第10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
市の「食と花の銘産品」に指定されているイチ
ジクのブランド名は何か。

解答
越の雫※こしのしずく

問２

1936（昭和11）年、「吉野朝太平記」で直木賞を 鷲尾雨工（うこう）
受賞した西区出身の作家はだれか。

問３

江戸時代末期から西蒲区に伝わる竹と和紙で 鯛車
できた魚の郷土玩具は何か。

問４

中央区にある旧斎藤家別邸や老舗料亭・行形 白壁通り
亭のある通りは、何という愛称で呼ばれている
か。
新潟市食と花の銘産品に果樹や野菜など27品 しろねポーク
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。

問５

問６

1908（明治41）年に制定され新潟市の市章に使 錨、いかり
われているデザインは、開港五港を表す漢数
字の「五」と「雪環」と、もう一つは何か。

問７

1768（明和５）年の新潟明和事件で、打ち首獄 岩船屋佐次兵衛
門になった首謀者涌井藤四郎とともに、打ち首
にされた同志とはだれか。

問８

月潟音頭に「つくる数では全国一で 切れのよ 月潟鎌、鎌、カマ※いずれも正解
さでも日本一」と歌われる南区月潟地区の特産
品は何か。

問９

「電気館」「こんぴら館」など、大正時代に次々と 活動写真館（映画館）
新潟市内にお目見えした施設は、どんな施設
か。
2017（平成29）年に一般デビューする県が開発 新之助
したコメの晩生新品種のブランド名は何か。

問10
問11

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12

1713（正徳３）年に開湯した西蒲区の岩室温泉 霊雁の湯
には、ある鳥が傷を癒していたという伝説にち
なんだ別名がある。何と呼ばれているか。

問13

県が開発を進め、「新美月」「新王」と名付けら 梨 ※「ナシ」「なし」でも可
れた新品種が、ことし初出荷された。南区や加
茂市で栽培されているこの農作物は何か。

問14

20世紀の有名な建築家、フランスのル・コル
前川國男 ※国でも可
ビュジエの事務所に入所。後に、代表作といわ
れる東京・上野の東京文化会館などのほか、市
美術館も設計した市出身の建築家はだれか。

問15

秋葉区の菩提寺山のふもとに落差約15メート 白玉の滝
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。
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問16

江戸時代の割元庄屋で、干害に悩まされてい
た西蒲区曽根の水田に、一身を犠牲にして用
水路開削を実現し、現在も首塚（墓）と顕彰碑
が残されているのはだれか。

問17

1922（大正11）年、新潟市街自動車が白山神社 赤バス
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いう愛
称で呼ばれたか。

問18

南区の中ノ口川に昔、仏像が流れ着いて、
吉江の観音堂
人々が竹ざおで押し戻しても戻り、３回も返って
きたのが縁で、その地に祀ったと伝えられるお
堂は何か。
1972（昭和47）年、信濃川の関屋分水路が完成 （約）１０（平方キロメートル）
し、中央区の中心部は新潟平野から切り離され
て、日本海・信濃川・関屋分水路に囲まれた、
通称「新潟島」になった。「新潟島」の面積はお
よそ何平方キロメートルか。

問19

高橋源助

問20

江戸時代後期、托鉢のために度々新潟を訪れ 飴屋万蔵（あめやまんぞう）
ていた良寛に、現在の第四銀行本店の真向か
いにあった店の看板を書いてほしいと依頼した
菓子商はだれか。

問21

新潟高等女学校（現新潟中央高）の音楽教師と 「旅愁」
して赴任した犬童球渓は、1907（明治40）年に、
今も歌い継がれる唱歌を作詞した。文化庁など
が選定した「日本の歌百選」にも選ばれ、同校
に詩碑がある曲は何か。

問22

西区の砂丘地で葉タバコに代わる新しい特産 いもジェンヌ
品として、2008（平成20）年から栽培され、大学
生と協力してネーミングやロゴマーク作成などＰ
Ｒプロジェクトを進めてきたサツマイモのブラン
ド名は何か。

問23

黒船来航を機に、幕府は1858（安政５）年、アメ ロシア
リカなど５カ国と修好通商条約を結び、新潟を
含む５港を開港することになった。翌安政６年４
月22日に、下見として訪れた新潟初の外国船
はどこの国の船か。

問24

西区の緒立温泉近くの緒立八幡宮に首が埋
黒鳥兵衛（くろとりひょうえ）
まっており、胴が離れた首を求めて鳴く「胴鳴
り」や「うなり榎」など、数々の伝説が残っている
妖術を使って越後を荒らした人物の名前は何
か。
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問25

３代目萬代橋の開通を記念して作られた「新潟 八千八 ※はっせんやかわ
小唄」の歌い出しには、縦横無尽に堀を巡らせ
た当時の新潟を象徴する言葉が使われてい
る。その言葉をかっこ内に入れて、歌い出しの
歌詞を完成させなさい。
「水の新潟 （

問26

問27

問28

問29

） 末は万代 橋や長い」

西蒲区角田浜の角田岬灯台の真下に、２つに 判官舟かくし※「船」も可
分かれた海食洞穴がある。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穴は、何と呼ばれて
いるか。
新潟における高浜虚子門下の三羽ガラスとい 高野素十（すじゅう）
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。
北越の古禅林として多くの禅匠を輩出、修行僧 大栄寺
が休むことなく寒行を続ける曹洞宗の大道場
で、境内には芭蕉の「いざゆかん 雪見に転ぶ
所まで」の句碑がある江南区沢海の寺の名前
は何か。
新潟甚句などの祭りばやしに欠かせない樽砧 尾崎紅葉
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。

問30

西区にある新潟大教育学部芸術環境講座と地 うちのＤＥ（で）アート
域住民有志グループが主催するイベントが、こ
としも９月28日から開かれた。同大の学生、教
員、住民の作品を展示して交流を深め、にぎわ
い創出を目指すこのイベントの名前は何か。

問31

1929（昭和４）年に完成した３代目萬代橋は、長 大河津分水の完成（通水）
さ約782メートルあった２代目より、半分以下の
約307メートルと短くなった。橋上流の両岸が埋
め立てられ、信濃川の川幅が狭まったためだ
が、埋め立てを可能にした理由は何か。

問32

南区の国重要文化財・旧笹川家住宅の隣接地 曽我・平澤記念館
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。
雪をかぶると甘みを増す小松菜の一種で、中 玄的菜、げんてき菜、げんとき菜
央区鳥屋野地区女池を中心に栽培される女池
菜は、その昔、中央区流作場から種を持ち帰っ
て伝えたといわれ、流作場一帯の開拓者の名
前を取った別の呼び名があった。それは何か。

問33

問34

住民による自主映画制作や、飲食店による地 沼垂
域限定ビールの販売、シャッター街の長屋を再
生し、個性的な店約30店を集めた「（
）テラ
ス商店街」など、地域おこしのさまざまな活動が
展開されている。かっこ内の地域名を入れなさ
い。
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問35

江戸時代に始まり、農家の普段着や作業着に 亀田縞
使われてきた伝統的な木綿織物が江南区に
残っている。最盛期の大正時代には600を超え
る業者が生産し、紺や赤を基調とする落ち着い
た縞模様が特徴の織物の名前は何か。

問36

1812（文化９）年に出版された橘崑崙著の書物 「北越奇談」
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。
大正期から昭和の初めにかけて、日米児童の ギューリック博士
親善を図るために人形の交換が行われ、市内
の小学校にも、この時に贈られた「青い目のお
人形」が数体保存されている。アメリカで起きた
日本人移民排斥運動を心配して、人形交換を
呼び掛けた親日家はだれか。

問37

［穴埋め記述問題］
問38～ 新潟市には難読地名がいくつもあるが、長割 （38）おさわり （39）あさまくり
39
（38）、朝捲（39）の正しい読み方を書きなさい。
問40～ 1945（昭和20）年８月10日、米軍の艦載機が新 （40）おけさ丸 （41）宇品丸
41
潟市を空襲、新潟港に入港中の佐渡連絡船
「（40）」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
「（41）」がいて応戦したが、船員や軍人が亡く
なった。
問42～ 新潟の大地を包む雄大な夕日をデザインした （42）アジア大陸、ユーラシア大陸
43
市民の
（43）日本海
シンボルマークが、2007（平成19）年の政令指
定都市移行を記念して制定された。図の黒い
部分は（42）と新潟を、その間の白い帯状の形
は（43）を表している。
問44～ 江戸時代末近く、（44）の親方が、巡業先だった （44）越後獅子、角兵衛獅子
46
信州の真似をして、郷里の南区月潟地区で始 （45）まゆ玉飾り
めた（45）は、小正月行事として次第に県内各 （46）餅、もち、モチ
地に広がった。その特徴は（46）を焼いて形づく
り、着色することである。
問47～ いったん国宝に指定された仏像で、その後、
（47）茂林 （48）子育（て）延命
48
1950（昭和25）年に国の重要文化財に指定替え
されたのは、秋葉区小須戸地区の（47）寺にあ
る（48）地蔵尊。毎年５月にご開帳され、人々で
賑わっている。
問49～ 新潟市の別名新潟盆踊り唄といわれる（49）
（49）新潟甚句
51
は、樽砧で知られ、西蒲区の温泉地に伝わる （50）岩室甚句
（50）は、方言を生かしたユーモラスなお座敷唄 （51）新津松坂
として親しまれる。伊勢の国の踊りを改良したと
伝えられる（51）は、日本三大流しのひとつとい
われる民謡流しである。
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問52～ 中央区の下町、旧湊小学校裏の日和山共同墓 （52）竹内式部
54
地には、歴史上の著名人の墓がいくつもある。 （53）荻野久作
江戸中期の尊王思想家で八丈島に遠島とな
（54）澤田敬義 ※「沢田」でも可。
り、寄港地の三宅島で病死した（52）のほか、 ※（53）と（54）は順番が逆でも可
1951（昭和26）年に名誉市民の称号を授与され
た医師の（53）と（54）も、ここに眠っている。
問55～ 中央区出身の漫画家（55）は早くから人気作家 （55）高橋留美子
57
となり、「うる星やつら」「めぞん一刻」「犬夜叉」 （56）近藤ようこ
などが代表作。一方、東区出身の漫画家（56） （57）新潟中央
は地味な作風だが、「五色の舟」が2014年度文
化庁メディア芸術祭賞マンガ部門大賞に輝い
た。２人は市内の（57）高校で同級生だった。
［語句記述問題］
問58～ 新潟市内に３か所ある「道の駅」の名称を挙げ 豊栄、新潟ふるさと村、花夢里にいつ
60
なさい。
問61～ 坂口安吾の原作で映画化された作品を２つ挙 「桜の森の満開の下」「白痴」「肝臓先生」「不連
62
げなさい。
続殺人事件」「負ケラレマセン勝ツマデハ」「戦争
と一人の女」
問63～ 中世には阿賀野川本流が信濃川河口に合流 蒲原津、新潟津、沼垂湊
65
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。
問66～ ことし７月から、市観光循環バスに、新たな漫画 パタリロ！、Ｗｈａｔ´ｓ Ｍｉｃｈａｅｌ？、ショムニ
67
キャラクターをラッピングした車両が加わった。
描かれた３つの漫画作品のタイトルのうち２つ
を挙げなさい。

問68～ 「潟」をテーマにした「水と土の芸術祭2015」は、 福島潟、佐潟、上堰潟
70
鳥屋野潟など市内の４つの潟をメインフィールド
として、さまざまなプロジェクトが行われた。メイ
ンフィールドとなった残る３つの潟の名前を書き
なさい。
［短文記述問題］
問71～72
①
鉄工丸事件とは何か。150字以内で説明しなさ ①今から７０年前、終戦間近の１９４５（昭和２０）
い。
年７月２日②信濃川河口の両岸を結ぶ新潟鉄
工所の連絡船「鉄工丸」の引くはしけが、米軍が
投下した機雷に触れて爆発③はしけには、新潟
鉄工所職員のほか、新潟工業学校（現在の新
潟工業高）、第二新潟工業学校（現在の新潟商
業高）、相川中学校（現在の相川高）からの学徒
動員生徒合わせて約７０人が乗っており、３校
の１２人を含む２８人が死亡したとされる④新潟
鉄工所は当時、軍需工場で、厳しい報道管制下
に置かれた⑤新潟工業学校犠牲者の同窓生ら
が中心となり、慰霊碑の建立を目指して動き出
している。
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②

楠本正隆の施策について、150字以内で説明し ①1872（明治５）年に着任した肥前大村藩出身
なさい。
の第２代県令（のちの県知事）②開港場にふさ
わしい開花の町並みにしようと、堀をきれいに
し、道路を整備。地名や町名を分かりやすいよ
う改名した③石油ランプを灯す街灯をたて、日
本最初の公園の１つとして新潟遊園（のちに白
山公園と呼ばれるようになる）を開園した④市街
地の美化を図るため、路上での小便の禁止、裸
体での外出禁止、通行の障害物の撤去などを
布告し、違反者からは罰金をとった⑤川蒸気船
の就航にも尽力した。

③

「北方文化博物館」とは何か。150字以内で説
明しなさい。

④

天野尚とはどんな人物か。150字以内で説明し ①西蒲区出身の日本を代表する環境写真家②
なさい。
元競輪選手③アクアデザインアマノの創業者
で、水槽に岩石を沈め、水草を植栽して水中の
生態系を表現するネイチャーアクアリウムを提
唱した。ポルトガルの水族館でも採用されてい
る④２００８（平成２０）年の北海道洞爺湖サミッ
トでは、佐渡の原生林写真が飾られ、話題に
なった⑤２０１５（平成２７）年８月に急逝した。

⑤

「東アジア文化都市2015」事業とは何か。150字 ①日本と中国、韓国の文化大臣会合合意に基
以内で説明しなさい。
づく文化交流事業②昨年の横浜市に次いで、こ
としは新潟市が日本の開催都市に選ばれた③
他２国の開催都市は、中国が青島（チントウ）
市、韓国は清州（チョンジュン）市④新潟市では
２市からの訪問団を迎えて、芸能やアートを紹
介する文化ウイーク、新潟まつりへの参加、子
どもたちの合唱交流、書のシンポジウムなどが
行われた⑤新潟市からも２市へ訪問団を送って
いる。

①江南区沢海の豪農として富を築いた伊藤家
の邸宅②１８８９（明治２２）年に完成した部屋数
６５もの広大な純日本式住宅③土蔵造りの門や
総けやき造り唐破風（からはふ）の大玄関、鎌
倉・室町時代の古式によって造られた庭園が保
存されている④庭園は桜や藤、ツツジなど季節
の趣があり、博物館として民芸、民俗などの資
料を展示している⑤財団法人で、伊藤家８代目
の伊藤文吉氏は「ザ・フレンドシップ・フォース・
オブ新潟」という団体を設立している。
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