
上級の部

＜上級の部＞問題

問題１　富山・石川・福井・岐阜県にかけて分布し、恐竜化石を多く産出する「○○

層群」、○に入る漢字を書け。

問題２　黒部川扇状地末端の湧水帯に、自然林に近い状態で見られるスギ林を何

というか。

問題３　富山湾でホタルイカが獲れる沿岸は、「ホタルイカ○○海面」として国の特別

天然記念物に指定されている。○に入る漢字を書け。

問題４　富山湾の水深300ｍより下にある海水で、ミネラル分をバランスよく含むこと

から、魚の養殖や、食品、医薬品づくりなどに活用されているのは。

問題５　立山連峰で最も高い山は大汝山だが、２番目に高いのは。

問題６　急流河川の多い富山県の中でも日本屈指の平均勾配8.5％をもつ、魚津市

を流れる河川は。

問題７　街なかに３kmにわたって約460本のソメイヨシノが並ぶ県内有数の花見ス

ポットで、「日本さくら名所百選」にも選ばれているところは。

問題８　高岡市福岡地域の「福岡さくらまつり」が開かれる、1,000本のソメイヨシノの

並木が続く川は。

問題９　越中万葉で詠まれる「つまま」とは、何という樹木のことか。

問題10　県内の名水百選のうち、瑞泉寺の開祖・綽如上人の故事に由来する名水

は。

問題11　近年、突堤や離岸堤を整備したことで砂浜が回復し、かつての景観を取り

戻した、県西部の海岸は。

問題12　近年、日本海沖で相次いで見つかっている深海魚で、魚津水族館に体長

４ｍの標本が展示されているのは。

問題13　オートキャンプ場「割山森林公園 天湖森」がある割山から眺められる県定

公園にも指定されている峡谷の名称は。

問題14　ラムサール条約湿地「立山弥陀ケ原・大日平」の、弥陀ケ原と大日平を分

ける渓谷の名称は。

問題15　今年度から、富山市ファミリーパークが東京の上野動物園とともに、環境

省と連携して人工飼育に取り組んでいる動物は。

問題16　昨年、国名勝「おくのほそ道の風景地」に選ばれた「有磯海（女岩）」につい

て、今年追加指定されたものは。

問題17　近年の調査で91体もの人骨が発掘された、富山市呉羽にある縄文時代前
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期の遺跡の名称は。

問題18　源平盛衰記によれば、倶利伽羅合戦で木曽義仲が何という戦法を用いて

勝利したと記されているか。

問題19　15世紀後半、越中一向一揆の中心となった２つの寺の名称を漢字で書

け。

問題20　富山藩６代藩主・前田利與【としとも】が人材育成や士風振興を目的に設

置した藩校を何というか、漢字で書け。

問題21　富山売薬の創始者とされる富山藩２代藩主はだれか、漢字で書け。

問題22　治山治水や教育に力を入れた、富山県の初代県令（のちの知事）の名前を

漢字で書け。

問題23　地元で採取されたヒスイなどを加工した装飾品や、蛇紋岩を用いた磨製石

斧、優美な縄文土器が大量に出土している朝日町の遺跡は。

問題24　住宅が国の重要文化財に指定されている富山市の「浮田家」が、加賀藩

時代に任じられていた役は。

問題25　平成25年（2013）、高岡市で、加賀藩主が休憩・宿泊するための屋敷の遺

構が復元されたが、その名称は。

問題26　築城時の外郭をとどめている歴史的価値が評価され、昨年、県内20件目

の国史跡に指定されたのは。

問題27　公害病の恐ろしさと克服の歴史を学び、環境や健康を大切にした生活や地

域づくりを考えるために、平成24年（2012）に開館された施設は。

問題28　今年、文化庁が初めて認定した「日本遺産」の一つに、「○○ゆかりの町民

文化が花咲くまち高岡」が選ばれたが、○に入る語句は。

問題29　約800年前、雑木を刈る作業歌から生まれたとされる、黒部市生地に伝わ

る民謡踊りは。

問題30　大伴家持の越中万葉歌「もののふの　やそをとめらが　くみまがふ　てらゐ

のうへの」に続く語句を書け（平仮名のみでも可）。

問題31　越中国司だった大伴家持が、奈呉八幡宮として創建したのが起こりとされ

る神社は。

問題32　南砺市の瑞泉寺の前から続く、木彫りの工房が多くある道の名前は。

問題33　水稲や小麦の品種改良に従事し、世界的な食糧不足を解決する「緑の革

命」の功労者と呼ばれたのはだれか。

問題34　西砺波郡正得村（現・小矢部市）の出身で、上京して鉄鋼業やホテル業で

成功し、富山県立大学の前身となる技術短期大学設立にも寄与した人物は。

問題35　特有のゼラチン質が栄養や美容面からも注目されている、「幻魚」とも書く

魚は。

問題36　明治26年（1893）、ヨハネス・デ・レーケの指導で完成した、常願寺川左岸
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約3,300ヘクタールを灌漑【かんがい】する用水は。

問題37　平成21年（2009）、「○○の菅笠製作技術」が国の重要無形民俗文化財に

指定された。○に入る地名を漢字を書け。

問題38　南砺市特産の富山干柿の原料となる柿の品種は。

問題39　射水市黒河地区、高岡市西田地区、氷見市粟原地区に共通する特産品

は。

問題40　富山湾のホタルイカは、主にどんな漁法で獲られるか。

問題41　平成19年（2007）に、県内で初めて地域団体商標（地域ブランド）に認定さ

れた黒部川扇状地で作られる産品は。

問題42　黒部市の新川育成牧場が、昨年新しい名称「くろべ牧場 ○○」になった

が、○に入る語句は。

問題43　砺波市と並んで富山を代表するチューリップの球根産地はどこか。

問題44　魚のすり身と昆布を使った味わいが人気の、学校給食にも採用されている

高岡市のまちおこしグルメの名称は。

問題45　生産量県内トップの地元産ホウレンソウをスープに使っている、高岡市の

まちおこしグルメの名称は。

問題46　江戸時代から伝わる民芸品で、県内最後の職人・渡辺信秀の技術を受け

継いで制作している「とやま○○工房」の、○に入る語句は。

問題47　弘法大師が植えたのが始まりと伝えられる、砺波市庄川町金屋地区を中

心に生産されている特産品は。

問題48　黒部漁港入り口に架かる、日本初の片持ち式旋回式可動橋の名称は。

問題49　小矢部市石動－庄川町（現・砺波市）を結び、昭和47年（1972）に全線廃止

となった鉄道の名称は。

問題50　新湊大橋の自転車歩行者道の愛称は。

問題51　富山地方鉄道五百石駅や、図書館、保健・福祉の窓口などが一体となった

立山町の複合施設は。

問題52　富山大橋は、戦前、通称で何と呼ばれていたか、漢字で書け。

問題53　富山空港の愛称は。

問題54　「ほんこはん」とも呼ばれる報恩講は、だれの忌日にちなんだ仏事か。

問題55　「富山は、まんであめぷ～」「～が新しくなるぷー」などの独特なつぶやきが

人気の、ネット上のキャラクターの名称は。

問題56　学問の神様・菅原道真をまつる宮として受験生の参拝が多い、射水市にあ

る神社は。

問題57　来年５月の主要国首脳会議（伊勢志摩サミット）に合わせて、富山市で開
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催される関係閣僚会合は何か。

問題58　今年、富山市の惣万佳代子さんが、看護活動の功績をたたえる世界最高

の記章「フローレンス・ナイチンゲール記章」を受けたが、その受章理由となった福祉

サービスの名称は。

問題59　富山駅や街なかなど、富山市内に20カ所のステーションがある「アヴィレ」

は、何の市民共同利用システムか。

問題60　今年８月、富山市西町にオープンした、市ガラス美術館や市立図書館本館

などが入る再開発ビルの名称は。

問題61　県内の公立中学校の２年生が、将来の生き方を考え、たくましく生きる力を

身に付けるために行う職場体験「社会に学ぶ ○○」。○に入る語句は。

問題62　今年10月、射水市の海王丸パークなどを会場に「第35回全国○○大会」が

県内で初開催されたが、○に入る語句は。

問題63　その水音が「残したい日本の音風景100選」にも選ばれている、富山市八

尾町の旧町を流れる火防・流雪用水路のことを何というか。

問題64　水神の大蛇に嫁いだ娘お光の伝説を再現した婚礼行列が呼び物の、黒部

市のまつりは。

問題65　射水市新湊博物館には石黒信由【のぶよし】とその子孫の著書や蔵書を集

めた「○○文庫」が収蔵されている。○に入る漢字を書け。

問題66　「○○魚津まつり」では、たてもん祭りやせり込み蝶六街流しなどが行われ

る。○に入る言葉は。

問題67　４月に氷見市で行われる、昔の雨ごいにちなんだ祭りの名称は。

問題68　入善町には大正時代の水力発電所を再生した、ユニークな「○○発電所美

術館」がある。○に入る言葉を書け。

問題69　年の初めに家内安全・無病息災を願って射水市の下村加茂神社で行われ

る魚を使った儀式は。

問題70　上市町の大岩、眼目、馬場島の３地区には　心身のリラックス効果が認め

られた「○○基地」が整備されているが、○に入る語句は。

問題71　13基の曳山が昼は「花山」、夜は「ちょうちん山」となって巡行する祭りで、

昨年、県の無形民俗文化財にも指定されたのは。

問題72　「庄川水まつり」で催されるイベントで、かつて庄川で盛んだった材木の流

送にちなんだ「○○選手権」の○に入る語句は。

問題73　国登録有形文化財・小杉展示館（旧小杉貯金銀行）、竹内源造記念館（旧

小杉町役場）、旧小杉郵便局などの建物から連想される建築装飾は。

問題74　毎年７月、花火大会や「火流し」が行われる水橋橋まつりの会場となる川

は。

問題75　「ふるさと祭り東京・ご当地どんぶり選手権」で大賞に選ばれたこともある、
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道の駅「カモンパーク新湊」の人気メニュー名は。

問題76　朝日町宮崎のヒスイ海岸から氷見市阿尾城跡付近まで、約88kmにわたっ

て整備されている「○○サイクリングコース」の、○に入る語句は。

問題77　今年４月、氷見市にオープンした「ひみ漁業交流館○○」の、○に入る名

称は。

問題78　世界的なバイオリニスト・指揮者で、晩年を富山で過ごした縁から、その没

後も記念の音楽祭が開かれている人物はだれか。

問題79　渇筆【かっぴつ】技法で水墨画に新境地を開いた婦負郡桜谷村（現・富山

市）出身の水墨画家は。

問題80　富山県の高等教育の発展を願って多額の寄付をし、旧制富山高等学校の

創設に貢献したのはだれか。

問題81　砺波市庄川町の庄川水記念公園には「○○記念庄川美術館」がある。○

に入る人物名を書け。

問題82　南砺市福光にある棟方志功の元住居「りうがさい」を漢字で書け。

問題83　新川郡魚津町（現・魚津市）出身で、明治時代の社会問題を取材した『日

本之下層社会』を発表した社会思想家は。

問題84　射水市新湊地域や新湊曳山まつりを舞台に、竹野内豊、江口洋介らが出

演する来年公開予定の映画のタイトルは。

問題85　松尾芭蕉の門人だった瑞泉寺11代住職・浪化上人が、師の遺髪を納めた

とされる全国で最も古い芭蕉塚の一つは。

問題86　今年の陸上世界選手権で銅メダルを獲得してリオ五輪の日本代表に決

まった、滑川市出身の谷井孝行選手の競技種目は。

問題87　今年逝去した直木賞作家・高橋治が、「おわら風の盆」に題材を取ったベス

トセラー小説のタイトルは。

問題88　東京出身、青春時代を富山で過ごした作家・演出家で、代表作にテレビド

ラマ「寺内貫太郎一家」「時間ですよ」などがあるのは。

問題89　黒部川の電源開発を描いた吉村昭のドキュメンタリー小説は。

問題90　今年、15年ぶりに復活したスポーツイベントで、富山市岩瀬浜－立山山麓

間の51.5km、標高差約600ｍのコースで開催されたのは。

問題91　かつて親しまれていた盆踊り歌「えんじゃら節」が、平成12年（2000）に復

活したところは。

問題92　日本代表チーム「サムライジャパン」に代表選手を送り出すなどホッケー競

技が盛んで、「ホッケー王国」と呼ばれる市町村は。

問題93　今年、富山GRNサンダーバーズに入団した、NPBで本塁打464本の外国人

通算最多記録を持つ選手は。

問題94　滑川市にある地名「魚躬」の読みは。
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問題95　富山県が、平成25年（2013）まで23年連続で全国トップの低さを誇っている

ものは。

問題96　参勤交代の大名をなぐさめるために始まったとされる入善町のまつりは。

問題97　今年から始まった、急病や交通・山岳事故、災害時に活用される救急医療

システムで、「空飛ぶ救命室」とも呼ばれるのは。

問題98　県の「元気とやまマスコットキャラクター」の名称は。

問題99　南砺市上平地区の地名「皆葎」の読みは。

問題100　富山弁の挨拶、「まめなけ？」の意味は。

＜上級の部＞解答

問題１ 手取 問題51 立山町元気交流ステーション

問題２ 杉沢の沢スギ 問題52 連隊橋

問題３ 群遊 問題53 富山きときと空港

問題４ 海洋深層水 問題54 親鸞

問題５ 雄山 問題55 とやまくん

問題６ 片貝川 問題56 新湊天満宮

問題７ 松川べり 問題57 環境相会合

問題８ 岸渡川 問題58 富山型デイサービス

問題９ タブノキ 問題59 自転車

問題10 瓜裂の清水 問題60 TOYAMAキラリ

問題11 雨晴海岸 問題61 14歳の挑戦

問題12 リュウグウノツカイ 問題62 豊かな海づくり

問題13 神通峡 問題63 エンナカ

問題14 称名渓谷 問題64 愛本姫社まつり

問題15 ニホンライチョウ 問題65 高樹

問題16 義経岩 問題66 じゃんとこい

問題17 小竹貝塚 問題67 ごんごん祭り

問題18 火牛の計 問題68 下山芸術の森

問題19 瑞泉寺・勝興寺 問題69 鰤分け神事

問題20 広徳館 問題70 森林セラピー

問題21 前田正甫 問題71
新湊曳山まつり（放生津八幡宮
祭の曳山行事、も可）

問題22 国重正文 問題72 流木乗り

問題23 境Ａ遺跡 問題73 鏝絵

問題24 奥山廻役 問題74 白岩川

問題25 戸出御旅屋の門 問題75 白エビかき揚丼

問題26
高岡城跡（高岡古城公園も
可）

問題76 富山湾岸
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問題27 県立イタイイタイ病資料館 問題77 魚々座

問題28 加賀前田家 問題78 シモン･ゴールドベルク

問題29 しばんば踊り 問題79 篁　牛人

問題30 かたかご（堅香子）のはな（花） 問題80 馬場はる

問題31 放生津八幡宮 問題81 松村外次郎

問題32 八日町通り 問題82 鯉雨画斎

問題33 稲塚権次郎 問題83 横山源之助

問題34 大谷米太郎 問題84 人生の約束

問題35 ゲンゲ 問題85 黒髪塚

問題36 常西合口用水 問題86 競歩

問題37 越中福岡 問題87 風の盆恋歌

問題38 三社柿 問題88 久世光彦

問題39 タケノコ 問題89 高熱隧道

問題40 定置網 問題90 いきいき富山トライアスロン

問題41 入善ジャンボ西瓜 問題91 砺波市

問題42 まきばの風 問題92 小矢部市

問題43 入善町 問題93 （タフィ・）ローズ

問題44 高岡流お好み焼きととまる 問題94 うおのみ

問題45 高岡グリーンラーメン 問題95 出火率

問題46 土人形 問題96 舟見七夕まつり

問題47 （庄川）ゆず 問題97 ドクターヘリ

問題48 生地中橋 問題98 きときと君

問題49 加越線 問題99 かいむくら

問題50 あいの風プロムナード 問題100 元気ですか
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