
第9回　新潟市観光・文化検定　２級
問題
番号

問題 解答

問１ 北陸自動車道に架かる斜張橋の名前は何か。 Ａ　あけぼの橋　　　Ｂ　さきがけ橋
Ｃ　あすなろ橋　　　Ｄ　ときめき橋

問２ 新潟水俣病の患者発生が公表されたのは、何年か。 Ａ　1955（昭和30）年　　　Ｂ　1960（昭和35）年
Ｃ　1965（昭和40）年　　　Ｄ　1969（昭和44）年

問３ 新潟市の道路元標はどこにあるか。 Ａ　東大通１　　　　Ｂ　柾谷小路の本町７
Ｃ　日銀支店前　　　Ｄ　東中通１

問４ 1874（明治７）年、信濃川の新潟－長岡間に初めて就航
した川蒸気船の名前は何か。

Ａ　和唐丸　　　Ｂ　安進丸　　　Ｃ　安全丸　　　Ｄ
魁丸

問５ 新潟の方言で「えんでこ」と言えば、どういう意味か。 Ａ　いとこ　　　　　　Ｂ　おかげさまで
Ｃ　歩いて行こう　　　Ｄ　鬼剣舞

問６ 中央区のＮＥＸＴ21横の歩道には、「柳あり　橋あり　杖
のとめどころ」の句碑がある。だれの句か。

Ａ　巖谷小波　　　Ｂ　与謝野鉄幹　　　Ｃ　太田木
甫　　　Ｄ　須藤鮭川

問７ 明治初めの新潟開港によって、いち早くイギリス領事館
が設置されたが、その場所はどこか。

Ａ　蒲原浄光寺　　　　Ｂ　勝楽寺
Ｃ　池田市三郎方　　　Ｄ　大西屋勇吉方

問８ 中央区西海岸公園のドン山に復元保存されている大砲
は、何に使われていたものか。

Ａ　戊辰戦争の実戦　　　Ｂ　外国を想定した海岸
防衛　　　Ｃ　空砲による時報　　　Ｄ　明治期の
軍事訓練

問９ 信濃川の上流を、長野県では千曲川と呼んでいる。で
は、阿賀野川の上流を、福島県では何と呼ぶか。

Ａ　只見川　　　Ｂ　猪苗代川　　　Ｃ　阿賀川
Ｄ　蒲生川

問10 国の重要文化財に指定されている市内の建物は、次の
うちのどれか。

Ａ　新津記念館　　　Ｂ　旧笹川家住宅
Ｃ　中野邸　　　　　Ｄ　北方文化博物館

問11 橋の歩道に設けられたバルコニーに、県民歌と市民歌
が刻まれている橋は何か。

Ａ　昭和大橋　　　Ｂ　八千代橋　　　Ｃ　千歳大橋
Ｄ　柳都大橋

問12 1872（明治５）年、国内で初めて建造された鉄製蒸気船
「新潟丸」が就航した航路はどれか。

Ａ　新潟－小樽　　　Ｂ　新潟－舞鶴
Ｃ　新潟－佐渡　　　Ｄ　新潟－酒田

問13 秋葉区の出身で、日本で初めてチューリップの商業的な
球根生産を行った人はだれか。

Ａ　関根省吾　　　Ｂ　小田喜平太
Ｃ　江川啓作　　　Ｄ　長尾次太郎

問14 新潟市の北端に当たる緯度は北緯37度59分36秒だが、
ほぼ同じ緯度にある対岸の都市はどこか。

Ａ　釜山　　　Ｂ　ウラジオストク　　　Ｃ　天津
Ｄ　ハルビン

問15 1947（昭和22）年の新潟市長選挙で当選し、初代民選市
長になったのはだれか。

Ａ　岡田正平　　　Ｂ　塚田十一郎
Ｃ　村田三郎　　　Ｄ　渡辺浩太郎

問16 住吉祭、川開き、商工祭、開港記念祭が一本化されて、
現在の新潟まつりの形が整ったのはいつか。

Ａ　1947（昭和22）年　　　Ｂ　1956（昭和31）年
Ｃ　1964（昭和39）年　　　Ｄ　1970（昭和45）年

問17 日本舞踊市山流の宗家（中央区）が実家で、のちに日本
初の映画女優となったのはだれか。

Ａ　松井須磨子　　　Ｂ　川田芳子
Ｃ　栗島すみ子　　　Ｄ　山田五十鈴

問18 北越鉄道が1897（明治30）年に開通すると同時に、沼垂
駅構内に設けられた「箱番」とは何か。

Ａ　交番　　　Ｂ　案内所　　　Ｃ　荷物預かり所
Ｄ　売店

問19 版画や絵画、彫刻、陶芸など多彩な分野で活躍した池
田満寿夫の天井画「舞鶴」があるのはどこか。

Ａ　中央区の佛興寺　　　Ｂ　西蒲区の桑山諏訪
神社　　　Ｃ　江南区の大栄寺　　　Ｄ　北区の葛
塚稲荷神社
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問20 古くから歌に詠み込まれた越後の名所（歌枕）「越の松
原」といえば、現在のどのあたりか。

Ａ　寄居町海岸　　　Ｂ　白山神社周辺
Ｃ　佐潟周辺　　　　Ｄ　青山海岸

問21 中央区古町通１の神明宮参道と西海岸公園に、「海に
降る　雨や恋しき　うき身宿」の句碑がある。だれの句
か。

Ａ　松尾芭蕉　　　Ｂ　高野素十　　　Ｃ　中田瑞穂
Ｄ　良寛

問22 「東洋のサンフランシスコ」と呼ばれる坂の多い街で、
1991（平成３）年、新潟市と姉妹都市提携を結んだロシ
アの都市はどこか。

Ａ　ナホトカ市　　　　　　Ｂ　ハバロフスク市
Ｃ　ウラジオストク市　　　Ｄ　ビロビジャン市

問23 1899（明治32）年、学校教育に水泳が取り入れられ、新
潟小学校の男子児童を対象に初めて水泳指導が行わ
れた。その場所はどこか。

Ａ　寄居浜　　　Ｂ　異人池　　　Ｃ　一番堀　　　Ｄ
信濃川

問24 初代萬代橋の橋脚や橋上の人々、交番など、西詰めの
風景が細かく描かれた絵が市郷土資料館に残されてい
るが、この市指定文化財の作者はだれか。

Ａ　井上文昌　　　Ｂ　五十嵐浚明
Ｃ　須田霞亭　　　Ｄ　五姓田芳柳

問25 政令指定都市移行を記念し、一般公募で選ばれた「新
潟市民のシンボルマーク」で、マークの白い部分は何を
表しているか。

Ａ　信濃川　　　Ｂ　阿賀野川
Ｃ　日本海　　　Ｄ　砂丘

問26 1889（明治22）年に新潟市が誕生したときの人口はどれ
ぐらいか。

Ａ　約8,900人　　　　　Ｂ　約１万9,000人
Ｃ　約４万4,000人　　　Ｄ　約８万6,000人

問27 将来、ピアニストや音楽家を目指す人を対象とした音楽
科がある県内唯一の高校はどこか。

Ａ　新潟商業高　　　Ｂ　敬和学園高
Ｃ　新潟中央高　　　Ｄ　新潟清心女子高

問28 1917（大正６）年に産油量日本一を記録した新津油田
は、その後産油量が減少したが、採掘は続いた。終了し
たのはいつか。

Ａ　1945（昭和20）年　　　Ｂ　1973（昭和48）年
Ｃ　1996（平成８）年　　　Ｄ　2013（平成25）年

問29 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30 西蒲原の穀倉地帯は、昔、大小の湖沼が散在し、三潟
地方と呼ばれたが、三潟とは大潟、田潟ともう１つは何
か。

Ａ　鎌倉潟　　　Ｂ　鎧潟　　　Ｃ　小潟　　　Ｄ　早
潟

問31 新潟市内で本格的なバス路線の営業が始まったのは
1922（大正11）年。15人乗りのフォード型バスで、何とい
う愛称で呼ばれていたか。

Ａ　赤バス　　　Ｂ　銀バス　　　Ｃ　白バス　　　Ｄ
青バス

問32 まだ規制がなかった明治30年代に、現在の江南区花ノ
牧で、北陸麦酒が製造していたビールの銘柄は何か。

Ａ　信濃ビール　　　Ｂ　富士ビール
Ｃ　蒲原ビール　　　Ｄ　越後ビール

問33 新潟駅南けやき通りでは、冬にケヤキのライトアップが
行われる。この催しは何と呼ばれるか

Ａ　光のルミナリエ　　　　Ｂ　光のプリズム
Ｃ　光のページェント　　　Ｄ　光のイルミネーショ
ン

問34 作家坂口安吾は文学史上、太宰治、織田作之助らとと
もに、ある呼び方をされている。次のうちのどれか。

Ａ　放蕩派　　　Ｂ　浪漫派　　　Ｃ　無頼派　　　Ｄ
デカダン派

問35 ３代目萬代橋の完成を記念して作られた北原白秋作詞
の新民謡は何か。

Ａ　新潟音頭　　　Ｂ　新潟みなと音頭
Ｃ　舟江音頭　　　Ｄ　新潟小唄

問36 安産と子や孫の健やかな成長を願って行われる妙泰寺
の胞姫神まつりは、どの地区のまつりか。

Ａ　亀田地区　　　Ｂ　西川地区　　　Ｃ　黒埼地区
Ｄ　横越地区

問37 県日中友好協会初代会長を務めた佐野藤三郎は中国
の土地改良事業に協力したが、それは主にどの地域
か。

Ａ　黒竜江省　　　Ｂ　雲南省　　　Ｃ　福建省
Ｄ　甘粛省
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問38 戊辰戦争で奥羽越列藩同盟の軍事物資補給拠点となっ
た新潟町を落とそうと、新政府軍の一部は海路を取った
が、新潟のどこの浜から上陸したか。

Ａ　小針浜　　　Ｂ　越前浜　　　Ｃ　寄居浜　　　Ｄ
太夫浜

問39 西蒲区と西区を流れる川で、もともとは江戸時代後期の
1818（文政元）年から、３年ぐらいをかけて掘削された放
水路だったのはどれか。

Ａ　西川　　　Ｂ　新川　　　Ｃ　広通江川　　　Ｄ
中ノ口川

問40 参道脇には狛犬の代わりに鶏が置かれ、鶏の彫刻など
がたくさん奉納されている。この鶏を祀った「鳥の子神明
社」は、どの地区にあるか。

Ａ　北区　　　Ｂ　東区　　　Ｃ　秋葉区　　　Ｄ　西
蒲区

問41 1878（明治11）年に新潟を訪れ、著書に「私がいままで
見た町の中で最も整然として清潔であり、最も居心地の
良さそうな町」と記したのはだれか。

Ａ　ブルーノ・タウト　　　Ｂ　アーネスト・サトウ
Ｃ　小泉八雲　　　　　　　Ｄ　イザベラ・バード

問42 猫のマイケルの日常を描いた漫画「What’s Michael？」
がアニメ化され、爆発的な人気となったが、作者は新潟
市出身の漫画家。次のうちのだれか。

Ａ　小林まこと　　　Ｂ　寺田ヒロオ
Ｃ　赤塚不二夫　　　Ｄ　高橋留美子

問43 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。

Ａ　吉田松陰　　　Ｂ　佐久間象山　　　Ｃ　坂本龍
馬　　　Ｄ　高杉晋作

問44 新潟奉行所は幕府領になった後の1845（弘化２）年に、
それまでの長岡藩新潟町奉行所を大幅に改装して置か
れた。奉行所は現在のどのあたりにあったか。

Ａ　みなとぴあ　　　　Ｂ　県政記念館
Ｃ　ＮＥＸＴ21　　　　Ｄ　白山公園

問45 1908（明治41）年、新潟鉄工所が製造した鋼製タンク帆
船が、日本初の石油タンカーと言われている。その船の
名前は何か。

Ａ　虎丸　　　Ｂ　寶國丸　　　Ｃ　古城丸　　　Ｄ
北進丸

問46 毎年８月９日に行われる「九万日参り」にお参りすると、
９万日お参りしたのと同じご利益があると伝わっている
のはどこか。

Ａ　西蒲区石瀬の浄専寺　　　Ｂ　南区吉江の観
音堂　　　Ｃ　江南区小須戸の渡馬町馬頭観音
Ｄ　中央区神道寺の佛興寺

問47 1873（明治６）年に白山公園（当時は新潟遊園）を造り、
堀をきれいにし、道を造り直し、石油ランプの街灯を設
置した当時の県令はだれか。

Ａ　平松時厚　　　Ｂ　楠本正隆　　　Ｃ　永山盛輝
Ｄ　小倉幸光

問48 中央区西大畑町の旧斎藤邸は、自然の海岸砂丘や黒
松を生かした庭園の見事さで知られる。豪商斎藤喜十
郎が何のために造った屋敷だったか。

Ａ　迎賓館　　　Ｂ　夏の別荘　　　Ｃ　居宅　　　Ｄ
隠居所
※Ａ　迎賓館　　　Ｂ　夏の別荘　両方を正解とす
る。

問49 耕作放棄地対策として西区の砂丘地で栽培が進められ
ているサツマイモのブランド名は何か。

Ａ　いもジェンヌ　　　Ｂ　スイート男爵
Ｃ　レディおさつ　　　Ｄ　紅色吐息

問50 中央区のイタリア軒横の小路に、画家で詩人の蕗谷虹
児の詩碑がある。彼の名前はペンネームだが、何に由
来すると伝えられているか。

Ａ　親友の名前　　　　　　Ｂ　恩人の名前
Ｃ　母親の実家の名前　　　Ｄ　新潟市の通りの
名

問51 戊辰戦争で新潟町は、奥羽越列藩同盟軍の軍事物資
補給拠点となった。新潟奉行所に代わり中心となって管
理していたのは何藩か。

Ａ　長岡藩　　　Ｂ　会津藩　　　Ｃ　米沢藩　　　Ｄ
庄内藩

問52 秋葉区などで栽培される多年草で、冬から早春にかけ
て開花し、「冬の貴婦人」と呼ばれて人気のある花は何
か。

Ａ　ボケ　　　　Ｂ　シャクナゲ
Ｃ　雪割草　　　Ｄ　クリスマスローズ
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問53 新潟新聞の主筆を務めた山田花作は、歌人としても知
られている。彼の「柳散る　秋の西堀東堀　さびしきころ
よ　恋のみなとも」の歌碑は、どこにあるか。

Ａ　白山公園　　　　Ｂ　ＮＥＸＴ21横
Ｃ　西大畑公園　　　Ｄ　イタリア軒前

問54 江南区横越地区の沢海は、1610（慶長15）年から77年
間にわたり、ある藩の支藩となって陣屋が置かれてい
た。どの藩の支藩だったか。

Ａ　村上藩　　　Ｂ　村松藩　　　Ｃ　長岡藩　　　Ｄ
新発田藩

問55 1897（明治30）年、投機の対象になったので、当時の県知
事が「まやかし商人の手口に乗らず家業に励め」という布
達を出して注意を促した植物は何か。

Ａ　真柏　　　Ｂ　万年青　　　Ｃ　ボタン　　　Ｄ　ヤ
ブコウジ

問56 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、いまも歌い継がれ「日本の歌百選」に
選ばれた唱歌を作詞した。その曲は何か。

Ａ　われは海の子　　　Ｂ　故郷　　　Ｃ　浜千鳥
Ｄ　旅愁

問57 西蒲区中之口で育った漢学者で、「新修漢和大字典」を
編纂し、学習院大教授や大東文化学院学長を務めたの
はだれか。

Ａ　小柳司氣太　　　Ｂ　建部遯吾　　　Ｃ　吉田東
伍　　　Ｄ　諸橋轍次

問58 中央区の新潟大脳研究所には、顕微鏡で観察できる脳
組織の光顕標本約200万点などが保管されている。その
中には、世界的に著名な外国人学者もいる。だれの脳
標本か。

Ａ　ダーウィン　　　Ｂ　アインシュタイン
Ｃ　コッホ　　　　　Ｄ　パスツール

問59 新潟交通電車線は1999（平成11）年に廃止されたが、現
在も駅舎がそのまま残され、ラッセル車などの車両が展
示されている旧駅舎がある。それはどこか。

Ａ　燕駅　　　Ｂ　味方駅　　　Ｃ　月潟駅　　　Ｄ
白根駅

問60 短期間ながら町民自治を行い、処刑された新潟明和事
件の義人、涌井藤四郎と岩船屋佐次兵衛の霊を、密か
に慰めようと建てられた神社が中央区にある。それはど
こか。

Ａ　日和山住吉神社　　　Ｂ　愛宕神社の境内社
Ｃ　湊稲荷神社　　　　　Ｄ　金刀比羅神社

問61 一時は全国一の産油量を誇った秋葉区の石油産出地
域で、昭和初期までの130年もの間、住民の飲み水とし
て「命の水」といわれた名水はどれか。

Ａ　桜清水　　　Ｂ　弘法清水　　　Ｃ　へそ清水
Ｄ　幸清水

問62 新潟医科大学の第２代学長を務め、医学者としては、ツ
ツガムシ病などの研究が評価され、中央区の営所通
パークに銅像が建てられている名誉市民はだれか。

Ａ　中田瑞穂　　　Ｂ　高野素十　　　Ｃ　澤田敬義
Ｄ　荻野久作

問63 中央区沼垂の醸造業の家に生まれ、上京して太平洋画
会研究所に学び、戦後は女流画家協会展や自由美術
家協会展に出品し続けた洋画家はだれか。

Ａ　三岸節子　　　Ｂ　桐生照子　　　Ｃ　峰村リツ
子　　　Ｄ　福島修子

問64 新潟港の開港間もない1869（明治２）年、新潟における
最初のキリスト教布教者といわれるプロテスタン系の外
国人宣教師が、妻と若い女性宣教師キダーを連れて赴
任してきた。この外国人宣教師は、次のうちのだれか。

Ａ　エブラール（仏）　　　Ｂ　ブラウン（米）
Ｃ　パーム（英）　　　　　Ｄ　ウェーバー（仏）

問65 「代官さまのお通りじゃ」という大きな声の中、江戸時代
の代官や奥方、腰元、大八車に米俵を積んで引く農民
などに扮した行列が、商店街を練り歩く代官献上米行列
がメーンの祭りは、次のうちのどれか。

Ａ　岩室温泉まつり　　　　　　　　Ｂ　月潟まつり
Ｃ　越後にしかわ時代激まつり　　　Ｄ　西川まつ
り

問66 むかし多くの鬼が山にこもり、しばしば人里に出て財を
奪い、婦女子をかどわかして人々を困らせた。世に知ら
れた鬼のうち、勅令で源頼光らによって退治された鬼の
頭目は燕市（旧分水町）で生まれ、西蒲区の寺で修行し
たといわれる。何と呼ばれているか。

Ａ　葛城山の土蜘蛛　　　　Ｂ　羅生門の茨木童
子　　　Ｃ　大江山の酒呑童子　　　Ｄ　戸隠山の
鬼女紅葉
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問67 信濃川右岸の堤防が200メートル余にわたって決壊し、
亀田郷など8,000ヘクタールが濁流にのまれた1917（大
正６）年の大水害は何と呼ばれるか。

Ａ　横田切れ　　　Ｂ　木津切れ　　　Ｃ　亀田切れ
Ｄ　曽川切れ

問68 新潟市の８つの行政区を説明した文章で、「国際貿易港
である新潟東港があり、国際物流拠点機能をはじめ、新
潟西港や新潟空港との連携による国際交流拠点機能を
担っている」といえば、何区か。

Ａ　東区　　　Ｂ　中央区　　　Ｃ　西区　　　Ｄ　北
区

問69 新潟海岸の砂防の歴史は江戸時代に始まる。元文年間
（1736－41年）のころ、町役人・牛腸金七が砂よけのた
め簀建てを行い、ある植物を植えたのが最初といわれ
る。その植物は何か。

Ａ　月見草　　　Ｂ　グミ　　　Ｃ　アカシヤ　　　Ｄ
松

問70 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人となった新潟市出身の政治家は
だれか。

Ａ　野村ミス　　　Ｂ　寺島愛　　　Ｃ　坂井ヨシ
Ｄ　村島喜代

問71 1836（天保７）年と1840（天保11）年の２度、新潟湊を舞
台にした抜け荷（唐物の密貿易）事件が発覚した。１度
目の事件は遭難船に積まれていた禁制品を不正に取り
引きしたことが分かったのだが、何藩の船だったか。

Ａ　長州　　　Ｂ　薩摩　　　Ｃ　土佐　　　Ｄ　加賀

問72 江戸時代に新潟町の町並みが形成され、多くの小路が
設けられた。船から陸揚げされた荷物の運び屋さんがた
くさんいたことから名称が付けられた小路は、次のうち
のどれか。

Ａ　ピンチャン小路　　　Ｂ　丁持小路
Ｃ　俵屋小路　　　　　　Ｄ　六軒小路

問73 中央区の柾谷小路と秣川岸通りの交差点に「ここに鏡
橋ありき」の文字が刻まれた石碑が建っている。かつて
の他門川に架かっていた「鏡橋」跡を印す記念碑だが、
「鏡橋」の名の由来は次のうちのどれか。

Ａ　他門川の水面が鏡のように美しかった
Ｂ　川に身を投げた芸妓の遺品の鏡が見つかっ
た
Ｃ　近くに「鏡」姓の旧家が屋敷を構えていた
Ｄ　橋の付近が月の名所で、月を鏡になぞらえた

問74 昭和の石油王といわれた新津恒吉が建てた迎賓館は、
現在、「新津記念館」として一般公開されている。「日本
間」「イギリスの間」「フランスの間」など、当時の粋を凝ら
した部屋があるが、もう１部屋、国名を付けた部屋があ
る。それは、どの国か。

Ａ　ドイツ　　　Ｂ　アメリカ　　　Ｃ　オランダ　　　Ｄ
イタリア

問75 初代萬代橋の架橋費は３万円余り。これを回収するた
めに、渡る人から橋銭を徴収した。「値段史年表（週刊
朝日編）」によると、東京でかけそばが１銭、入浴料金が
１銭３厘だった当時、橋銭は１人いくらだったか。

Ａ　２銭５厘　　　Ｂ　２銭　　　Ｃ　１銭５厘　　　Ｄ
１銭

問76～
77

ことし２月に授賞式が行われた「第８回安吾賞」の受賞
者は（76）、市特別賞は（77）だった。

（76）Ａ　瀬戸内寂聴　　　　　　Ｂ　若松孝二
　　 Ｃ　ドナルド・キーン　　　Ｄ　会田誠
（77）Ａ　大友良英　　　Ｂ　カール・ベンクス
　　 Ｃ　月乃光司　　　Ｄ　天野尚

問78～
79

越後の港の名が記載された最古の文献は（78）である。
ここに、越後国の、貢納物（税）を都に送るための公的な
港である国津として、（79）が登場した。

（78）Ａ　日本書紀　　Ｂ　延喜式　　　 Ｃ　京都醍
醐寺の僧の記帳　　　Ｄ　上杉謙信の書状
（79）Ａ　沼垂湊　　　Ｂ　蒲原津　　　Ｃ　酒屋湊
Ｄ　新潟津
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問80～
81

新潟における一般の市内電話は、（80）年の新潟電話交
換局設立に始まる。ちなみに、電話番号「１番」は（81）
だった。

（80）Ａ　1901（明治34）　　　Ｂ　1909（明治42）
　　 Ｃ　1915（大正４）　　　Ｄ　1920（大正９）
（81）Ａ　新潟電灯会社　　　Ｂ　新潟県庁
　　 Ｃ　新潟新聞社　　　　Ｄ　北越鉄道

問82～
83

1730（享保15）年、それまで信濃川河口に注いでいた阿
賀野川の水を、増水時には直接日本海へ流すため、
（82）の要請で松ケ崎堀割が掘削された。掘削を許可し
たのは、当時の将軍（83）だった。

（82）Ａ　新潟町　　　Ｂ　新発田藩　　　Ｃ　村松藩
D長岡藩
（83）Ａ　徳川家光　　　Ｂ　徳川綱吉
　　 Ｃ　徳川吉宗　　　Ｄ　徳川家茂

問84～
85

北区出身の演歌歌手（84）は、1963（昭和38）年のデ
ビュー曲「（85）」で、いきなり200万枚突破の大ヒットを飛
ばした。

（84）Ａ　三波春夫　　　Ｂ　白根一男
　　 Ｃ　一節太郎　　　Ｄ　三船浩
（85）Ａ　北国の春　　　　　　　Ｂ　浪曲子守唄
　　 Ｃ　チャンチキおけさ　　　Ｄ　出世子守唄

問86～
87

東区松園の「じゅんさい池」は、その名の由来となった
ジュンサイの自生のほか、京都円山公園から移植した
（86）と、人工飼育の（87）で知られている。

（86）Ａ　紅白梅　　　Ｂ　ボタン　　　Ｃ　しだれ桜
Ｄ　フジ
（87）Ａ　サンショウウオ　　　Ｂ　トンボ
　　 Ｃ　アゲハチョウ　　　　Ｄ　ホタル

問88～
89

會津八一の学規に、「ふかくこの（88）を愛すべし　かへ
りみて己を知るべし　学芸をもって（89）を養うべし　日々
新面目あるべし」とあり、門下生や知人におくられた。

（88）Ａ　生　　　Ｂ　性　　　Ｃ　品　　　Ｄ　礼
（89）Ａ　生　　　Ｂ　性　　　Ｃ　品　　　Ｄ　礼

問90～
91

1945（昭和20）年８月10日、米軍の艦載機が新潟港に銃
撃を加え、入港中の（90）は機銃掃射を浴び、死者を出
した。また、同港には機雷に触れて座礁していた軍用船
の（91）がいて応戦したが、船員や軍人が亡くなった。

（90）Ａ　安進丸　　　Ｂ　新潟丸　　　Ｃ　魁丸
Ｄ　おけさ丸
（91）Ａ　暁丸　　　Ｂ　宇品丸　　　Ｃ　興順丸
Ｄ　貴船丸

問92～
93

新潟市はことし５月、区域を絞って規制を大幅に緩和す
る国家戦略特別区域の１つに指定された。今後、「大規
模（92）の改革拠点」として、企業参入の拡大による経営
基盤の強化から生産、加工、販売までを手掛ける（93）
産業化などを進める。

（92）Ａ　農業　　　Ｂ　工業　　　Ｃ　漁業　　　Ｄ
林業
（93）Ａ　３次　　　Ｂ　４次　　　Ｃ　５次　　　Ｄ　６次

問94～
95

新潟奉行として着任した（94）は、冬の季節風による飛
砂災害を防ぐため、新潟海岸に２万6,000本の黒松を植
えさせ、町火消し組織「新潟火消し人足番組」を編成して
「火の元掟十三カ条」を定めた。また、「蜑の手振り」とい
う（95）をつくらせた。

（94）Ａ　楠本正隆　　　Ｂ　堀直寄
　　 Ｃ　川村修就　　　Ｄ　牧野忠雅
（95）Ａ　盆踊り　　　　　Ｂ　商いの法度
　　 Ｃ　風俗絵巻物　　　Ｄ　新しい漁法

問96～
97

毎年７月に行われる「新潟ジャズストリート」は、米国の
ジャズミュージシャン（96）のメモリアルイベントとして開
催されている。1964（昭和39）年７月、特別コンサートの
収益金をすべて（97）の義援金として、新潟市に贈ったこ
とを記念したものである。

（96）Ａ　デューク・エリントン　　　　Ｂ　マイルス・
デイビス　　 Ｃ　オスカー・ピーターソン　　　Ｄ
アート・ブレイキー
（97）Ａ　新潟大火　　Ｂ　新潟地震　　Ｃ　38豪雪
Ｄ　７・17水害

問98～
100

中央区西大畑町などの住宅街には、明治から昭和初年
までに建設された洋館併設の木造建築が多く、現在は
新しい施設に生まれ変わって公開されているものもあ
る。たとえば（98）は「安吾風の館」、（99）は「砂丘館」、
（100）はレストランとして活用されている。

（98）Ａ　旧市長公舎　　　　Ｂ　旧日銀支店長役
宅　　　　 Ｃ　旧副知事公舎　　　Ｄ　會津八一晩
年の居宅
（99）Ａ　旧市長公舎　　　　Ｂ　旧日銀支店長役
宅
Ｃ　旧副知事公舎　　　Ｄ　會津八一晩年の居宅
（100）Ａ　旧市長公舎　　　　Ｂ　旧日銀支店長役
宅
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