軒が刊行した「新潟富史」によっ
て、ようやく世に知られることになった新潟町の事件
とは何か。

新潟明和事件

問36 「今は山中、今は浜…」で始まる小学唱歌「汽車」の
作曲者は、旧制新潟中（現新潟高）を経て東京音楽
学校（現東京芸術大）を卒業した。旧制新潟中や新
潟商の校歌も作曲したこの人はだれか。

大和田愛羅（あいら）

問37 秋葉区天ケ沢新田にあり、本格的なキャンプができ
る炊事施設を備えた公園として、1997（平成９）年に
完成した。吊り橋が架かり、菩提寺山への登山やハ
イキングも楽しめる。この公園の名前は何か。

大沢森林公園

問38 1897（明治30）年に北越鉄道が開業する直前、沼垂
駅を起点とすることに反対し、鉄橋と機関車、貨物車
を爆破する事件が起きた。首謀者として下獄したの
に、新潟市民から英雄視され、後に市長となったの
はだれか。

桜井市作

問39 1886（明治19）年に初代萬代橋が竣工するまで、北
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。

久平橋

問40 西蒲区から西区海岸へ流れる新川は、江戸時代の
1818（文政元）年に西蒲原の低湿地にあった３つの
潟の水を日本海に排出するために工事を始め、1820
（文政３）年に通水した。「西蒲原三潟水抜き工事」と
呼ばれたが、鎧潟、大潟ともう１つの潟はどこか。

田潟

問41 1812（文化９）年に出版された橘崑崙著の書物には、
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。

「北越奇談」

［穴埋め記述問題］
問42～
43

新潟市には難読地名がいくつもあるが、蒲ケ沢
（42）、覚路津（43）の正しい読み方を書きなさい。

（42）がわがさわ※がわけさわ でも可
（43）かくろづ

問44～
45

1951（昭和26）年に設立された亀田郷土地改良区の
理事長を務めた故佐野藤三郎は、中国（44）省の土
地改良事業に協力、新潟市と中国（45）市との友好
都市提携に貢献した。

（44）黒竜江（45）ハルビン
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問46～
47

1897（明治30）年に北越鉄道の一ノ木戸（三条市）―
（46）間が完成し、初めて新潟市に鉄道が開通した。
1904（明治37）年に開業した初代の新潟駅は、現在
の（47）公園付近にあった。

（46）沼垂（47）弁天

問48～
49

新潟市を「マンガ・アニメのまち」として売り出すため、
昨年、市が制定したＰＲキャラクターは、チューリップ
をモチーフにした女の子が、名前は花街と古町から
取ってめっきり色っぽく（48）と、男の子の方は、名物
の食べ物から取って（49）と命名された。

（48）花野古町（はなのこまち）（49）笹団五郎（さ
さだんごろう）

問50～
51

1945（昭和20）年８月10日、米軍の艦載機が新潟市
を空襲、新潟港に入港中の佐渡連絡船「（50）」は機
銃掃射を浴び、死者を出した。また、同港には機雷に
ふれて座礁した軍用船「（51）」がいて応戦したが、船
員や軍人が亡くなった。

（50）おけさ丸（51）宇品丸

問52～
53

果実が扁平で種（核）がなく、渋抜きすると果肉が
さっぱりと甘く柔らかな「おけさ柿」は、正式品種名を
「（52）」、枝変わり早生種を「刀根早生」という。親鸞
聖人越後７不思議のもう１つの不思議として（53）とも
呼ばれ、全国各地に出荷されている。

（52）平核無（ひらたねなし）柿（53）八珍（はっち
ん）柿　※八珍柿の柿はなくても可

［語句記述問題］
問54～
56

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57～
59

現在、新潟市に総領事館を置いている３か国の国名
を書きなさい。 ロシア、韓国、中国

問60～
62

新潟市には新潟大学など４年制大学（６年制を含む）
が７校ある。そのうち、私立大学を３つ挙げなさい。

新潟医療福祉大学、新潟国際情報大学、新潟
青陵大学、新潟薬科大学、日本歯科大学（新潟
生命歯学部）
※公立大学は新潟大学、新潟県立大学

問63～
65

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66～
68

全国に誇る農水畜産物が新潟市食と花の銘産品に
指定されている。花はチューリップなど５種類が指定
されているが、残りの中から３つを書きなさい。

ホワイト阿賀（新テッポウユリ）、アザレア、ボ
ケ、クリスマスローズ

問69～
70

ビュー福島潟の現在の名誉館長は加藤登紀子だ
が、歴代の名誉館長を２人挙げなさい。

三枝成彰、竹内敏信、椎名誠、片岡鶴太郎

［短文記述問題］
問71～72
① 「ＮＡＭＡＲＡ」とは何か。150字以内で説明しなさい。

①１９９７（平成９）年、素人お笑いコンテストを契
機に結成②全国初の地方お笑い集団③「なま
ら」は「すごく」「とても」の新潟弁④お笑い授業
などの活動⑤江口歩代表

② 「にいがた酒の陣」とは何か。150字以内で説明しな
さい。

①２００４（平成１６）年に県酒造組合の創立５０
周年の記念イベントとして始まった②毎年３月
の２日間③会場は朱鷺メッセ④試飲チケットを
購入すると各蔵元の銘酒を好きなだけ飲める⑤
利き酒コンテストも
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③ 「にいがたアニメ・マンガフェスティバル」とは何か。
150字以内で説明しなさい。

①水島新司、高橋留美子らプロの漫画家を輩
出し、漫画王国といわれる新潟市②２０１１（平
成２３）年２月に初めて開催③それまで別個に
開かれていた「にいがたマンガ大賞」「ガタケット
のコスプレ行進」「新潟国際アニメ・マンガフェス
ティバル」を統合した④２０１２（平成２４）年は２
月に第２回、１１月に第３回が開催され、以後、
毎年１１月に開催される⑤愛称「がたふぇす」

④ 「ぽっぽ焼き」とは何か。150字以内で説明しなさい。 ①新発田市が発祥の地といわれる下越地方独
特の焼き菓子②縁日の屋台③水に溶かした黒
砂糖と、小麦粉、重曹、ミョウバンなどを混ぜて
作った生地を型に流し込んで焼く④名前の由来
は、装置から吹き出す音⑤蒸気パンともいう

⑤ 「曽川切れ」とは何か。150字以内で説明しなさい。 ①１９１７（大正６）年９月末、台風による豪雨の
ため、県内各地でも河川が氾濫②信濃川も大
増水し、右岸の新潟市曽川では、堤防補修工
事現場が２００メートル余にわたり決壊。亀田郷
一帯と旧東新潟地区を濁流が飲み込んだ③被
災者は５万人余り、被害面積は８０００ヘクター
ルに達した④県が小千谷の陸軍工兵隊に出動
を要請し、下流堤防を爆破して水抜きを図るな
どしたが、復旧作業は難航し、湛水は５０余日に
及んだ⑤１９２２（大正１１）年に大河津分水が通
水する以前の最後の大規模災害だった。
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