
第10回　新潟市観光・文化検定　２級
問題
番号

問題 解答

問１ 西区出身の作家藤沢周の芥川賞受賞作はどれか。 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２ 写真の人物はだれか。 Ａ　荻野久作　　　Ｂ　長井亮之
Ｃ　中田瑞穂　　　Ｄ　平澤興

問３ 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４ 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５ 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から
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たから

問６ 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７ 中央区の白山神社には県指定有形民俗文化財の「大
船絵馬」があるが、何を描いたものか。

Ａ　盆踊り　　　　Ｂ　サケ網漁
Ｃ　御城米積み込み　　　Ｄ　祭り行列

問８ 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９ 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　上水道が完成し、給水が始まる
Ｂ　初代萬代橋開通
Ｃ　新潟－長岡間に川蒸気船が就航
Ｄ　火力発電による電気の供給開始

問10 この写真は、新潟市西区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11 イタリア軒を開業したイタリア人のピエトロ・ミリオーレ
は、新潟を訪れたとき、どんな職業だったか。

Ａ　教師　　　Ｂ　貿易商
Ｃ　曲馬団員　　　Ｄ　建築技師

問12 散策コースとして親しまれる「木もれ陽の遊歩道」はどこ
か。

Ａ　中央区の護国神社周辺
Ｂ　西区の佐潟周辺
Ｃ　秋葉区の秋葉湖から石油の里公園まで
Ｄ　西蒲区の上堰潟公園周辺

問13 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14 南区新飯田の円通庵に住んでいた僧は、良寛と交流が
あり、影響を与えたといわれている。この僧の名前は何
か。

Ａ　有願　　　Ｂ　通天存達
Ｃ　親鸞　　　Ｄ　曽我慧南

問15 新潟市で学校教育に水泳が取り入れられたのは1899
（明治32）年だが、その学校とはどこか。

Ａ　新潟（第一）師範学校　　Ｂ　新潟中学校
Ｃ　豊照小学校　　　Ｄ　新潟小学校

問16 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
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問17 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

問18 中央区の金刀比羅神社には国の重要有形民俗文化財
に指定されたものがある。それは次のうちのどれか。

Ａ　模型和船　　　　　Ｂ　大船絵馬
Ｃ　木造のこま犬　　　Ｄ　雲蝶の彫刻

問19 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20 ことし４月、北区の水の駅「ビュー福島潟」の名誉館長に
就任したのはだれか。

Ａ　椎名誠　　　Ｂ　片岡鶴太郎
Ｃ　加藤登紀子　　　Ｄ　大熊孝

問21 西蒲区の桑山諏訪神社には、池田満寿夫による16枚の
天井画組絵が残っている。何と題された組絵か。

Ａ　松亀　　　Ｂ　飛龍　　　Ｃ　天馬　　　Ｄ　舞鶴

問22 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23 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 1897（明治30）年11月、現在の信越本線のルーツとなる
一ノ木戸（三条）－沼垂（新潟）間の鉄道が開通した。運
営していた鉄道会社はどこか。

Ａ　越後鉄道　　　Ｂ　蒲原鉄道
Ｃ　北越鉄道      Ｄ　信越鉄道

問26 みなとまち新潟の「おもてなしの心」を広く発信するた
め、2007（平成19）年９月から「新潟市観光大使」として
活動しているのはだれか。

Ａ　水島新司　　　Ｂ　高橋留美子
Ｃ　小林幸子　　　Ｄ　新井満

問27 良寛の碑は市内にいくつもあるが、こしの千涯が描いた
絵が刻まれているのは、次のうちどこに建てられている
か。

Ａ　西区の新潟大学構内
Ｂ　秋葉区の普談寺境内
Ｃ　中央区の新津屋小路歩道
Ｄ　中央区の勝楽寺境内

問28 水位の違う２つの川の合流点に閘門を設け、船を往来さ
せる施設が秋葉区満願寺にある。２つの川とは次のど
れか。

Ａ　阿賀野川と通船川
Ｂ　阿賀野川と新井郷川
Ｃ　阿賀野川と小阿賀野川
Ｄ　能代川と小阿賀野川

問29 国が今年導入し、地方自治体にも検討を促したことを受
け、新潟市が試験的に２カ月間だけ導入した制度は何
か。

Ａ　始業を前倒しにして早めに退庁する「朝型勤
務」
Ｂ　昼休みを長くして昼食をゆっくりと取る「たっ
ぷり昼休み」
Ｃ　曜日を決めて残業を減らす「ノー残業デー」
Ｄ　担当者の勤務時間をシフト制にして窓口業務
時間を拡大する「楽々窓口」

問30 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31 新潟港が開港された後、最初に現在の中央区西堀通の
勝楽寺に領事館を設けたのは、どこの国か。

Ａ　イギリス　　　Ｂ　オランダ
Ｃ　アメリカ　　　Ｄ　ロシア
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問32 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33 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

問34 今夏、カナダで行われたサッカーの女子ワールドカップ
で準優勝した「なでしこジャパン」には、市出身の選手が
１人含まれていた。だれのことか。

Ａ　阪口夢穂　　　Ｂ　川村優理
Ｃ　北原佳奈　　　Ｄ　上尾野辺めぐみ

問35 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36 戊辰戦争の際、新政府軍の西郷隆盛が海路訪れたとい
う言い伝えがあり、「西郷隆盛宿営地」の碑があるのは、
次のうちのどこか。

Ａ　越前浜　　　Ｂ　角田浜
Ｃ　太夫浜　　　Ｄ　寄居浜

問37 ことし開かれた「水と土の芸術祭2015」のベースキャンプ
として、展示場やイベント会場に使われた施設は、次の
うちのどこか。

Ａ　旧會津八一記念館　　Ｂ　旧二葉中学校
Ｃ　北方文化博物館新潟分館　　Ｄ　みなとぴあ

問38 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

問39 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40 1964（昭和39）年６月16日の新潟地震で、新潟市は津波
に襲われたが、その高さはおよそ海抜何メートルだった
か。

Ａ　0.5メートル　　　Ｂ　2.5メートル
Ｃ　4.5メートル　　　Ｄ　6.5メートル

問41 市にゆかりのある童謡・唱歌の歌碑が市内にいくつか
建っているが、県立新潟中央高校の前庭にある碑は、
次のうちのどれか。

Ａ　「夏は来ぬ」　　　Ｂ　「花嫁人形」
Ｃ　「砂山」　　　Ｄ　「旅愁」

問42 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43 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44 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45 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。最初に来港した
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46 中央区の県立図書館前にある良寛碑は、良寛の名筆
「一二三いろは」の文字が刻まれているが、碑陰（裏面）
には、良寛研究で知られる人の文と歌が刻まれている。
その人とはだれか。

Ａ　會津八一　　　Ｂ　相馬御風
Ｃ　柳田聖山　　　Ｄ　安田靭彦
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問47 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48 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49 戦時下が舞台のＳＦ的な漫画「五色の舟」で、2014年度
文化庁メディア芸術祭賞マンガ部門大賞を受賞した新
潟中央高出身の漫画家はだれか。

Ａ　高橋留美子　　　Ｂ　斉藤美奈子
Ｃ　近藤ようこ　　　Ｄ　高野文子

問50 縄文時代晩期から平安時代に至るまでの建物跡や遺物
が発見されている新潟市内の遺跡で、都への貢納物が
サケであったことを示す木簡も出土したのはどの遺跡
か。

Ａ　古津八幡山遺跡　　　Ｂ　的場遺跡
Ｃ　緒立遺跡　 Ｄ　馬場屋敷遺跡

問51 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。生家は中央区の
神社だが、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52 1689（元禄２）年夏に、「奥の細道」の旅で新潟を訪れた
芭蕉と曽良が、宿を断られて困っていたら、情け深いあ
る男の母が見かねて宿を貸してくれたという。その男の
職業と名前は何か。

Ａ　漁師の忠造　　　　Ｂ　大工の源七
Ｃ　鍛冶屋の清助　　　Ｄ　下駄屋の作蔵

問53 阿賀野川に架かる横雲橋の初代木造橋は、初代木造
萬代橋より早く開通したが、命名したのはだれか。

Ａ　永山盛輝　　　Ｂ　楠本正隆
Ｃ　鈴木長蔵　　　Ｄ　小倉幸光

問54 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55 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56 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57 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58 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その映画監督
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59 戊辰戦争の新潟町を舞台にした戦闘で、奥羽越列藩同
盟軍側の責任者だった色部長門は、銃撃されて死亡し
た。中央区の新潟高校付近に追念碑が建てられている
が、この色部長門は何藩の家老か。

Ａ　会津藩　　　Ｂ　仙台藩
Ｃ　庄内藩　　　Ｄ　米沢藩

問60 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
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問61 1897（明治30）年に鉄道が開業する直前、沼垂駅を起点
とすることに反対し、機関庫と鉄橋を爆破する事件が起
きた。首謀者として下獄したが、後に新潟市長となった
のはだれか。

Ａ　内山愚童　　　　　　Ｂ　大竹貫一
Ｃ　岩船屋佐次兵衛　　　Ｄ　桜井市作

問62 新潟市の８つの行政区を説明した文章で、「古くから石
油や鉄道、花のまちとして知られていて、近年ではバイ
オ技術研究の拠点形成を目指している」とあれば、何区
のことか。

Ａ　秋葉区　　　Ｂ　中央区
Ｃ　江南区　　　Ｄ　南区

問63 市内のアマチュア演劇関係者らが中心部に新たな活動
拠点を築き、併せて古町界隈を盛り上げようと、中央区
東堀通６のビルの地下を整備、今年春にグランドオープ
ンした小劇場の名前は何か。

Ａ　新潟古町演芸場
Ｂ　新潟古町ミニシアター
Ｃ　新潟古町えんとつシアター
Ｄ　新潟古町演劇館

問64 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65 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66 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67 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68～
69

ことし２月に授賞式が行われた「第９回安吾賞」の受賞
者は（68）、市特別賞は（69）だった。

（68）Ａ　瀬戸内寂聴　　　Ｂ　草間弥（彌）生
Ｃ　会田誠　　　　　Ｄ　渡辺謙
（69）Ａ　大友良英　　　Ｂ　カール・ベンクス
Ｃ　ｃｏｂａ　　　Ｄ　天野尚

問70～
71

人気アイドルグループ「ＡＫＢ４８」の姉妹グループ（70）
は、（71）にオープンする専用劇場を拠点に活動する。

（70）Ａ　「ＮＫＢ４８」　　　Ｂ　「ＮＫＴ４８」
Ｃ　「ＮＧＴ４８」　　　Ｄ　「ＮＮＫ４８」
（71）Ａ　万代の「ラブラ２」
Ｂ　新潟駅前の「ガレッソ新潟」
Ｃ　古町の「ＮＥＸＴ21」
Ｄ　新潟駅南の「プラーカ３」

問72～
73

北区高森の稲荷神社境内にある大ケヤキは、推定樹齢
（72）年。県内有数の巨木で、根まわりも約（73）メートル
ある。

（72）Ａ　300　　　Ｂ　600　　　Ｃ　900　　　Ｄ　1,200
（73）Ａ　６　　　Ｂ　９　　　Ｃ　12　　　Ｄ　20

問74～
75

「東アジア文化都市2015」で多様な事業を展開している
３都市は、新潟市と韓国の（74）、それに中国の（75）で
ある。

（74）Ａ　ソウル　　　　　Ｂ　プサン
Ｃ　インチョン　　　Ｄ　チョンジュ
（75）Ａ　北京　　Ｂ　上海
Ｃ　西安　　Ｄ　青島
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問76～
77

新潟市出身の作家坂口安吾の生誕碑が2006（平成18）
年に、生家近くの（76）に建立された。碑文には自伝的
小説（77）の一節が刻まれている。

（76）Ａ　新潟大神宮境内　　Ｂ　護国神社境内
Ｃ　日和山展望台わき
Ｄ　北方文化博物館新潟分館
（77）Ａ　「ふるさとに寄する讃歌」　　Ｂ　「吹雪物
語」　Ｃ　「石の思ひ」　　Ｄ　「風と光と二十の私
と」

問78～
79

越後七浦シーサイドライン沿いに見られる弁天岩などの
奇岩群は、（78）溶岩と呼ばれ、（79）によってできたと言
われている。

（78）Ａ　枕状　　　Ｂ　柱状
Ｃ　板状　　　Ｄ　楯状
（79）Ａ　土石流　　　Ｂ　海底隆起
Ｃ　火砕流　　　Ｄ　海底噴火

問80～
81

市民歌にも歌われる（80）の木は、（81）が1614（慶長19）
年に領地だった新潟を巡検したとき、飛砂の被害を見
て、対策として海岸地に植えさせたといわれている。

（80）Ａ　アカシア　 Ｂ　松　Ｃ　グミ　　　Ｄ　ハマナ
ス
（81）Ａ　牧野忠成　　　Ｂ　川村修就
Ｃ　堀秀治　　　Ｄ　堀直寄

問82～
83

新潟市の無形文化財第１号は、江戸期の幕末から続い
ている舞踊の（82）だが、日本初の映画女優だった（83）
は、５代目家元七十郎の妹である。

（82）Ａ　井上流　　　Ｂ　藤間流　　　Ｃ　吉村流
Ｄ　市山流
（83）Ａ　藤蔭静樹　　　Ｂ　水島あやめ
Ｃ　川田芳子　　　Ｄ　藤間紫

問84～
85

市内にある高校のうち、中央区の（84）と秋葉区の（85）
は、いずれも旧制高等女学校が前身。両校とも、校門か
ら校舎まで続く坂道が「乙女坂」と呼ばれていることは、
その名残りと言える。

（84）Ａ　新潟青陵高　　　Ｂ　新潟江南高
Ｃ　新潟中央高　　　Ｄ　新潟商高
（85）Ａ　新潟明訓高　　　Ｂ　新津高
Ｃ　新潟向陽高　　　Ｄ　新潟東高

問86～
87

歌人・山田花作（本名・穀城）の中央区（86）にある「柳散
る　秋の西堀東堀　さびしきころよ　恋のみなとも」の歌
碑には、（87）が描いた花作の似顔絵が添えられてい
る。

（86）Ａ　白山公園　　　　Ｂ　ＮＥＸＴ21横
Ｃ　西大畑公園　　　Ｄ　イタリア軒前
（87）Ａ　若山牧水　　　Ｂ　野口雨情
Ｃ　相馬御風　　　Ｄ　北原白秋

問88～
90

1874（明治７）年、県令（88）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月に新潟最初の
蒸気船として（89）を、新潟－（90）間に就航させた。

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

問91～
92

2016（平成28）年５月の主要国首脳会議（伊勢志摩サ
ミット）に先立つ閣僚会合のうち、（91）会合の開催地に
新潟市が選ばれた。過去には2008年の北海道・洞爺湖
サミットの際、（92）会合が新潟市で開かれている。

（91）Ａ　環境相　　　Ｂ　交通相
Ｃ　労働相　　　Ｄ　農業相
（92）Ａ　環境相　　　Ｂ　交通相
Ｃ　労働相　　　Ｄ　農業相

問93～
94

2004（平成16）年にオープンした新潟市歴史博物館（み
なとぴあ）の本館は、1911（明治44）年に建設された（93）
の外観を基にデザインされている。敷地内にある国の重
要文化財・旧新潟税関庁舎は、屋根中央に特徴的な
（94）の付いた擬洋風建築である。

（93）Ａ　新潟証券取引所　　　　Ｂ　新津記念館
Ｃ　２代目新潟市役所　　　Ｄ　県政記念館
（94）Ａ　監視塔　　　Ｂ　八角尖塔
Ｃ　鐘楼　　　Ｄ　報時塔

問95～
97

西蒲区から西区海岸へ流れる（95）は、1818（文政元）年
から（96）らが私財を投じて着工した「西蒲原三潟水抜工
事」によって、1820（同３）年に通水した。「三潟」とは鎧
潟、大潟と（97）である。

（95）Ａ　西川　　　Ｂ　新川
Ｃ　中ノ口川　　　Ｄ　広通江川
（96）Ａ　市島徳次郎　　　Ｂ　山本丈右衛門
　　 Ｃ　田沢与一郎　　　Ｄ　伊藤五郎左衛門
（97）Ａ　田潟　　Ｂ　小潟
Ｃ　鎌倉潟　　Ｄ　早潟
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問98～
100

新潟市の名誉市民である歌人・會津八一は、私家版を
除くと生涯で４つの歌集を出版しているが、最初に出し
た歌集は（98）である。また、その晩年をいまの（99）の建
物で過ごし、新潟市の（100）にあるお墓に眠っている。

（98）Ａ　寒燈集　　　Ｂ　鹿鳴集
Ｃ　南京新唱　　　Ｄ　山光集
（99）Ａ　燕喜館　　　Ｂ　新津記念館
Ｃ　旧小沢邸　　　Ｄ　北方文化博物館新潟分館
（100）Ａ　勝念寺　　Ｂ　本覚寺
Ｃ　不動院　　　Ｄ　瑞光寺
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