
第9回　新潟市観光・文化検定　３級
問題
番号

問題 解答

問１ 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２

中央区の営所通の名の由来は何か。

Ａ　戊辰戦争で官軍の宿営地だった
Ｂ　明治初期に短期間、兵営が設けられた
Ｃ　県庁の支所があった
Ｄ　近くに税務署がある

問３ 斜線の区は何区か。 Ａ　東区　　　　Ｂ　南区
Ｃ　秋葉区　　　Ｄ　江南区

問４ 白根大凧合戦が行われるのは何川か。 Ａ　西川　　　Ｂ　中ノ口川　　　Ｃ　刈谷田川
Ｄ　大通川

問５ 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６ 写真は次のうち、どの神楽に使われるか。 Ａ　木津神楽　　　Ｂ　高千穂神楽
Ｃ　棧俵神楽　　　Ｄ　徳俵神楽

問７ 「尋ね人の時間」で芥川賞を受賞した市出身の作家はだ
れか。

Ａ　新井満　　　Ｂ　藤沢周　　　Ｃ　坂口安吾
Ｄ　火坂雅志

問８ 角田山の山麓にあり、万病に効く霊水といわれる名水
は、次のうちのどれか。

Ａ　桜清水　　　Ｂ　幸清水　　　Ｃ　へそ清水
Ｄ　弘法清水

問９ 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10 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11 祭りの露店などで売られる新潟名物「ぽっぽ焼き」の主
材料は何か。

Ａ　米粉　　　Ｂ　そば粉　　　Ｃ　小麦粉　　　Ｄ
豆粉

問12 写真の人物はだれか。 Ａ　川田芳子　　　Ｂ　藤蔭静樹
Ｃ　村島喜代　　　Ｄ　小唄勝太郎

問13 山伏姿の修行僧に続き、一般の人たちも火渡りをするま
つりはどれか。

Ａ　かめだ祭り　　　Ｂ　にいつ夏まつり
Ｃ　西川まつり　　　Ｄ　木津薬師火祭り

問14 日本で10番目のラムサール条約湿地となった潟はどこ
か。

Ａ　佐潟　　　Ｂ　福島潟　　　Ｃ　鳥屋野潟
Ｄ　鎧潟

問15 小豆と乱切りにしたレンコンを塩味で煮た料理を何と呼
ぶか。

Ａ　きりあえ　　　Ｂ　のっぺ　　　Ｃ
いとこ煮　　　Ｄ　じぶ煮

問16 一般国道の「道の駅」第１号に指定されたサービス施設
は、どこの地区にあるか。

Ａ　新津地区　　　Ｂ　巻地区　　　Ｃ　白根地
区　　　Ｄ　豊栄地区

問17 岩室甚句にも歌われている代官所の名前は何か。 Ａ　曽根代官所　　　Ｂ　真田代官所
Ｃ　水原代官所　　　Ｄ　新田代官所

問18 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19 親鸞ゆかりの越後七不思議の１つとして伝わっている魚
の種類は、次のうちのどれか。

Ａ　コイ　　　Ｂ　サケ　　　Ｃ　フナ　　　Ｄ　マス
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問20 写真は中央区の神社拝殿に飾られている県指定民俗文
化財である。どこの神社か。

Ａ　蒲原神社　　　　　Ｂ　護国神社　　　Ｃ　金
刀比羅神社　　　Ｄ　白山神社

問21 信濃川は全国一の長さだが、阿賀野川は全国で何番目
か。

Ａ　３番目　　　Ｂ　６番目　　　Ｃ　８番目　　　Ｄ
10番目

問22 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23 甘エビともいわれる冬の日本海を代表する味覚は何か。 Ａ　ボタンエビ　　　Ｂ　サクラエビ
Ｃ　クルマエビ　　　Ｄ　ナンバンエビ

問24 市内の満願寺、門田、夏井といえば、何の景観で有名
か。

Ａ　果樹園　　　Ｂ　美林　　　Ｃ　はざ木　　　Ｄ
奇岩

問25 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26 全国で最初に地ビール醸造所が誕生したのは新潟市だ
が、それはどこの地区か。

Ａ　巻地区　　　Ｂ　新津地区　　　Ｃ　西川地
区　　　Ｄ　横越地区

問27 写真は県立図書館の敷地内にある「一二三ろは」碑であ
る。この元の書の作者はだれか。

Ａ　良寛　　　　　Ｂ　會津八一　　Ｃ　相馬御風
Ｄ　吉野秀雄

問28 にぎわいを見せた江戸時代の新潟湊で、入船数が最も
多かったのはいつのころか。

Ａ　寛永期　　　Ｂ　寛文期　　　Ｃ　元禄期
Ｄ　享保期

問29 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30 1924（大正13）年、高浜虚子が二代目萬代橋を渡って詠
んだ俳句の歩数はいくつか。

Ａ　1,270　　　Ｂ　1,530　　　Ｃ　2,140　　　Ｄ
3,160

問31 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　メディアシップ　　　Ｄ　ＮＥＸＴ21

問32 中央区の西海岸公園にある写真の像はだれか。 Ａ　楠本正隆　　　　Ｂ　堀直寄　　　Ｃ　涌井藤
四郎　　　Ｄ　川村修就

問33 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34 良寛と交流があった僧の有願が住んでいたのは、次のう
ちのどこか。

Ａ　五合庵　　　Ｂ　円通庵　　　Ｃ　種月寺
Ｄ　佛興寺

問35 新津地区は鉄道の町として知られるが、ＪＲ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36 新潟空港の滑走路は２本あるが、長い方の滑走路の長
さは何メートルか。

Ａ　1,500メートル　　　Ｂ　2,000メートル
Ｃ　2,500メートル　　　Ｄ　3,000メートル

問37 「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38 越後傘ぼこ行列で知られるこの祭りは何か。 Ａ　西川まつり　　　Ｂ　月潟まつり　　　Ｃ　まき
夏祭り　　　Ｄ　新飯田まつり

問39 ことし６月、新潟市が南区にオープンした宿泊型農業体
験施設の名称は何か。

Ａ　アグリパーク　　　Ｂ　いくとぴあ
Ｃ　グリーンパル　　　Ｄ　カントリーファーム

問40 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
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問41 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42 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43 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44 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45 中央区西堀通のレストラン「イタリア軒」（現ホテル）を開
業したイタリア人はだれか。

Ａ　ジャン・ポール・ヴィダール　　　Ｂ　ピエト
ロ・ミリオーレ　　　Ｃ　エバ・リンドー　　Ｄ　Ｓ・
Ｒ・ブラウン

問46 新潟まつりの大民謡流しが萬代橋の上でも踊られるよう
になったのはいつからか。

Ａ　４つの祭りが統合された1956（昭和31）年
Ｂ　新潟地震からの復興を記念し1966（昭和
41）年
Ｃ　上越新幹線開通の1983（昭和58）年
Ｄ　市制施行100周年の1989（平成元）年

問47 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48 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49 1873（明治６）年に国から公園の指定を受け、日本最初
の公園の１つといわれる市内の公園はどこか。

Ａ　西海岸公園　　　Ｂ　鳥屋野潟公園
Ｃ　弁天公園　　　　Ｄ　白山公園

問50 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51 アルビレックス新潟の名前の由来となったアルビレオと
いう星は、何座にあるか。

Ａ　オリオン座　　　Ｂ　さそり座
Ｃ　ふたご座　　　　Ｄ　はくちょう座

問52 北原白秋が新潟海岸の情景をうたった童謡「砂山」に出
てくる鳥は何か。

Ａ　ヒバリ　　　Ｂ　カモメ　　　Ｃ　スズメ　　　Ｄ
ツバメ

問53 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54 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55 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56 秋葉区の菩提寺山は寺の名前が由来とされるが、だれ
が建立したと伝えられているか。

Ａ　弘法大師　　　Ｂ　親鸞　　　Ｃ　木喰上人
Ｄ　日蓮

問57 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58 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

問59 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
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問60 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61 1869（明治２）年に信濃川左岸の河口近くに建てられ、当
時、俗に運上所と呼ばれた建物は何か。

Ａ　旧新潟税関庁舎　　　Ｂ　旧第四銀行住吉
町支店　　　Ｃ　新潟県政記念館　　　Ｄ　燕喜
館

問62 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63 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64 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65 初代新潟奉行の川村修就が新潟の代表的な風物を描
かせた「蜑の手振り」は、「新潟湊祭の行列」をはじめ、
全何景からなるか。

Ａ　３景　　　Ｂ　６景　　　Ｃ　８景　　　Ｄ　10景

問66 ことし４月、中央区の下町地区に、掘割をイメージし、８
年がかりで復元された約400メートルの水路が完成した。
かつて何堀があった場所か。

Ａ　一番堀　　　Ｂ　早川堀　　　Ｃ　蔵所堀
Ｄ　赤坂堀

問67 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68 1973（昭和48）年に新潟空港発着の国際定期空路が初
めて開設された。空路で結ばれた都市はどこか。

Ａ　ソウル　　　Ｂ　ハバロフスク　　　Ｃ　グア
ム　　　Ｄ　西安

問69 幅約５メートルの歩道が設けられ、両岸にエレベーター
が設置されているなど、バリアフリーが考慮されたのは
何橋か。

Ａ　千歳大橋　　　Ｂ　ござれや阿賀橋　　　Ｃ
平成大橋　　　Ｄ　柳都大橋

問70 1886（明治19）年に架けられた初代萬代橋の長さは約
782メートルだった。当時、日本で何番目に長かったか。

Ａ　１番目　　　Ｂ　２番目　　　Ｃ　３番目　　　Ｄ
４番目

問71 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72 明治から昭和にかけた新潟市を代表する商家の邸宅の
一部が、白山公園内に移築・再建された。建物の名は何
か。

Ａ　砂丘館　　　Ｂ　燕喜館　　　Ｃ　新津記念
館　　　Ｄ　旧小沢邸

問73 西区にある的場遺跡から、大量の漁具が見つかった。出
土品の木簡に、都への貢ぎ物として贈られた魚の名前
が記されている。どんな魚か。

Ａ　タイ　　　Ｂ　ブリ　　　Ｃ　サケ　　　Ｄ　スズ
キ

問74 中央区旭町に、1970（昭和45）年に出来、ことし６月に閉
鎖された配水場の展望台があった。何と呼ばれたか。

Ａ　柳都タワー　　　Ｂ　レインボータワー
Ｃ　旭町タワー　　　Ｄ　日本海タワー

問75 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。作曲者は山田耕筰と、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　中山晋平

問76 ことし４月25日から開かれた「ラ・フォル・ジュルネ2014」
のテーマは「三都物語」だったが、その三都とは、ウィー
ン、プラハともう１つはどこか。

Ａ　パリ　　　　　　Ｂ　ブリュッセル
Ｃ　ブダペスト　　　Ｄ　ドレスデン

問77 川で一生を過ごすヤマメの仲間で、海へ下って川へ戻る
魚が、市食と花の銘産品に指定されている。それは何
か。

Ａ　カラフトマス　　　Ｂ　サクラマス
Ｃ　アメマス　　　　　Ｄ　ベニザケ
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問78 美術館としても知られる秋葉区の中野邸は中野貫一の
邸宅と庭園だったが、中野は何の事業で財をなしたか。

Ａ　醸造業　　　Ｂ　石油採掘　　　Ｃ　銅山経
営　　　Ｄ　米問屋

問79 歌人で書家の會津八一は、東洋美術史を母校の大学で
教え、その人間性で多くの若者に影響を与えたことでも
知られる。その大学はどこか。

Ａ　早稲田大　　　Ｂ　慶応義塾大　　　Ｃ　立
教大　　　Ｄ　東京芸術大

問80 弥生時代後期の大規模な高地性環濠集落として、国史
跡に指定されている市内の遺跡は、次のうちのどれか。

Ａ　古津八幡山遺跡　　　Ｂ　的場遺跡
Ｃ　緒立遺跡　　　　　　Ｄ　駒首潟遺跡

問81 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
の名前は何か。

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

問82 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　「ときわ丸」　　　Ｄ　「こがね丸」

問83 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84 寛永年間（1624～1644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85 ＪＲ新潟駅を発着点として、新潟市中心部をめぐる観光
循環バスの車体には、漫画のキャラクターが大きく描か
れている。「ドカベン号」ともう１つは何か。

Ａ　「ニャロメ号」　　　Ｂ　「あぶさん号」
Ｃ　「犬夜叉号」　　　　Ｄ　「おそ松号」

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 1889（明治22）年４月に市制・町村制が施行され、関屋
村古新田を合併して新潟市が誕生した。その次、1914
（大正３）年に合併したのはどことか。

Ａ　松ケ崎浜村　　　Ｂ　沼垂町　　　Ｃ　鳥屋
野村　　　Ｄ　大形村

問88 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89 「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90 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91 粟島沖を震源地とするM7．5、震度５の大地震だった新
潟地震は、市内に大きな被害をもたらしたが、起きたの
はいつか。

Ａ　1994（平成６）年　　　Ｂ　1984（昭和59）年
Ｃ　1974（昭和49）年　　　Ｄ　1964（昭和39）年

問92 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93 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
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問94 船乗り相手の遊女が、願懸け高麗犬を回し、西向きにし
て祈ると、西風が吹いて出航できなくなると信じられてい
た。この高麗犬で有名な湊稲荷神社の別名は何か。

Ａ　足止め稲荷　　　Ｂ　戻ってこい稲荷
Ｃ　道楽稲荷　　　　Ｄ　お願い稲荷

問95 新潟市には多様な技術を集めた国指定の伝統的工芸
品「新潟漆器」がある。その中の「竹塗」とはどのような漆
器か。

Ａ　竹を編んで漆を塗り上げた
Ｂ　竹皮を漆で張った
Ｃ　竹の節目そっくりに塗り上げた
Ｄ　竹を細く割って接着して塗った

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 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98 現在、市の「食と花の銘産品」に指定されている27品目
のうち、最も新しく2012（平成24）年度に指定され、角田
山麓を中心に栽培されている「越の雫」とは何か。

Ａ　サクランボ　　　Ｂ　イチジク　　　Ｃ　カキ
Ｄ　ビワ

問99 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

問100 終戦記念日をはさむ８月14～16日の３日間、参道に多く
の奉納ぼんぼりを飾り、県内８万柱の戦没者の英霊を慰
める「万燈みたま祭り」を催して、万燈みこし渡御や子供
提灯行列、花火打ち上げのある中央区の神社はどこ
か。

Ａ　新潟大神宮　　　Ｂ　日和山住吉神社
Ｃ　護国神社　　　　Ｄ　湊稲荷神社
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