
第8回　新潟市観光・文化検定　２級
問題
番号

問題 解答

問１ この建物の名前は、次のうちのどれか。 Ａ　県立植物園　　　　Ｂ　ビュー福島潟
Ｃ　日本海タワー　　　Ｄ　入船みなとタワー

問２ 西区出身の作家藤沢周の芥川賞受賞作は何か。 Ａ　「死亡遊戯」
Ｂ　「ブエノスアイレス午前零時」
Ｃ　「キルリアン」　　　Ｄ　「幻夢」

問３ 越後芸妓発祥の地とされる地区は、市内のどこか。 Ａ　中央区古町　　　Ｂ　中央区沼垂
Ｃ　西蒲区月潟　　　Ｄ　西蒲区岩室

問４ 新潟市に関係する次の事項のうち、１番古いのはどれ
か。

Ａ　新潟水俣病の公式発見　　　Ｂ　新潟大火
Ｃ　関屋分水路の完成　　　　　Ｄ　新潟地震

問５ 南区味方地区に生まれた仏教思想家で、大谷大学の学
長となった人はだれか。

Ａ　小柳司氣太　　　Ｂ　曽我量深　　　Ｃ　平
澤興　　　Ｄ　土田杏村

問６ 新潟の方言で「あったらもん」とは、どういう意味か。 Ａ　新しい　　　Ｂ　珍しい　　　Ｃ　もったいない
Ｄ　ありがたい

問７ 福島潟の名前の由来は、次のうちのどれか。 Ａ　潟の中に小島がたくさんあった
Ｂ　お福という娘の名前から
Ｃ　福島という武将の名前から
Ｄ　福を招く潟といわれから

問８ 新潟市に初めて常設の映画館が開館したのはいつか。 Ａ　1899（明治32）年　　　Ｂ　1914（大正３）年
Ｃ　1936（昭和11）年　　　Ｄ　1945（昭和20）年

問９ 新潟市内で川と川が交差している珍しい光景だが、交差
の下を流れる川は何川か。

Ａ　中ノ口川　　　Ｂ　西川
Ｃ　新川　　Ｄ　小阿賀野川

問10 みなとまち新潟の面影をとどめる市指定文化財で、「北
前船の時代館」と呼ばれる中央区の建物は何か。

Ａ　旧小澤家住宅　　　Ｂ　旧斎藤家別邸
Ｃ　砂丘館　　　　　　Ｄ　旧笹川邸

問11 1889（明治22）年に新潟市が誕生したが、市会が推薦し
た３人の候補から選ばれた初代市長はだれか。

Ａ　村田三郎　　　Ｂ　永山盛輝　　　Ｃ　内山
信太郎　　　Ｄ　小倉幸光

問12 新潟を世界へアピールするため、新潟市は2005（平成
17）年にある宣言を行った。それは何か。

Ａ　音楽文化都市　　　Ｂ　非核平和都市
Ｃ　国際交流都市　　　Ｄ　環境緑化都市

問13 県内の有名な小作争議のうち、新潟市で起きた争議は
何か。

Ａ　王番田争議　　　Ｂ　木崎村争議
Ｃ　和田村争議　　　Ｄ　三升米争議

問14 中央区の県民会館正面入口前にある記念塔に設置され
ている金色のモニュメントは何か。

Ａ　スワン（白鳥）　　　　　　　Ｂ　トキ
Ｃ　フェニックス（不死鳥）　　　Ｄ　ワシ

問15 次の川のうち、北区だけを流れるのはどれか。 Ａ　新井郷川　　　Ｂ　能代川　　　Ｃ　早出川
Ｄ　通船川

問16 新潟の方言で「ながまる」とは、どういう意味か。 Ａ　腰を落ち着ける　　　Ｂ　緊張を高める
Ｃ　仲間になる　　　　　Ｄ　横になる

問17 白根大凧合戦は川の両岸から大凧を揚げ、空中で絡ま
せて引き合うが、この川は何川か。

Ａ　西川　　　　　Ｂ　新川
Ｃ　広通江川　　　Ｄ　中ノ口川

問18 西区の的場遺跡は、都への貢物を記した木簡が出土し
たことでも知られる。その貢物とは、次のうちのどれか。

Ａ　コメ　　　Ｂ　絹織物
Ｃ　燃える水　　　Ｄ　サケ

問19 新潟市は2006（平成18）年、韓国のある市と交流協定を
結んだ。何という市か。

Ａ　ソウル市　　　Ｂ　大田市
Ｃ　ウルサン広域市　　　Ｄ　釜山市

問20 北区の太夫浜という地名の由来として伝わっているの
は、次のうちのどれか。

Ａ　犬がおぼれた太夫を救った
Ｂ　源義経の馬の太夫黒が、この浜で死んだ
Ｃ　格式の高い遊女の出身地
Ｄ　興行主が住んでいた
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問21 阿賀野川は、上流の福島県では阿賀川と呼ばれるが、
源流はどこか。

Ａ　磐梯山　　　Ｂ　荒海山
Ｃ　吾妻山　　　Ｄ　那須岳

問22 ことしの「ラ・フォル・ジュルネ新潟」音楽祭のテーマに取
り上げられた作曲家はだれか。

Ａ　ベートーベン　　　Ｂ　モーツァルト
Ｃ　シューベルト　　　Ｄ　バッハ

問23 味方地区にある旧笹川家住宅は国の重要文化財だが、
大玄関の棟瓦で見ることが出来る家紋は、次のうちのど
れか。

Ａ　　Ｂ　　Ｃ　　Ｄ

問24 「ハラショノロンロン」などの歌詞で知られる「新潟小唄」
は、何を記念して作られたか。

Ａ　３代目萬代橋の開通を記念して
Ｂ　ハバロフスクとの姉妹都市締結を記念して
Ｃ　新潟市誕生50周年を記念して
Ｄ　新潟東港の完成を記念して

問25 長野県の善光寺と同体の本尊がまつられている「越後
善光寺」は、どの地区にあるか。

Ａ　西川地区　　　Ｂ　巻地区　　　Ｃ　黒埼地
区　　　Ｄ　味方地区

問26 南区出身の日本画家で、晩年は朱鷺を描き続けて「朱
鷺の画家」と言われたのはだれか。

Ａ　小島丹漾　　　Ｂ　中島萬木　　　Ｃ　長井
亮之　　　Ｄ　番場春雄

問27 「マンガ・アニメのまち　にいがた」のサポートキャラク
ターは、花野古町と、次のうちのどれか。

Ａ　笹団五郎　　　Ｂ　笹団兵衛　　　Ｃ　笹パン
マン　　　Ｄ　笹ダンゴン

問28 1883（明治16）年完成の新潟県政記念館（新潟県議会旧
議事堂）の設計者はだれか。

Ａ　田中泰阿弥　　　Ｂ　辰野金吾
Ｃ　星野総四郎　　　Ｄ　岡田時太郎

問29 長さ２、３メートルの柄の先端に人形を載せた傘鉾が、列
を作って街を練り歩くまつりは次のうちのどれか。

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30 南区味方地区の「味方」のいわれとされているのは、次
のうちのどれか。

Ａ　その地の庄屋が味にうるさい人だったから
Ｂ　黒鳥兵衛が乱を起こしたときに、味方をし
た人が住んでいたから
Ｃ　味方という僧が住んでいたから
Ｄ　かつてあった味潟の魚が大変おいしかっ
たから

問31 西蒲区曽根の用水路開削などに尽力し、その霊を弔う
首塚（墓）や顕彰碑がある割元庄屋だった人はだれか。

Ａ　溝口政良　　　Ｂ　山辺習学　　　Ｃ　神田
又一　　　Ｄ　高橋源助

問32 ことし２月に授賞式が行われた「第７回安吾賞」の受賞
者はだれか。

Ａ　ドナルド・キーン　　　Ｂ　瀬戸内寂聴
Ｃ　若松孝二　　　　　　　Ｄ　渡辺謙

問33 奈良の古寺・仏像探訪の手引きとして重用されている次
の作品のうち、名誉市民會津八一の著作はどれか。

Ａ　「古寺巡礼」　　　　Ｂ　「大和路、信濃路」
Ｃ　「自註鹿鳴集」　　　Ｄ　「大和古寺風物誌」

問34 新潟市の無形文化財、日本舞踊市山流の市山七十世
が文化庁芸術祭賞を受賞した踊りは何か。

Ａ　越後獅子　　　Ｂ　雪椿
Ｃ　うしろ面　　　Ｄ　舟江の四季

問35 阿賀野川は信濃川とかなり離れて日本海に注いでいる
が、かつては、信濃川に合流していた。そのころの川筋
に、現在も残っている川の名は何か。

Ａ　大通川　　　Ｂ　通船川　　　Ｃ　栗ノ木川
Ｄ　新井郷川

問36 中央区の本町市場と交差する本町中央市場商店街に
は、間口の狭い乾物屋や飲食店などが並び、ある愛称
で呼ばれている。その愛称とは何か。

Ａ　にこにこ市場　　　Ｂ　夕焼け市場
Ｃ　人情横丁　　　　　Ｄ　青空横丁

問37 地域づくりへの貢献が評価され、公立の文化施設に贈ら
れるＪＡＦＲＡアワード（総務大臣賞）を、2005（平成17）年
に受賞した市の施設は何か。

Ａ　市民芸術文化会館　　　Ｂ　市音楽文化会
館
Ｃ　市美術館　　　　　　　Ｄ　市歴史博物館

問38 市内に「花嫁人形」の詩碑もある蕗谷虹児だが、そのペ
ンネームのもとになったといわれる吹屋小路とは、地図
に付けたアルファベットのどれか。

Ａ　　　Ｂ　　　Ｃ　　　Ｄ
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問39 信濃川と阿賀野川の河口が一緒だった中世には、「三ケ
津」と呼ばれる３つの港が栄えた。新潟津、沼垂湊と、も
う１つはどこか。

Ａ　澤海湊　　　Ｂ　蒲原津
Ｃ　酒屋湊　　　Ｄ　新津

問40 角田山のふもとに史跡・菖蒲塚古墳がある。菖蒲とは、
後に埋葬された平安末期の有名な武将の側室だと伝え
られているが、その武将はだれか。

Ａ　源義経　　　Ｂ　木曽義仲　　　Ｃ　源頼政
Ｄ　源為朝

問41 明治の開港で、新潟にイギリスをはじめ各国の領事館が
設置された。領事事務の委託を含め、全部で何カ国の
領事館があったか。

Ａ　３カ国　　　Ｂ　６カ国　　　Ｃ　８カ国　　　Ｄ
10カ国

問42 炎上するニューヨークの上空を、零戦の一群が旋回する
「紐育空爆之図」など、刺激的な作品で話題を集める市
出身の現代美術家はだれか。

Ａ　村上隆　　　Ｂ　会田誠　　　Ｃ　草間弥生
Ｄ　奈良美智

問43 中央区万代地区周辺の一帯は、かつて信濃川と古信濃
川に囲まれ、洪水のたびに田が流される中州だった。現
在も交差点の名前に残っている当時の地名は何か。

Ａ　竜が島　　　Ｂ　秣川岸
Ｃ　流作場　　　Ｄ　清五郎

問44 新潟市出身の日本舞踊「藤蔭流」創始者藤蔭静樹は、
著名人と結婚したことで知られている。その相手はだれ
か。

Ａ　横山大観　　　Ｂ　永井荷風　　　Ｃ　佐藤
春夫　　　Ｄ　谷崎潤一郎

問45 県政記念館裏の白山公園内に、世界地図が描かれた大
きな碑がある。1973（昭和48）年に40万人都市記念ともう
１つ、何を記念して建てられたものか。

Ａ　南米移民50年
Ｂ　新潟港の開港100年
Ｃ　ハバロフスク空路開設
Ｄ　ガルベストン市との姉妹都市提携10年

問46 裸婦をモチーフにした作品などで知られる南区出身の彫
刻家で、東京芸術大教授になり、県展入賞レリーフも制
作したのはだれか。

Ａ　渡辺徹　　　Ｂ　羽下修三　　　Ｃ　明田川
孝　　　Ｄ　千野茂

問47 関屋分水路は、新潟市を水害の危険から守るために造
られたが、掘削工事で発生した大量の土砂は、主に何に
利用されたか。

Ａ　北陸自動車道の盛り土
Ｂ　新潟海岸の埋め立て
Ｃ　新潟バイパスの盛り土
Ｄ　新潟競馬場の建設

問48 初代萬代橋は有料橋で、橋銭が必要だった。1899（明治
32）年に橋銭を取られて憤慨し、それを紀行文「煙霞療
養」に書いた文豪はだれか。

Ａ　森鴎外　　　Ｂ　尾崎紅葉　　　Ｃ　夏目漱
石　　　Ｄ　幸田露伴

問49 社団法人「日本の松の緑を守る会」が1987（昭和62）年
に選定した「日本の白砂青松百選」に選ばれた場所が市
内にある。次のうちのどこか。

Ａ　間瀬海岸　　Ｂ　角田浜
Ｃ　護国神社周辺の海岸　　　Ｄ　太夫浜

問50 「明暦の町割り」で長岡藩は、新潟町を、それまでの海
岸付近から白山神社下手に移転し、町並みの基礎を築
いた。手掛けた藩主はだれか。

Ａ　堀直寄　　　Ｂ　内藤信興　　　Ｃ　松平忠
輝　　　Ｄ　溝口秀勝

問51 次に挙げる新潟県出身の旧帝国大学総長のうち、南区
に生まれた解剖学者といえばだれのことか。

Ａ　小野塚喜平次東京大総長
Ｂ　石田名香雄東北大総長
Ｃ　伊藤誠也北海道大総長
Ｄ　平澤興京都大総長

問52 豪農の館といわれる北方文化博物館には、3,960平方
メートル（1,200坪）の広大な館がある。部屋の数はいくつ
か。

Ａ　38室　　　Ｂ　65室
Ｃ　96室　　　Ｄ　108室

問53 秋葉区の国指定史跡「古津八幡山遺跡」の歴史の広場
に、2012（平成24）年に設けられたガイダンス施設の名
称は、次のうちのどれか。

Ａ　弥生の丘展示館　　　Ｂ　縄文の丘展示館
Ｃ　秋葉の丘展示館
Ｄ　まほろばの丘展示館

問54 小須戸地区を日本一のボケの産地にしたのは、冬の農
閑期に出来る接ぎ木技術の確立だった。確立した人は
だれか。

Ａ　田中吉平　　　Ｂ　和田文義
Ｃ　加藤政明　　　Ｄ　鶴巻清二郎
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問55 1951（昭和26）年、アメリカの対日援助見返り資金を財源
として永久橋に架け替えられた橋が新潟市にある。その
橋は何か。

Ａ　横雲橋　　　Ｂ　大野大橋　　　Ｃ　泰平橋
Ｄ　松浜橋

問56 新潟仏壇の製作工程に携わる職人を、段階に応じて「五
職」と呼ぶ。①木地②塗り③金具④彫りと、もうひとつの
職は何か。

Ａ　組み　　　Ｂ　木取り　　　Ｃ　蒔絵　　　Ｄ
磨き

問57 明治の初め、新潟に布教に訪れた外国人宣教師のう
ち、イギリスのエディンバラ大医学部卒という経歴を生か
し、医療伝道をもとに活動したのはだれか。

Ａ　ドロワール　　　Ｂ　パーム　　　Ｃ　エブ
ラール　　　Ｄ　キダー

問58 1996（平成８）年、万代シテイの地下道路工事現場から
初代と２代目の萬代橋を支えた橋杭が12本も発見され
た。杭の直径は約40センチだが、長さはおよそ何メート
ルか。

Ａ　２メートル　　　Ｂ　４メートル
Ｃ　６メートル　　　Ｄ　８メートル

問59 「奥の細道」の旅で新潟に一泊した芭蕉は、翌朝、宿主
に「弥彦明神様くらいは歩いて行かっしゃい」と言われ、
歩いて出発した。宿主が馬でなく徒歩を勧めたのはなぜ
か。

Ａ　芭蕉の体調が優れず、落馬のおそれが
あった
Ｂ　用意した馬が暴れ馬だった
Ｃ　馬は料金が高かった
Ｄ　子馬しか用意できなかった

問60 新潟市でことし８月１日から施行された条例に伴って、９
月１日から届け出が義務付けられたのは、次のうちのど
れか。

Ａ　一般家庭が太陽光発電で電力を販売する
場合
Ｂ　一般家庭にエレベーターを設置する場合
Ｃ　１世帯で５台以上の乗用車を所有する場
合
Ｄ　犬や猫を10匹以上飼育する場合

問61 1768（明和５）年に新潟町で起きた新潟明和事件の記念
碑「明和義人顕彰之碑」が、1928（昭和３）年に建てられ
た場所はどこか。

Ａ　護国神社　　　Ｂ　白山公園
Ｃ　新潟大神宮　　　Ｄ　勝楽寺

問62 毎年８月上旬に西蒲区で開かれ、住民らが夜、花火が
噴き出す竹筒を掲げて練り歩き、火花が雨のように降り
注ぐ伝統の「草花火」が行われるまつりはどれか。

Ａ　和納十五夜まつり　　　Ｂ　月潟まつり
Ｃ　まき夏まつり　　　　　Ｄ　中之口まつり

問63 新潟市出身の作家、新井満が訳詞、作曲した「千の風に
なって」のモニュメントが2012（平成24）年、市民有志の
募金で市内に建立された。その場所はどこか。

Ａ　西海岸公園　　Ｂ　白山神社
Ｃ　市歴史博物館わき　　　Ｄ　西大畑公園

問64 敗戦直前の1945（昭和20）年８月10日夜から11日にかけ
て、新潟市民が一斉に市外へ避難し、市街地がほとんど
無人になったことがある。理由は何だったか。

Ａ　米艦砲射撃の情報    Ｂ　米軍上陸の情報
Ｃ　新型爆弾（原子爆弾）投下の情報
Ｄ　米機大規模無差別爆撃の情報

問65 ろうそくの１本１本に、絵師が手書きで花などの絵を描い
た「越後花ろうそく」は、深い雪に閉ざされて仏壇に供え
る仏花がないため、花の代わりにと考案されたという。ど
この区で作られているか。

Ａ　南区　　　Ｂ　江南区
Ｃ　中央区　　　Ｄ　北区

問66 佐渡流罪のため寺泊から船出した日蓮は、強風に遭っ
て越後の浜に漂着した。現在も「岸の題目」の石標が
残っているその海岸はどこか。

Ａ　角田浜　　　Ｂ　角海浜　　　Ｃ　五十嵐浜
Ｄ　関屋浜

問67 東区石山出身の弁護士で、歌人でもあった平出修は、
明治期の社会主義者弾圧事件として歴史に残る事件の
裁判で、弁護を担当した。その事件は何か。

Ａ　秩父事件　　　Ｂ　竹橋事件　　　Ｃ　思案
橋事件　　　Ｄ　大逆事件

問68 約300年前の新潟町に、堀の橋の上で数日間踊り明かし
た祭りがあった。2005（平成17）年に再現され、毎年行わ
れる踊りは何か。

Ａ　新潟住吉踊り　　　Ｂ　橋踊り
Ｃ　下駄総踊り　　　　Ｄ　樽砧総踊り
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問69 燕市の鎚起銅器は名産品だが、大正時代までその原料
となった良質な銅を豊富に供給し続けた銅鉱山が新潟
市内にあった。どこか。

Ａ　菩提寺山天ケ沢　　　Ｂ　角田山稲島
Ｃ　秋葉山田塚　　　　　Ｄ　多宝山間瀬

問70 1965（昭和40）年、新潟市で女性が誘拐され、遺体で見
つかった。当時、評判になった映画をまねた手口が耳目
を集めたが、その映画の題名は何か。

Ａ　「金環食」　　　　　Ｂ　「悪い奴ほどよく眠
る」
Ｃ　「天国と地獄」　　　Ｄ　「野獣死すべし」

問71 戊辰戦争中に新潟で戦死した会津藩士の慰霊碑「殉節
之碑」は、1890（明治23）年に建立されたが、120年の節
目となった2010（平成22）年に修復された。この碑がある
のはどこの神社の境内か。

Ａ　白山神社　　　　　Ｂ　護国神社
Ｃ　金刀比羅神社　　　Ｄ　新潟大神宮

問72 国の伝統的工芸品に指定されている新潟・白根仏壇
は、100年後でも新品同様に品質を保持できると言われ
る。その理由は何か。

Ａ　漆の塗りが厚く、しっかりしているから
Ｂ　部品をつなぐ金具が頑丈で、錆びにくいか
ら
Ｃ　組み立て式で、分解して細かい部分まで
修理できるから
Ｄ　木地が耐水性に優れた檜だから

問73 高齢者らの交流や憩いの場である「地域の茶の間」のさ
きがけで、ことし３月に10年間の活動の幕を下ろした東
区の施設は何か。

Ａ　ふるさとハウス　　　Ｂ　うちの実家
Ｃ　ＨＯＴひと息　　　　Ｄ　ひだまりの庭

問74 1859（安政６）年４月から10月にかけて、開港予定の新
潟港に調査のため外国船が次々に来港し、新潟町民が
初めて欧米人と接触する機会になった。 初に来港した
のは、どこの国の船か。

Ａ　アメリカ　　　Ｂ　オランダ
Ｃ　ロシア　　　Ｄ　イギリス

問75 電子顕微鏡により結核菌を微速度撮影した科学映画「ミ
クロの世界」は、1958（昭和33）年にベネチア映画祭のグ
ランプリを受賞した。秋葉区小須戸出身の監督はだれ
か。

Ａ　北町一郎　　　Ｂ　末松正樹
Ｃ　小林米作　　　Ｄ　岡田彰治

問76 東京美術学校（現東京芸術大）日本画科を首席で卒業し
た金子孝信は、1942（昭和17）年、20代で戦死し、作品
は長野県の無言館に展示されている。生家は市内の神
社だったが、何神社か。

Ａ　新潟大神宮　　　Ｂ　蒲原神社
Ｃ　住吉神社　　　　Ｄ　沼垂白山神社

問77 「変わり塗りの宝庫」と言われる新潟漆器には、さまざま
な技法が各地から伝えられている。中でも、もっとも有名
で、北海道から九州まで出荷していたという「竹塗」は、
どこから伝わった技法だったか。

Ａ　会津　　　Ｂ　東京　　　Ｃ　能代　　　Ｄ　福
井

問78 新潟大脳研究施設（現在の脳研究所）の施設長だった
中田瑞穂は、高浜虚子に師事した俳人としても知られて
いた。脳研究所前に句碑のある彼の句は、次のうちのど
れか。

Ａ　「旅と旅つなぐ春眠ありにけり」
Ｂ　「方丈の大庇より春の蝶」
Ｃ　「学問の静かに雪の降るは好き」
Ｄ　「風花や神の弥彦は晴れてみゆ」

問79 新潟港は、荒天時に避難するために佐渡の夷港を補助
港とする条件で開港した。その新潟港と夷港を結ぶ日本
初の鉄製蒸気船（49トン）が、1872（明治５）年に完成し
た。船の名前は何か。

Ａ　越後丸　　　Ｂ　新潟丸　　　Ｃ　北越丸
Ｄ　越佐丸

問80 秋葉区小須戸の曹洞宗茂林寺にある仏像は、子宝を授
かる霊験があると言われ、国の重要文化財に指定され
た。どんな仏像か。

Ａ　観音菩薩像　　　Ｂ　地蔵菩薩像
Ｃ　不動明王像　　　Ｄ　薬師如来像
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問81 白山公園の北西端にある「燕喜館」は、明治から昭和に
かけて活躍した商家、斎藤邸の前座敷・奥座敷・居室な
どを移築したものだが、名前の由来は次のうちのどれ
か。

Ａ　毎年、ツバメがたくさんの巣を作ったことに
由来
Ｂ　斎藤家の先祖が燕の出身だったことに由
来
Ｃ　斎藤家が接客に使用した部屋を「宴を催
し、楽しみ喜ぶ」という意味で「燕喜館」と称し
ていたことに由来
Ｄ　ツバメの飛ぶ様を描いたふすまに由来

問82 新潟市のシンボルの夕日などをＰＲしようと、2007（平成
19）年から毎夏、屋外で軽食やビールなどを提供し、地
元ミュージシャンらの演奏も行っている「サンセットカフェ」
は、どこに設置されているか。

Ａ　青山海岸　　　　　Ｂ　日和山展望台わき
Ｃ　萬代橋たもと
Ｄ　朱鷺メッセ・エスプラナード

問83 市食と花の銘産品に指定されている「くろさき茶豆」は、
山形県から西区黒埼の小平方地区に伝わった茶豆の種
子に、品種改良を加えて生まれたとされるが、「茶豆」と
いう名前の由来は次のうちのどれか。

Ａ　昔は茶畑を利用して栽培したから
Ｂ　お茶を飲みながら食べたから
Ｃ　ほのかにお茶の香りがするから
Ｄ　豆の実の薄皮が薄い茶色だから

問84 1940（昭和15）年ごろ、約2,800軒を数えた東京の公衆浴
場のうち、ほぼ半数が新潟県出身者の経営だったとい
う。中でも、数が多く、当時、東京の風呂屋といえば○○
出身、と言われるほど有名だった新潟市内の地区があ
る。次のうちのどこか。

Ａ　亀田地区　　　Ｂ　小須戸地区
Ｃ　中之口地区　　　Ｄ　西川地区

問85 歌人・書家の會津八一が1956（昭和31）年11月に死去し
た時、葬儀からの帰りに「萬代の橋より夜半の水の面に
涙おとしてわが去らむとす」と詠んだ門弟の歌碑が、こと
し７月に信濃川左岸、萬代橋たもとのやすらぎ堤に建て
られた。その門弟とはだれか。

Ａ　中田瑞穂　　　Ｂ　木村秋雨
Ｃ　吉野秀雄　　　Ｄ　宮川寅雄

問86 太平洋戦争後に日本で生まれ、競技人口は新潟県が全
国一といわれるスポーツの世界選手権大会が、2014（平
成26）年に新潟市で開かれることになった。そのスポー
ツは、次のうちのどれか。

Ａ　ドッジボール　　　Ｂ　ゲートボール
Ｃ　ソフトボール　　　Ｄ　軟式テニス

問87 江南区小杉の曹洞宗法幢寺には、行基作と伝わる地蔵
尊像がある。この像は、かかとがなくなっていたと伝えら
れて、「毎日ツケ払いである物を買って帰る小僧と怒る
主人」の由来話から、ある通称が付けられた。通称の呼
び名は何か。

Ａ　酒呑地蔵　　　Ｂ　子育て地蔵
Ｃ　安らぎ地蔵　　　Ｄ　霊験地蔵

問88～
89

江南区にある（88）の祭礼で奉納される棧俵神楽では、
農村の祭りにふさわしく、神楽の目にはナス、鼻には
（89）が使われる。

（88）Ａ　賀茂神社　　　Ｂ　諏訪神社
Ｃ　日吉神社　　　Ｄ　木津神社
（89）Ａ　カブ　　　Ｂ　トマト
Ｃ　カボチャ　　　Ｄ　ウリ

問90～
91

江戸時代に町民自治を行った「新潟明和事件」で、処刑
された涌井藤四郎ら“義人”の自治精神を全国にアピー
ルするミュージカルが、市の（90）の記念行事として上演
された。原作は市出身の小説家（91）の作品である。

（90）Ａ　市制100周年　　　　　 Ｂ　平成の大合
併
Ｃ　政令指定都市移行
Ｄ　上越新幹線と関越自動車道開通
（91）Ａ　鷲尾雨工　　　Ｂ　新井満
Ｃ　藤沢周　　　Ｄ　火坂雅志

問92～
93

日本で10番目のラムサール条約湿地となった（92）は、
流入河川がなく、湧水や雨水によって成り立った（93）と
いわれ、ハスやヒシ、絶滅が危惧されるオニバスも見ら
れる。

（92）Ａ　福島潟　　　Ｂ　鳥屋野潟　　　Ｃ　佐
潟　　　Ｄ　十二潟
（93）Ａ　砂丘湖　　　Ｂ　潟湖　　　Ｃ　三日月
湖　　　Ｄ　カルデラ湖

問94～
95

作家坂口安吾の父親として知られる坂口仁一郎（五峰）
は、1877（明治10）年創刊の地元新聞（94）の社長を長年
務める傍ら、越後の漢詩人の業績を集大成した大著
「（95）」をまとめた。

（94）Ａ　新潟新聞　　　Ｂ　新潟毎日新聞
Ｃ　北湊新聞　　　Ｄ　新潟日報
（95）Ａ　北越奇談　　　Ｂ　北越詩話
Ｃ　北游日乗　　　Ｄ　北越詩壇
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問96～
97

秋葉区の新津鉄道資料館は、来年の再オープンを目指
して展示リニューアル作業中。目玉展示は（96）という愛
称で親しまれた蒸気機関車Ｃ57型と、（97）が特徴の上
越新幹線200系車両になるが、２つとも既に同館に運び
込まれている。

（96）Ａ　ビッグボーイ　　　Ｂ　貴婦人
Ｃ　賢夫人　　　　　　Ｄ　ロケット
（97）Ａ　百万馬力　　　Ｂ　ツートンカラー
Ｃ　だんご鼻　　　Ｄ　流線型

問98～
100

1874（明治７）年、県令（98）の勧めで、新潟町の廻船問
屋らが新潟川汽船会社を設立。同年10月に新潟 初の
蒸気船として（99）を、新潟－（100）間に就航させた。

（98）Ａ　川村修就　　　Ｂ　平松時厚
Ｃ　楠本正隆　　　Ｄ　永山盛輝
（99）Ａ　旭丸　　　Ｂ　魁丸
Ｃ　安全丸　　　Ｄ　安進丸
（100）Ａ　津川　　　Ｂ　堀之内　　　Ｃ　三条
Ｄ　長岡
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