第9回 新潟市観光・文化検定 １級
問題
問題
番号
［語句記述問題］
問１
阿賀野川の源流はどこか。
問２

解答
荒海山（あらかいさん）

1886（明治19）年に竣工した萬代橋は、当時の読み
方は何か。

よろづよばし、よろずよばし

問３

1946（昭和21）年の総選挙で当選し、この時初めて誕
生した女性代議士の１人となった中央区出身の政治
村島喜代
家はだれか。

問４

市が目指す掘割再生の第１歩として、ことし春、８年
がかりで約400メートルの水路が復元された。かつて
早川堀
の何堀のことか。

問５

1872（明治５）年、坪井良作によって創刊された県内
最初の新聞の名前は何か。
北湊（ほくそう）新聞

問６

1913（大正２）年、経済雑誌「ダイヤモンド」を創刊、
生涯その経営にあたった南区出身の出版人はだれ 石山賢吉
か。
ことし９月26日から、中央区の市陸上競技場で世界
選手権大会が開かれたのは何の競技か。
ゲートボール

問７
問８

會津八一ら県出身の学者や文化人を紹介する施設
が2013（平成25）年、中央区のメディアシップにオー
にいがた文化の記憶館
プンした。その施設は何か。

問９

1929（昭和４）年に完成した３代目萬代橋は、当時最
先端の工法で造られた。その工法の名は何か。
空気潜函工法

問10

秋葉区のＪＲ新津駅近くに「あちらこちら命がけ」と刻
まれた石碑が建っている。だれの碑か。
坂口安吾

問11

中央区西厩島町にあり、拝殿には船主や船頭が奉
納した精巧な模型和船28点が納められている神社
の名前は何か。

金刀比羅神社

問12

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
藤蔭静樹（ふじかげせいじゅ）
日本舞踊家はだれか。

問13

西蒲区周辺で古くから食べられている郷土料理で、
おにぎりの表面にみそを付け、串に刺して焼く料理を
けんさ焼き
何というか。

問14

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 アクアパーク（にいがた）
康センター」の愛称は何か。

問15

木造の２代目萬代橋は重量のある自動車が増えて
消耗が進み、バスが通ると敷板が跳ねるようになっ
た。そこで付いたあだ名が何だったか。

問16

バッタン橋

「島の娘」「東京音頭」「明日はお立ちか」などの大
ヒット曲で知られた歌手で、2005（平成17）年には、出
小唄勝太郎
身地の中央区沼垂に顕彰碑が建立されたのはだれ
か。
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問17

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 新津記念館
定された中央区の建物は何か。
※新津邸でも可。新津記念美術館は不可。

問18

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、
川越名号
嵐が収まったという。これは親鸞の越後七不思議の
※波切り名号も可
１つで、何といわれるか。

問19

電子顕微鏡で結核菌を撮影した「ミクロの世界」がベ
ネチア映画祭のグランプリを受賞、科学映画の分野
小林米作
を確立した秋葉区出身の映画監督はだれか。

問20

西蒲区巻地区で生産される柿は、市食と花の銘産品
に指定されているが、角田山麓にいたとされる統治
越王（こしわ）おけさ柿
者の名から命名されている。何というか。

問21

農業体験などを通じて、児童に食に対する知識を深
めてもらう市の「教育ファーム」構想の核として、こと
アグリパーク
し南区にオープンした宿泊型農業体験施設は何とい
うか。
「私のふるさとの家は空と、海と、砂と、松林であっ
た。そして吹く風であり、風の音であった」というくだり 「石の思ひ」
のある坂口安吾の自伝的小説は何か。
※「い」も可

問22

問23

北区の稲荷神社境内には、根まわり約12メートル、
高さ約20メートル、推定樹齢1,200年の巨木があり、
県の天然記念物に指定されている。この巨木は何と 高森の大ケヤキ
呼ばれているか。

問24

新潟市の「マンガ・アニメを活用したまちづくり構想」
に基づいて、にいがたアニメ・マンガフェスティバル実
行委員会が、ことしも10月18、19日の２日間開催した がたふぇす
イベントの愛称は何か。

問25

西蒲区岩室地区にあり、村上市の耕雲寺、五泉市の
慈光寺、南魚沼市の雲洞庵とともに、曹洞宗の越後
四箇道場の１つとされ、本堂が国重要文化財に指定 種月寺（しゅげつじ）
されている寺の名前は何か。

問26

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。その名称は何か。

満願寺

問27

1922（大正11）年、川瀬新蔵らを中心に小作組合が
結成され、地主に小作料の減免などを要求したこと
木崎争議
に始まり、1926（大正15）年に一躍全国に名を知られ
※木崎村小作争議、木崎事件でも可
た事件とは何か。

問28

秋葉区に残る鉄道文化を保存公開する施設が、こと
し７月に全面オープンし、開館記念特別展「Ｃ57近代
日本の旅客輸送を支えた名機関車」が開催され、鉄
新津鉄道資料館
道ファンでにぎわった。鉄道の町を象徴するこの施設
の名称は何か。

問29

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 うき身宿
句を入れてその句を完成させなさい。「海に降る 雨 ※「浮き」、「み」なども可
や恋しき （
）」
2

問30

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
十全なす
名前を付けて呼ばれるようになったとされ、市の「食
※「十全ナス」でも可
の花の銘産品」に指定されている夏野菜は何か。

問31

江南区の亀田地区は1950（昭和25）年ごろまで、東
京や高崎へ輸送列車で出荷するほど、ある淡水魚
の大産地だった。地元のＮＰＯが産地復活を目指し
て活動しているが、その淡水魚は何か。

ドジョウ

問32

少女小説家として出発した後、「地の果まで」や「良
人の貞操」、歴史小説「徳川の夫人たち」などで人気
を博し、女流文学者会賞を受賞したこともある新潟市 吉屋信子
生まれの作家はだれか。

問33

1989（平成元）年に市制100周年を迎えたことを記念
して、信濃川の萬代橋左岸橋詰めの下流側にある交
「新潟ブルース」
番前広場に建てられた碑は、何の歌の歌碑か。

問34

秋葉区小須戸地区に100年以上前から伝わる菓子
で、挽いた玄米と砂糖、水飴を板状に押し固めた落
雁の名前は何か。

おか免（め）菓子

問35

毎年秋、渡り鳥が飛来し始めるころに、北区の「水の
公園福島潟」で開かれ、約１万本ものろうそくで巨大
なオオヒシクイの姿をかたどり、炎で浮かび上がらせ 雁迎灯（かんげいび）
るイベントの名前は何か。

問36

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
ヤブコウジ（紫金牛）
なった常緑低木の植物とは何か。

問37

日本最初の人体解剖を記録した山脇東洋の「蔵志」
をはじめ、県第１号の女医となった山川タカの合格証
明書や、キュリー夫人、ナイチンゲールの自筆の手
紙などを集めた施設が、1989（平成元）年、中央区の 医の博物館
日本歯科大学構内に開館した。日本で唯一とも言わ
れるこの施設の名前は何か。

問38

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
曽川切れ
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。

問39

江戸時代から明治時代にかけて清酒問屋、海運業、
金融業、化学工業などを営んだ旧家が、1918（大正
７）年に中央区西大畑町に見事な庭のある夏の別荘 旧斎藤家別邸
を建築した。2009（平成21）年に新潟市が取得、公有 ※「旧」なしでも可
化したこの建物は何か。

問40

イタリア軒の創設者ピエトロ・ミリオーレ氏から西洋料
理を学んだ創業者が1923（大正12）年、中央区白山
浦に洋食店を開業。以来、カフェーに衣替えするなど
しながら90年以上営業を続けている。ミリオーレ氏が ピーア軒
創業者に付けたイタリア語で梨を意味するあだ名を
店名にしているが、その店名とは何か。
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問41

江戸時代末期の1865（慶応元）年、現在の江南区酒
屋町地域は、ある藩が幕府に要望し、天領から同藩
の藩領に変わった。２年後には同藩の酒屋陣屋が置
会津藩
かれ、戊辰戦争時には奥羽越列藩同盟側の「酒屋
会議」の舞台にもなった。ある藩とはどこか。

問42

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 新潟雪子
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。

［穴埋め記述問題］
問43～ 新潟市には難読地名がいくつもあるが、獺ケ通
44
（43）、艀川岸（44）の正しい読み方を書きなさい。

（43）うすがどおり（44）はしけかわぎし

問45～ 1999（平成11）年に廃線となった新潟交通電車線の
46
旧（45）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芸能をテー （45）月潟（46）「越後獅子の唄」
マにした歌謡曲（46）の歌碑が建っている。
問47～ 女子フィギュアスケート選手として国内トップクラスの
48
（47）さんは、中央区に2014年オープンしたスケート （47）今井遥（はるか）
場（48）をホームリンクとして活動を開始した。
（48）(新潟アサヒアレックス）アイスアリーナ
問49～ 越後七浦シーサイドラインの間瀬海岸（西蒲区）に独
51
特の奇岩風景を生み出している（49）溶岩は、2000万
（49）枕状（50）海底（51）弁天岩
年以上前の（50）噴火によって出来たといわれる。奇
※（51）は沖弁天も可
岩の１つ（51）に、豊漁を祈願する弁財天が祀られて
いる。
【お詫びと訂正】
問４９～５１ の設問で「２０００万年以上前」と表記するべきところを「２０００年以上前」と表記しておりました。
正答に変更はございませんが、訂正してお詫び申し上げます。
問52～ 著書「日本美の発見」の中で、（52）は「新潟は日本
53
中の中で最悪の都会だ」と記し、対照的にイザベラ・
バードは、著書「（53）」の中で、「私の見た町の中で （52）ブルーノ・タウト（53）日本奥地紀行
最も整然として清潔」と書いている。
問54～ ことしも９月13日から３日間、中央区万代シテイ十字
56
路や西区の（54）など10会場で、201チーム延べ１万
5,000人が参加して「にいがた総おどり祭」が開かれ
（54）新潟ふるさと村（55）ウルサン（蔚山）広域
た。県内外各地のほか、市と交流協定を結んでいる
（56）下駄総おどり
韓国の（55）市からも出演者があり、中央区の古町会
※広域はなくても可
場では、堀の橋板を踏み鳴らした昔の盆踊りを再現
した（56）が披露された。
問57～ 初代萬代橋を描いた画家（57）の風景画は、市の指
59
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（58）は、「千二百七十歩な
（57）五姓田芳柳（58）高浜虚子（59）北原白秋
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（59）
である。
問60～ 信越本線の前身である（60）の建設が始まると、駅の
62
位置をめぐって萬代橋東詰めを主張する新潟市と、
竜が島を主張する（61）が対立。開業直前の1897（明
治30）年は、新栗ノ木川鉄橋などが爆破される事件 （60）北越鉄道（61）沼垂町（62）桜井市作
が起きた。この事件で首謀者16人が処罰され、その
中には後に新潟市長となる（62）も含まれていた。
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［語句記述問題］
問63～ 市内にある国指定重要文化財の建造物を３つ挙げ
65
なさい。

旧笹川家住宅、萬代橋、新潟県政記念館（県議
会旧議事堂）、旧新潟税関庁舎、種月寺本堂
※建造物でないのは、絹本著色不動明王二童
子像（法光院蔵）、木造地蔵菩薩半跏像（茂林
寺蔵）、彩磁禽果文花瓶 板谷波山作（敦井美
術館）、雪村友梅墨跡（北方文化博物館）、菖蒲
塚古墳出土品（金仙寺蔵 新潟市歴史博物館
寄託）

問66～ 国の伝統的工芸品に指定されている新潟漆器の塗
67
りの技法を２つ挙げなさい。
花塗、石目塗、錦塗、磯草塗、竹塗
問68～ 新潟港は明治初めに開港したが、いち早く領事館を
70
設置したイギリスに続いて、新潟に直接、領事館を設 ドイツ、オランダ、アメリカ
※順番が代わっても正解
置した３カ国の名前を挙げなさい。
［短文記述問題］
問71～72
①
「どっぺり坂」とは何か。150字以内で説明しなさい。

①旧制新潟高、六花寮②ドイツ語「ドッペルン」
から二重、ダブるの意味③古町④落第の戒め
⑤野坂昭如

②

「菖蒲塚古墳」とは何か。150字以内で説明しなさい。 ①西蒲区竹野町②日本海沿岸部で最北端の前
方後円墳③柄鏡式と呼ばれる形で、国史跡に
指定④出土した青銅のだ龍鏡は県文化財⑤源
頼政の側室あやめ御前が葬られたという伝説

③

「新潟県政記念館」とは何か。150字以内で説明しな ①中央区の白山公園東隣②１８８３（明治１６）
さい。
年、県会議事堂として建てられた③木造２階建
ての擬洋風建築④設計は西蒲区巻地区出身の
星野総四郎⑤国の重要文化財で、県政記念館
として一般公開

④

「ドン山」とは何か。150字以内で説明しなさい。

①１６８７（貞亨４）年、新潟町民に時刻を知らせ
る「時の鐘」が鳴り始める②１８７３（明治６）年か
ら１９２４（大正１３）年までは大砲を使って、「ド
ン」という空砲で町民に正午を知らせた③空砲
を撃った午砲所は最初、寄居の砂山に作られた
が、その後西船見町の砂山に移転④西船見町
の跡地は「ドン山」として復元されている

⑤

初代新潟奉行として約10年間務めた川村修就の業
績とは何か。150字以内で説明しなさい。

①大砲鋳造、砲術伝授。台場をつくり、海防を
整備した②飛砂防止のため２万６０００本の松
植林③町火消しの強化④絵巻作成⑤密貿易を
取り締まる
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