
上級の部

＜上級の部＞問題

問題１　安政５年（1858）の「飛越地震」を起こした活断層の名称を漢字で書け。

問題２　古くから農耕や山菜採りの目安にされてきた山肌の残雪「雪形」が見られ

る、五箇山にある山は。

問題３　黒部市の「清水【しょうず】の里」や「生地の共同洗い場」などは、どのような

総称で環境省の「名水百選」に指定されているか。

問題４　スダジイやアカガシ、ヤブツバキなど、日本海側では特異な暖温帯の巨木が

茂って、国の天然記念物となっている朝日町にある境内林を漢字で書け。

問題５　平成24年（2012）、国際的に重要な湿地を保全するラムサール条約に登録

された富山県内の湿地の登録名は。

問題６　富山湾の魚類を豊かにしている要因は、暖流の対馬海流と、○○と呼ばれ

る冷たい海洋深層水である。○に入る名称を漢字で書け。

問題７　大山村（現・富山市）出身の立山案内人で、黒部峡谷に精通して「渓谷歩き

の天才」といわれ、剱岳の地形にその名が付けられている人物は。

問題８　富山市の呉羽山公園都市緑化植物園は、○○の群生地を自然の姿のまま

残して整備している全国的にも珍しい施設で、来年の全国植樹祭ではその種子が

使われる予定である。○に入る植物名は。

問題９　富山、石川両県の一部にしか生息していない絶滅危惧【きぐ】種で、県自然

博物園ねいの里が30年以上前から保護に取り組んでいる生物は。

問題10　環境省の「平成の名水百選」に県内から選ばれているのは、「いたち川の

水辺と清水」「弓の清水」のほかにどこか。すべて書け。

問題11　平成24年（2012）に新種の桜、入善乙女キクザクラが発見されたのをきっ

かけに、地元の高校生がボランティアガイドを務めている国指定天然記念物は。

問題12　木曽義仲が倶利伽羅峠に向け進軍中に、ある動物の導きで発見した霊水

とされ、「とやまの名水」にも選定されているのは。

問題13　今年、日本地質学会が全国の「県の石」を選定したが、富山県から選ばれ

たのは、「十字石」「八尾層群の中新世貝化石群」ともう一つは。

問題14　県内から八尾町三乗【みのり】（現・富山市）と氷見市長坂が選ばれている

「日本の○○百選」の、○に入る語句は。

問題15　日本ボート協会公認の直線2,000ｍコースがあり、周辺にはコテージや

オートキャンプ場が設けられている、白山国立公園内にある湖は。

問題16　富山、石川、福井、岐阜の４県にまたがる「○○エコパーク」には、南砺市
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の平、上平地域が含まれるが、○に入る語句は。

問題17　平成10年（1998）に氷見市で発見された、前方後方墳としては日本海側最

大級の古墳を漢字で書け。

問題18　松倉城、守山城とならぶ「越中三大山城」で、平成21年（2009）に国指定史

跡となった城の名前を漢字で書け。

問題19　江戸時代、十二貫野用水や室山野用水など多くの用水開削を行い、新田

開発に貢献した人物の名前を漢字で書け。

問題20　新川郡入膳村（現・入善町）出身で、明治時代、石川県から越中国を独立

させるため、「越中改進党」を作って運動した人物は。

問題21　氷見市の県指定天然記念物「駒つなぎ桜」は、歴史上の人物が馬をつない

だという伝説にちなむが、その人物とは。

問題22　高岡開町の祖・前田利長公をしのび、金属文化の発展を願う「御印祭」で

踊りとともに奉納される鋳物作業歌を漢字で書け。

問題23　明治時代に日本人で初めてシベリアを横断し、帰国後、兄がいる東岩瀬

（現・富山市）に滞在。当時の文書が今年発見された人物は。

問題24　南砺市福光地域の「○○ねつおくり祭り」は、江戸時代に始まった稲の病

害虫を払う伝統行事で、地域で唯一昔ながらの形を継承している。○に入る地名を

書け。

問題25　氷見市出身の実業家・浅野総一郎の努力を象徴する言葉で、自身が創立

した浅野学園の校訓にもなっているのは。

問題26　射水市の放生津八幡宮に伝わる行事で、神仏習合の祭壇が「新湊曳山ま

つり」の曳山とともに伝承されている点が全国的にも珍しいとされる、県無形民俗文

化財は。

問題27　国道41号沿線の通称「ノーベル街道」ゆかりの科学者５名のうち、物理学

賞を受賞した人名をすべて書け。

問題28　来年、富山市の富岩運河環水公園にオープンする「富山県美術館」の開館

記念展のテーマは「○○と美の物語　LIFE－楽園をもとめて」に決定したが、○に入

る言葉は。

問題29　富山市婦中町朝日地区で栽培される「朝日スイカ」は、糖度が高いことで

知られるが、今季から本格販売した新品種のその名前は。

問題30　黒部スイカとも呼ばれる富山県特産のスイカは、現在、どんな地域団体商

標名で登録されているか。

問題31　昭和30年代に県内に導入された、丸や俵型で粘りがあって柔らかいのが

特長の、南砺市や上市町を主な産地とする里芋の品種は。

問題32　下新川郡大布施村（現・黒部市）出身の伊東森作が、扇状地の農地改良

のために考案した工法を何というか。

問題33　富山県が定める「県のさかな」３種類をすべて書け。
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問題34　「○○総本店」は、富山市・総曲輪にある、生産者から直送された野菜や

果物、特産品を販売する店。○に入る言葉を書け。

問題35　家庭薬配置業者が大切にする、得意先の情報を書き込んだ商売台帳を何

というか、漢字で書け。

問題36　富山藩２代藩主・前田正甫の招きを受けて富山に滞在し、「反魂丹」を伝授

したとされる岡山の医師の名を漢字で書け。

問題37　昼競り見学やカニ給食などに取り組み、昨年、地域活性化の成功事例とし

て「ディスカバー農山漁村の宝」で最優秀のグランプリに選ばれた漁業協同組合は。

問題38　農業の担い手を育てるために県が開設し、今年３月、１期生16人が卒業し

た研修機関は。

問題39　県森林研究所が増産を進めている、無花粉の性質と木材としての優れた

品質を併せ持つ優良無花粉スギの名称は。

問題40　早朝採ったワカメにわらの灰をかけて干す独特の製法の「灰付きワカメ」を

特産とする海岸は。

問題41　富山県立大学や民間企業によるグループが、医薬品分野などへの活用を

めざして南砺市の利賀川で採取、研究している藍藻類は。

問題42　県薬業連合会では、配置薬業に関する文化財群について、県を通じて文

化庁の制度への認定をめざしているが、その制度とは。

問題43　若手作家の才能を発掘するとともに、高岡の産業界に刺激を与えてきた全

国公募展「工芸都市高岡○○」が、今年30回目を迎えたが、○に入る語句は。

問題44　今年８月、県内外のものづくり企業や大学、高校などが工夫を凝らして製

作した○○で対戦する「全日本製造業○○大戦Ｇ３とやま場所」が開かれたが、○

に入る語句は。

問題45　富山県内の浄土真宗の家庭で、親鸞の忌日前後に行われる法要を何とい

うか。

問題46　環境問題を学べるプラザ棟を備えた、射水市の市営リサイクル処理施設の

名称は。

問題47　瑞泉寺の「太子伝会」や善徳寺の「虫干法会」で参詣者に出される馴れず

しは、何を米飯や塩、麹と漬け込んだものか。

問題48　明治30年（1897）に開通した富山県初の民営鉄道の名称は何か。

問題49　富山ライトレールは、何という鉄道路線を路面電車化したものか。

問題50　加賀藩が参勤交代の便のために黒部川に架けた橋で、日本三奇橋の一

つに数えられる「○○のはね橋」の、○に入る漢字を書け。

問題51　「とやま○○遺産」は、身近なところにある「地域の宝物」を再発見し、地域

の活性化につなげる富山県の取り組みである。○に入る言葉は何か。

問題52　今年５月、先進７カ国（Ｇ７）環境相会合で合意された、循環型社会をめざす
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「富山枠組み」のフル名称（日本語）は。

問題53　昨年開業した北陸新幹線で、新高岡駅への定期停車を地元が要望してい

る列車は。

問題54　今年、日本海側で初めての大型艇用の水上桟橋が整備された、県が拡張

整備を進めている射水市の施設は。

問題55　県が行った家計調査で、富山市の昨年の支出額が55回目の全国一となっ

た食品は。

問題56　世界銀行が途上国を支援する「都市間パートナーシップ・プログラム」に参

加する富山市は、「○○なまちづくり」に関する貢献が期待されている。○に入る語

句は。

問題57　受験シーズンを前に、北陸銀行、JR西日本、あいの風とやま鉄道が配布

する、ある特定の砂を入れた合格祈願のお守りの名称は。

問題58　氷見市立博物館で長年取り組んでいる、古い民具や写真を利用して高齢

者の認知症予防や生きがいづくりにつなげる「○○法」の、○に入る語句は。

問題59　造林地への除草剤空中散布に反対して昭和49年（1974）から始まり、今年

活動を終了した環境ボランティア運動は。

問題60　今年、富山市の特別副市長に委嘱された同市八尾地域出身のタレント

は。

問題61　五箇山民謡から名付けられたご当地怪獣キャラクターで、南砺市の環境施

策のシンボルとして活用されているのは。

問題62　資料館、美術館、特産館などの施設が集まる砺波市庄川町の観光拠点

は。

問題63　立山山麓や上市町の森林は「森林○○基地」に認定されている。○に入る

言葉を書け。

問題64　県内で唯一、「日本の渚百選」および「快水浴場百選」に選定されている海

岸は。

問題65　美人画で知られる竹久夢二が、大正時代に朝日町に滞在し作品を制作し

たことにちなみ、夢二の作品を多く収蔵している施設の名称は。

問題66　菊の栽培が盛んな南砺市福野地区にある植物園は。

問題67　富山市で全日本チンドンコンクールが始まったのは何年か。

問題68　越中国司・大伴家持が詠んだ和歌にちなむイベント「めひかわ鵜飼祭」の

「めひかわ」を漢字で書け。

問題69　県内の花火シーズンのトップを切って、毎年６月初めに催される「○○花火

大会」の○に入る地名は。

問題70　黒部市宇奈月町に伝わる、大蛇に嫁いだ茶屋の娘の伝説を再現した「大

蛇お光行列」が呼び物の祭りは。

4



問題71　南砺市の城端別院善徳寺の「虫干法会」に合わせて行われる、米俵を持ち

上げて力を競う伝統行事は。

問題72　今年５月、富山城址公園内に明治期の茶室「碌々亭【ろくろくてい】」を移築

し開館した施設名は。

問題73　今年４月、宇奈月温泉にオープンした総湯「○○宇奈月」の○に入る語句

は。

問題74　高岡古城公園の濠【ほり】を巡る遊覧船の名称は、「利長号」ともう一隻

は。

問題75　今年開催された世界最大規模の日本ポップ文化の祭典「ジャパンエキス

ポ・パリ」に出演した県内のゆるキャラは、「キラリン」ともう一組は。

問題76　黒部市が、同市出身の俳優・黒部進と、かつて彼がハヤタ隊員役で出た作

品の中の怪獣たちが一緒に登場する市のＰＲポスターを制作して話題を呼んだが、

その作品とは。

問題77　今年、富山駅前のCiCビル１階にオープンした、富山の土産物や工芸品を

幅広く扱う物産店の名称は。

問題78　江戸時代、富山西三番町に私塾「臨池居【りんちきょ】」を開いた人物の名

前を漢字で書け。

問題79　タカジアスターゼの製造特許を取得した、高岡市出身の化学者の名前を漢

字で書け。

問題80　富山県初の児童文学作品とされる『越中お伽噺【とぎばなし】』や『越中昔

噺』を刊行した、富山市出身の童話作家の名前を漢字で書け。

問題81　現在の射水市出身で、古代中国の「木の葉天目茶碗」の技法を独学で再

現し、後に人間国宝となった陶芸家は。

問題82　藤子不二雄 原作で、漫画家をめざす二人の少年の成長を描き、のちに

テレビドラマ化もされた作品は。

問題83　平成22年（2010）から開催されている、富山県内最大級の自転車長距離

走イベントの名称は。

問題84　富山県出身の横綱は、太刀山ともう一人はだれか、しこ名を漢字で書け。

問題85　上市町出身の細田守監督のアニメ映画「おおかみこどもの雨と雪」で、主

人公の親子が暮らす家のモデルとなった民家は何と呼ばれているか。

問題86　都会で挫折を経験した女性が故郷で店を開き夢を追う物語で、高岡市のタ

カオカンドリーム社が製作し、昨年公開された映画のタイトルは。

問題87　イベント「エンジン02in富山」をきっかけに、映画監督で俳優の奥田瑛二が

講師を務める劇団が設立されたが、その名称は。

問題88　今年、高砂部屋に入門し、春場所にデビューした富山市出身の力士は。

問題89　今年８月、「世界少年野球富山大会」が開催されたが、世界少年野球推進
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財団の理事長で、母親の出身地が富山県というゆかりを持つ人物は。

問題90　今年、県出身選手として初めてプロ野球の最優秀防御率のタイトルを獲得

した魚津市出身の選手は。

問題91　サッカーＪ３・カターレ富山で2008年のチーム発足時から所属する唯一の選

手は。

問題92　今年、プロ野球の新人選手選択会議（ドラフト会議）で、日本ハムから４位

指名を受けた、黒部市出身の選手は。

問題93　ホッケー女子日本代表チームのメンバーとして、北京五輪以来となるリオ

五輪に出場した小矢部市出身の選手は。

問題94　五輪出場４回目となるリオ五輪で、男子50km競歩に出場した滑川市出身

の選手は。

問題95　富山県内で富山市に次ぎ２番目に面積が大きく、その面積が琵琶湖とほ

ぼ同じ市町村はどこか。

問題96　平成29年（2017）に全国植樹祭が開催される県内施設は。

問題97　昨年10月、天皇、皇后両陛下を迎えて射水市新湊地域で行われた「第35

回○○大会」の、○に入る語句を書け。

問題98　「大きすぎたり、多すぎたりして、見栄えがよくない」ことを意味する富山弁

は。

問題99　射水市の地名「戸破」の読みは。

問題100　南砺市福光地域の地名「していち」を漢字で書け。

＜上級の部＞解答

問題１ 跡津川断層 問題51 未来

問題２ 人形山 問題52 富山物質循環フレームワーク

問題３ 黒部川扇状地湧水群 問題53 かがやき

問題４ 宮崎鹿島樹叢 問題54 新湊マリーナ

問題５ 立山弥陀ケ原・大日平 問題55 昆布

問題６ 日本海固有水 問題56 コンパクト

問題７ 宇治長次郎 問題57 すべらサンド

問題８ エドヒガン 問題58 地域回想

問題９ ホクリクサンショウウオ 問題59 草刈り十字軍

問題10 行田の沢清水、不動滝の霊水 問題60 柴田理恵

問題11 杉沢の沢スギ 問題61 デデレコデン

問題12 鳩清水 問題62 庄川水記念公園

問題13 オニックスマーブル 問題63 セラピー

問題14 棚田 問題64 宮崎・境海岸
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問題15 桂湖 問題65 （朝日町立）ふるさと美術館

問題16 白山ユネスコ 問題66
南砺市園芸植物園（フローラル
パーク）

問題17 柳田布尾山古墳 問題67 昭和30年（1955）

問題18 増山城 問題68 売比河

問題19 椎名道三 問題69 庄川峡

問題20 米沢紋三郎 問題70 愛本姫社まつり

問題21 大伴家持 問題71 （城端別院）盤持ち大会

問題22 弥栄節 問題72 富山市本丸亭

問題23 嵯峨寿安 問題73 湯めどころ

問題24 荒木 問題74 利常号

問題25 九転十起 問題75 メルギューくん・メルモモちゃん

問題26 築山行事 問題76 ウルトラマン

問題27 小柴昌俊、梶田隆章 問題77 ととやま

問題28 生命 問題78 小西鳴鶴

問題29 かがやき 問題79 高峰譲吉

問題30 入善ジャンボ西瓜 問題80 大井冷光

問題31 大和（やまと） 問題81 石黒宗麿

問題32 流水客士 問題82 まんが道

問題33 ブリ、ホタルイカ、シロエビ 問題83 グランフォンド富山

問題34 地場もん屋 問題84 梅ヶ谷

問題35 懸場帳 問題85 花の家

問題36 万代常閑 問題86 魚津のパン屋さん

問題37 新湊漁業協同組合 問題87 奥田塾

問題38 とやま農業未来カレッジ 問題88 石橋

問題39 立山　森の輝き 問題89 王　貞治

問題40 （朝日町）宮崎海岸 問題90 石川　歩

問題41 アシツキ 問題91 木本敬介

問題42 日本遺産 問題92 森山恵佑

問題43 クラフトコンペ（ティション） 問題93 小野真由美

問題44 コマ 問題94 谷井孝行

問題45 報恩講 問題95 南砺市

問題46 ミライクル館 問題96 魚津桃山運動公園

問題47 サバ 問題97 全国豊かな海づくり

問題48 中越鉄道 問題98 ざごつけない

問題49 JR富山港線 問題99 ひばり

問題50 愛本 問題100 一日市
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