
問題１

初代立山砂防工事事務所長として白岩砂防堰堤を計画するなど、わが国の近代砂防の発展に貢献し「砂防の

父」と呼ばれた人物は。

問題２

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３

国の天然記念物・杉沢の沢スギで見られる、積雪の重みで枝が曲がって着地したところから芽を出す現象を

漢字で書け。

問題４

立山・黒部の魅力を世に紹介し、「黒部の父」とも呼ばれる登山家で、「十字峡」を発見し、命名したのはだれか。

問題５

弥陀ケ原に点在する、「餓鬼の田んぼ」と呼ばれる水たまりを漢字で書け。

問題６

国の特別天然記念物で絶滅危惧【きぐ】種「ニホンライチョウ」の人工繁殖事業で、今年、富山市ファミリー

パークで産卵したつがい（親鳥）は何組か。

問題７

「万葉集」には植物を詠んだ歌が多いが、大伴家持も題材にした、葛根湯【かっこんとう】の原料としても

知られる薬草は。

問題８

入善高校農業科が増殖に取り組み、今年初めて開花させた新種の桜の名称は。

問題９

全国に普及したコシノヒガンザクラの原木とされ、今年、自治体の天然記念物にも指定された古木がある市

町村は。

問題 10

立山の弥陀ケ原・○○周辺では、平成 26 年（2014）に組織された、ラムサール条約湿地の総合学術調査団

が今年、３年にわたる調査の結果を発表した。○に入る地名は。

問題 11

大正 12 年（1923）に、県内唯一のオニバス自生地として国の天然記念物指定を受けた場所は。

問題 12

地熱発電に必要な地熱貯留層の存在を示唆するデータが得られたことから、今年度、初めて掘削調査が行わ

れている場所は。

問題 13

早朝、冷気で海水が蒸気となって立ち上る気嵐【けあらし】と、女岩【めいわ】の風景が人気の撮影スポッ

トになっている場所は。

問題 14

今年 10 月、富山湾内で新種が見つかったと発表された、巻き貝の仲間で「流氷の天使」と呼ばれる生物は。

問題 15

県内最大の円墳で、５世紀ごろのものと推測される立山町にある古墳は。

問題 16

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 17

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 18

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 19

富山藩 10 代藩主・前田利保【としやす】が編著した本草学の書を何というか、漢字で書け。

問題 20

福光（現・南砺市）出身で、厚生大臣や文部大臣、農林大臣を務め、晩年は日中国交回復にも尽力した政治

家の名前は。

問題 21

毎年６月の開山忌に尺八を吹奏する虚無僧行列で知られる、高岡市の寺院の名称は。

問題 22

来年で発生から 100 年となる米騒動について、特に動員規模が大きく、県内の騒動の頂点になったとされる

ところは。

問題 23

大正時代に射水郡長として着任し、同郡立農業公民学校（現・小杉高校）の創設や射水平野の乾田化事業な

どに尽力し、戦後は東大総長も務めた人物は。

問題 24

富山市岩瀬地区に古くから伝わる祝い唄で、今年、市の無形民俗文化財に指定された民謡は。

問題 25

富山市楡原（旧・細入村）では、源頼朝の重臣だった鎌倉時代の武将、畠山○○を供養する「○○まつり」

が江戸時代から続いているが、○に入る名前は。

問題 26

大きなたいまつをいかだに載せて海に流し無病息災を祈る、国指定重要無形民俗文化財の行事「滑川の○○」

の、○に入る語句は。

問題 27

山の神として親しまれる「うば尊」像の白装束を芦峅寺の女性たちが着せ替える、江戸時代から続く立山

信仰の伝承行事「○○のお召し替え」の、○に入る語句は。

問題 28

今年、没後 40 年を迎えた、童謡「夕日」で知られる高岡市出身の童謡作曲家は。

問題 29

ノーベル物理学賞を受賞した梶田隆章氏が代表を務めているプロジェクトで使用し、富山大学も装置の研

究に参加している大型低温重力波望遠鏡の名称は。

問題 30

県が友好協定を結び医薬品分野での交流を図っているスイスの都市にあり、今年、富山県立大学と学術交

流協定に合意した大学は。

問題 31

明治 26 年（1893）、ヨハネス・デ・レーケの指導で完成した、常願寺川左岸約 3,300 ヘクタールを灌漑【か

んがい】する用水は。

問題 32

氷見市・長坂と富山市・三乗が選定されているのは「日本の○○百選」。○に入る漢字を書け。

問題 33

南砺市特産の富山干柿の原料となる柿の品種は。

問題 34

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「高

岡流お好み焼き○○」の○に入る語句は。

問題 35

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 36

富山藩の下級藩士の家に生まれ、上京して実業家となり、東大の講堂や日比谷公会堂を寄贈した人物の名

前は。

問題 37

富山売薬の始まりとなった漢方薬「反魂丹」の処方を富山藩に伝えたとされる、備前の藩医は。

問題 38

富山港では昭和初期に、富岩、○○、住友の３つの運河が完成し工業化が進んだが、○に入る語句は。

問題 39

春のホタルイカ、夏のシロエビ、冬のブリに並ぶ富山湾の味覚として、「秋のベニズワイ」に付けられたブ

ランド名称は。

問題 40

脂の少ないブリを天日干しして作る、贈答用として人気がある高級珍味は。

問題 41

朝日町と入善町の農協・ＪＡみな穂では、少量パッケージのコシヒカリを発売した。そのパッケージに両町

のゆるキャラをデザインしているがそれは「ジャンボ～ル三世」ともう一つは。

問題 42

富山市総曲輪にある農産物販売所「○○総本店」では、昨年、来場者数が150万人を超えたが、○に入る語句は。

問題 43

菅笠は高岡市福岡町の特産だが、地元の観光交流施設「○○蔵」では三度笠や富士笠などさまざまな菅笠を

販売している。○に入る語句は。

問題 44

昨年末までで 65 品種のスプレーギクを開発し、キクとキク科植物が充実している県内の植物園は。

問題 45

旧・大島町（現・射水市）の町おこしで特産化に取り組み、現在も栽培されたものが、たわしや化粧水など

に加工されている産品は。

問題 46

かつては魚津市西布施地区が一大産地であり、市の花にも指定され、農家有志が「種の保存」に取り組んで

いる花は。

問題 47

今年、３Ｄプリンターで作った原型を基に高岡市の鋳物メーカーや南砺市の職人が再現した「国宝　法隆寺

金堂○○」が一般公開されたが、○に入る語句は。

問題 48

「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 49

現存する戦前の橋としては全国２番目の大スパンアーチ橋で、その歴史的価値や構造技術が評価されて平成

12 年（2000）に国登録有形文化財となった神通川に架かる橋は。

問題 50

富山地方鉄道は、戦時統合により、県内の私営・公営の鉄軌道・バス会社が合併して昭和 18 年（1943）に

設立された。その母体となった会社名は。

問題 51

富山ライトレールの「ポートラム」、富山市内電車環状線の「セントラム」、万葉線の「アイトラム」。これ

らの愛称に共通するトラムの意味は。

問題 52

おわら風の盆や曳山祭りで有名な富山市八尾町の○○町本通りは、「日本の道 100 選」に選ばれているが、

○に入る語句は。

問題 53

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 54

行政サービスや移住支援策を充実させ人口減に歯止めをかける目的で、高岡、射水、氷見、砺波、小矢部、

南砺の６市が連携中枢都市圏の協定を締結したが、その名称は。

問題 55

今年、路面電車・万葉線の志貴野中学校前電停が、高岡ゆかりの人気キャラクターのラッピング電停になっ

たが、そのキャラクターは。

問題 56

今年、東日本大震災の復興支援活動として、福島県南相馬市の「相馬野馬追」前夜祭で、同地域と江戸時

代から縁のある南砺市の○○が披露されたが、○に入る語句は。

問題 57

高齢者や障害者、子どもを分け隔てなく受け入れる「○○」の事業所が、全国約 1,500 カ所へと増加し定着

しているが、○に入る語句は。

問題 58

今年、国土交通省が、中山間地での移動手段などとして期待されている自動運転車の実証実験拠点の一つ

として選定した県内市町村は。

問題 59

都市部から移住して地域活性化に取り組む人々を支援する国の制度で、県内でも隊員数がこの５年間で約

10 倍に増えている活動は。

問題 60

地元企業が黒部市三日市で整備を進めている、風や水など自然の力を利用し、省エネと住環境を両立させ

る街区開発事業「○○タウン」の、○に入る語句は。

問題 61

今年４月、高岡市立、厚生連高岡、市医師会の３つの看護専門学校が統合して開校した学校の名称は。

問題 62

滑川市の市街地にある行田公園の湧水「行田の○○」は「平成の名水百選」に選ばれている。○に入る言葉

を書け。

問題 63

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 64

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 65

厄年の若者らが下帯姿で参拝者にお神酒を飲ませたりする小矢部市の祭りを何というか。

問題 66

高岡銅器産業の発展につながった鋳物づくりにちなみ、弥栄節【やがえふ】を唄って町を練り歩く祭りは

何か、漢字で書け。

問題 67

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 68

「越中の稚児舞」として国の無形民俗文化財に指定されているのは、下村加茂神社（射水市）、熊野神社（富

山市）、法福寺（○○）である。○に入る市町村名を漢字で書け。

問題 69

今年８月、全面開館した富山県美術館では、「○○の物語　LIFE̶楽園をもとめて」をテーマに開館記念展

が催されたが、○に入る語句は。

問題 70

地域ゆかりの板画【はんが】家・棟方志功と、地域出身の日本画家・石崎光瑤の作品を常設展示している

施設は。

問題 71

かつて小矢部川河口の両岸を結んだ渡船「如意【にょい】の渡【わたし】」の左岸側乗り場に置かれて親し

まれていた「○○・○○像」が、今年、JR 伏木駅前に移設されたが、○に入る語句は。

問題 72

黒部市では毎年春と秋に、市内を走る富山地方鉄道が一日乗り放題になる「黒部ワンコイン・フリーきっ

ぷ　『楽駅停車の旅』」が実施されるが、その料金は。

問題 73

今年、射水市は市の観光 PRポスターを、特産のベニズワイガニをメインにしたものと、市出身の人物をモ

デルにしたものの２種類を制作したが、その人物とは。

問題 74

今年開園 35 周年を迎えた県内有数の遊園地で、日本海側最大級の大観覧車をはじめとした多彩なアトラク

ションがあり、夏季にはプールも楽しめる施設は。

問題 75

五箇山に伝わる「編竹踊り」がルーツとされる日本の伝統芸能は。

問題 76

射水市の海王丸パークに係留されている帆船・海王丸の全ての帆を広げるイベント「そうはんてんぱん」

を漢字で書け。

問題 77

アニメツーリズム協会の「訪れてみたい日本のアニメ聖地 88（2018 年版）」に県内から３カ所が選ばれたが、

そのうち、○○（藤子不二雄○アートコレクション）では代表作の原画などがそろう。○に入る施設名は。

問題 78

城端別院善徳寺の「虫干法会」に合わせた伝統行事で、一般の部では、重さ 120kg のあるものを持ち上げ

る「盤持ち大会」が行われるが、持ち上げるものとは。

問題 79

砺波出身の政治家で、明治時代に県内で最初の農学校・富山県簡易農学校の設立に尽力した人物の名前を

漢字で書け。

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

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浄蓮寺境内にある芭蕉塚

の名は。

問題 82

現在の高岡市出身の美術評論家で、浮世絵をヨーロッパに、印象派絵画を日本にそれぞれ紹介し、高岡銅

器の輸出振興を手助けした人物は。

問題 83

明治から昭和にかけて活躍した、現在の立山町出身の作家・ジャーナリストで、富山の郷土文化を研究す

る雑誌『高志人』を 37 年間にわたって刊行したのはだれか。

問題 84

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、生前に集めた 20 世紀の名品が富山県

美術館に展示されている。その人物とは。

問題 85

富山ゆかりの作家、宮本輝の芥川賞受賞作で、今年、映画化されて 30 周年を迎えたのは。

問題 86

万葉歌人・大伴家持の生誕 1300 年を記念して今年、高岡市で開かれたイベント「高校生○○バトル 2017」

の、○に入る語句は。

問題 87

今年、可西舞踊研究所と劇団文芸座が、県芸術文化協会の「○○舞台芸術派遣団」として海外公演を行った。

○に入る語句は。

問題 88

最小限の装備を担いで山野を走るイベントで、今年は過去最多の 855 人が参加した「ＴＯＧＡ○○」の、○

に入る語句は。

問題 89

今年、県勢としては 31 年ぶりに春夏連続の甲子園出場を果たした高校は。

問題 90

今年、20 年ぶりに誕生した県出身関取のしこ名を漢字で書け。

問題 91

大正 12 年（1923）、入善町の出身で、昭和 26 年（1951）の大ヒット曲「上海帰りのリル」で知られる歌手は。

問題 92

富山を主な舞台に、岡田准一が県警の刑事役を主演した、今年公開の映画のタイトルは。

問題 93

漫画「ドラえもん」を研究している富山大学名誉教授の横山泰行さんが、今年、電子書籍の百科事典「○

○ハイブリッド」の刊行をスタートしたが、○に入る語句は。

問題 94

氷見市出身の漫画家・藤子不二雄○Aの原作で、今年、28 年ぶりにアニメ化された「○○ＮＥＷ」の、○に入

る語句は。

問題 95

住宅に関する統計（平成 27 年）で、富山県が日本一なのは、一世帯当たりの住宅延べ面積と何か。

問題 96

高岡周辺に残る富山弁で、ものが風に吹かれて飛びまわることを「○○らく」という。○に入る語を書け。

問題 97

2015 年国勢調査によれば、富山県の人口は○○万 6,328 人だったが、○に入る数字は。

問題 98

神通川流域で明治 44 年（1911）ごろ（国推定）から発生し、昭和 43 年（1968）に全国で初めて公害病と

認定されたのは。

問題 99

富山弁で、「イチガイモン」の反対の人物を意味するのは。

問題 100

「古黒部【ふるくろべ】」という地名がある市町村はどこか。
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問題１

初代立山砂防工事事務所長として白岩砂防堰堤を計画するなど、わが国の近代砂防の発展に貢献し「砂防の

父」と呼ばれた人物は。

問題２

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３

国の天然記念物・杉沢の沢スギで見られる、積雪の重みで枝が曲がって着地したところから芽を出す現象を

漢字で書け。

問題４

立山・黒部の魅力を世に紹介し、「黒部の父」とも呼ばれる登山家で、「十字峡」を発見し、命名したのはだれか。

問題５

弥陀ケ原に点在する、「餓鬼の田んぼ」と呼ばれる水たまりを漢字で書け。

問題６

国の特別天然記念物で絶滅危惧【きぐ】種「ニホンライチョウ」の人工繁殖事業で、今年、富山市ファミリー

パークで産卵したつがい（親鳥）は何組か。

問題７

「万葉集」には植物を詠んだ歌が多いが、大伴家持も題材にした、葛根湯【かっこんとう】の原料としても

知られる薬草は。

問題８

入善高校農業科が増殖に取り組み、今年初めて開花させた新種の桜の名称は。

問題９

全国に普及したコシノヒガンザクラの原木とされ、今年、自治体の天然記念物にも指定された古木がある市

町村は。

問題 10

立山の弥陀ケ原・○○周辺では、平成 26 年（2014）に組織された、ラムサール条約湿地の総合学術調査団

が今年、３年にわたる調査の結果を発表した。○に入る地名は。

問題 11

大正 12 年（1923）に、県内唯一のオニバス自生地として国の天然記念物指定を受けた場所は。

問題 12

地熱発電に必要な地熱貯留層の存在を示唆するデータが得られたことから、今年度、初めて掘削調査が行わ

れている場所は。

問題 13

早朝、冷気で海水が蒸気となって立ち上る気嵐【けあらし】と、女岩【めいわ】の風景が人気の撮影スポッ

トになっている場所は。

問題 14

今年 10 月、富山湾内で新種が見つかったと発表された、巻き貝の仲間で「流氷の天使」と呼ばれる生物は。

問題 15

県内最大の円墳で、５世紀ごろのものと推測される立山町にある古墳は。

問題 16

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 17

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 18

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 19

富山藩 10 代藩主・前田利保【としやす】が編著した本草学の書を何というか、漢字で書け。

問題 20

福光（現・南砺市）出身で、厚生大臣や文部大臣、農林大臣を務め、晩年は日中国交回復にも尽力した政治

家の名前は。

問題 21

毎年６月の開山忌に尺八を吹奏する虚無僧行列で知られる、高岡市の寺院の名称は。

問題 22

来年で発生から 100 年となる米騒動について、特に動員規模が大きく、県内の騒動の頂点になったとされる

ところは。

問題 23

大正時代に射水郡長として着任し、同郡立農業公民学校（現・小杉高校）の創設や射水平野の乾田化事業な

どに尽力し、戦後は東大総長も務めた人物は。

問題 24

富山市岩瀬地区に古くから伝わる祝い唄で、今年、市の無形民俗文化財に指定された民謡は。

問題 25

富山市楡原（旧・細入村）では、源頼朝の重臣だった鎌倉時代の武将、畠山○○を供養する「○○まつり」

が江戸時代から続いているが、○に入る名前は。

問題 26

大きなたいまつをいかだに載せて海に流し無病息災を祈る、国指定重要無形民俗文化財の行事「滑川の○○」

の、○に入る語句は。

問題 27

山の神として親しまれる「うば尊」像の白装束を芦峅寺の女性たちが着せ替える、江戸時代から続く立山

信仰の伝承行事「○○のお召し替え」の、○に入る語句は。

問題 28

今年、没後 40 年を迎えた、童謡「夕日」で知られる高岡市出身の童謡作曲家は。

問題 29

ノーベル物理学賞を受賞した梶田隆章氏が代表を務めているプロジェクトで使用し、富山大学も装置の研

究に参加している大型低温重力波望遠鏡の名称は。

問題 30

県が友好協定を結び医薬品分野での交流を図っているスイスの都市にあり、今年、富山県立大学と学術交

流協定に合意した大学は。

問題 31

明治 26 年（1893）、ヨハネス・デ・レーケの指導で完成した、常願寺川左岸約 3,300 ヘクタールを灌漑【か

んがい】する用水は。

問題 32

氷見市・長坂と富山市・三乗が選定されているのは「日本の○○百選」。○に入る漢字を書け。

問題 33

南砺市特産の富山干柿の原料となる柿の品種は。

問題 34

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「高

岡流お好み焼き○○」の○に入る語句は。

問題 35

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 36

富山藩の下級藩士の家に生まれ、上京して実業家となり、東大の講堂や日比谷公会堂を寄贈した人物の名

前は。

問題 37

富山売薬の始まりとなった漢方薬「反魂丹」の処方を富山藩に伝えたとされる、備前の藩医は。

問題 38

富山港では昭和初期に、富岩、○○、住友の３つの運河が完成し工業化が進んだが、○に入る語句は。

問題 39

春のホタルイカ、夏のシロエビ、冬のブリに並ぶ富山湾の味覚として、「秋のベニズワイ」に付けられたブ

ランド名称は。

問題 40

脂の少ないブリを天日干しして作る、贈答用として人気がある高級珍味は。

問題 41

朝日町と入善町の農協・ＪＡみな穂では、少量パッケージのコシヒカリを発売した。そのパッケージに両町

のゆるキャラをデザインしているがそれは「ジャンボ～ル三世」ともう一つは。

問題 42

富山市総曲輪にある農産物販売所「○○総本店」では、昨年、来場者数が150万人を超えたが、○に入る語句は。

問題 43

菅笠は高岡市福岡町の特産だが、地元の観光交流施設「○○蔵」では三度笠や富士笠などさまざまな菅笠を

販売している。○に入る語句は。

問題 44

昨年末までで 65 品種のスプレーギクを開発し、キクとキク科植物が充実している県内の植物園は。

問題 45

旧・大島町（現・射水市）の町おこしで特産化に取り組み、現在も栽培されたものが、たわしや化粧水など

に加工されている産品は。

問題 46

かつては魚津市西布施地区が一大産地であり、市の花にも指定され、農家有志が「種の保存」に取り組んで

いる花は。

問題 47

今年、３Ｄプリンターで作った原型を基に高岡市の鋳物メーカーや南砺市の職人が再現した「国宝　法隆寺

金堂○○」が一般公開されたが、○に入る語句は。

問題 48

「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 49

現存する戦前の橋としては全国２番目の大スパンアーチ橋で、その歴史的価値や構造技術が評価されて平成

12 年（2000）に国登録有形文化財となった神通川に架かる橋は。

問題 50

富山地方鉄道は、戦時統合により、県内の私営・公営の鉄軌道・バス会社が合併して昭和 18 年（1943）に

設立された。その母体となった会社名は。

問題 51

富山ライトレールの「ポートラム」、富山市内電車環状線の「セントラム」、万葉線の「アイトラム」。これ

らの愛称に共通するトラムの意味は。

問題 52

おわら風の盆や曳山祭りで有名な富山市八尾町の○○町本通りは、「日本の道 100 選」に選ばれているが、

○に入る語句は。

問題 53

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 54

行政サービスや移住支援策を充実させ人口減に歯止めをかける目的で、高岡、射水、氷見、砺波、小矢部、

南砺の６市が連携中枢都市圏の協定を締結したが、その名称は。

問題 55

今年、路面電車・万葉線の志貴野中学校前電停が、高岡ゆかりの人気キャラクターのラッピング電停になっ

たが、そのキャラクターは。

問題 56

今年、東日本大震災の復興支援活動として、福島県南相馬市の「相馬野馬追」前夜祭で、同地域と江戸時

代から縁のある南砺市の○○が披露されたが、○に入る語句は。

問題 57

高齢者や障害者、子どもを分け隔てなく受け入れる「○○」の事業所が、全国約 1,500 カ所へと増加し定着

しているが、○に入る語句は。

問題 58

今年、国土交通省が、中山間地での移動手段などとして期待されている自動運転車の実証実験拠点の一つ

として選定した県内市町村は。

問題 59

都市部から移住して地域活性化に取り組む人々を支援する国の制度で、県内でも隊員数がこの５年間で約

10 倍に増えている活動は。

問題 60

地元企業が黒部市三日市で整備を進めている、風や水など自然の力を利用し、省エネと住環境を両立させ

る街区開発事業「○○タウン」の、○に入る語句は。

問題 61

今年４月、高岡市立、厚生連高岡、市医師会の３つの看護専門学校が統合して開校した学校の名称は。

問題 62

滑川市の市街地にある行田公園の湧水「行田の○○」は「平成の名水百選」に選ばれている。○に入る言葉

を書け。

問題 63

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 64

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 65

厄年の若者らが下帯姿で参拝者にお神酒を飲ませたりする小矢部市の祭りを何というか。

問題 66

高岡銅器産業の発展につながった鋳物づくりにちなみ、弥栄節【やがえふ】を唄って町を練り歩く祭りは

何か、漢字で書け。

問題 67

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 68

「越中の稚児舞」として国の無形民俗文化財に指定されているのは、下村加茂神社（射水市）、熊野神社（富

山市）、法福寺（○○）である。○に入る市町村名を漢字で書け。

問題 69

今年８月、全面開館した富山県美術館では、「○○の物語　LIFE̶楽園をもとめて」をテーマに開館記念展

が催されたが、○に入る語句は。

問題 70

地域ゆかりの板画【はんが】家・棟方志功と、地域出身の日本画家・石崎光瑤の作品を常設展示している

施設は。

問題 71

かつて小矢部川河口の両岸を結んだ渡船「如意【にょい】の渡【わたし】」の左岸側乗り場に置かれて親し

まれていた「○○・○○像」が、今年、JR 伏木駅前に移設されたが、○に入る語句は。

問題 72

黒部市では毎年春と秋に、市内を走る富山地方鉄道が一日乗り放題になる「黒部ワンコイン・フリーきっ

ぷ　『楽駅停車の旅』」が実施されるが、その料金は。

問題 73

今年、射水市は市の観光 PRポスターを、特産のベニズワイガニをメインにしたものと、市出身の人物をモ

デルにしたものの２種類を制作したが、その人物とは。

問題 74

今年開園 35 周年を迎えた県内有数の遊園地で、日本海側最大級の大観覧車をはじめとした多彩なアトラク

ションがあり、夏季にはプールも楽しめる施設は。

問題 75

五箇山に伝わる「編竹踊り」がルーツとされる日本の伝統芸能は。

問題 76

射水市の海王丸パークに係留されている帆船・海王丸の全ての帆を広げるイベント「そうはんてんぱん」

を漢字で書け。

問題 77

アニメツーリズム協会の「訪れてみたい日本のアニメ聖地 88（2018 年版）」に県内から３カ所が選ばれたが、

そのうち、○○（藤子不二雄○アートコレクション）では代表作の原画などがそろう。○に入る施設名は。

問題 78

城端別院善徳寺の「虫干法会」に合わせた伝統行事で、一般の部では、重さ 120kg のあるものを持ち上げ

る「盤持ち大会」が行われるが、持ち上げるものとは。

問題 79

砺波出身の政治家で、明治時代に県内で最初の農学校・富山県簡易農学校の設立に尽力した人物の名前を

漢字で書け。

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

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浄蓮寺境内にある芭蕉塚

の名は。

問題 82

現在の高岡市出身の美術評論家で、浮世絵をヨーロッパに、印象派絵画を日本にそれぞれ紹介し、高岡銅

器の輸出振興を手助けした人物は。

問題 83

明治から昭和にかけて活躍した、現在の立山町出身の作家・ジャーナリストで、富山の郷土文化を研究す

る雑誌『高志人』を 37 年間にわたって刊行したのはだれか。

問題 84

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、生前に集めた 20 世紀の名品が富山県

美術館に展示されている。その人物とは。

問題 85

富山ゆかりの作家、宮本輝の芥川賞受賞作で、今年、映画化されて 30 周年を迎えたのは。

問題 86

万葉歌人・大伴家持の生誕 1300 年を記念して今年、高岡市で開かれたイベント「高校生○○バトル 2017」

の、○に入る語句は。

問題 87

今年、可西舞踊研究所と劇団文芸座が、県芸術文化協会の「○○舞台芸術派遣団」として海外公演を行った。

○に入る語句は。

問題 88

最小限の装備を担いで山野を走るイベントで、今年は過去最多の 855 人が参加した「ＴＯＧＡ○○」の、○

に入る語句は。

問題 89

今年、県勢としては 31 年ぶりに春夏連続の甲子園出場を果たした高校は。

問題 90

今年、20 年ぶりに誕生した県出身関取のしこ名を漢字で書け。

問題 91

大正 12 年（1923）、入善町の出身で、昭和 26 年（1951）の大ヒット曲「上海帰りのリル」で知られる歌手は。

問題 92

富山を主な舞台に、岡田准一が県警の刑事役を主演した、今年公開の映画のタイトルは。

問題 93

漫画「ドラえもん」を研究している富山大学名誉教授の横山泰行さんが、今年、電子書籍の百科事典「○

○ハイブリッド」の刊行をスタートしたが、○に入る語句は。

問題 94

氷見市出身の漫画家・藤子不二雄○Aの原作で、今年、28 年ぶりにアニメ化された「○○ＮＥＷ」の、○に入

る語句は。

問題 95

住宅に関する統計（平成 27 年）で、富山県が日本一なのは、一世帯当たりの住宅延べ面積と何か。

問題 96

高岡周辺に残る富山弁で、ものが風に吹かれて飛びまわることを「○○らく」という。○に入る語を書け。

問題 97

2015 年国勢調査によれば、富山県の人口は○○万 6,328 人だったが、○に入る数字は。

問題 98

神通川流域で明治 44 年（1911）ごろ（国推定）から発生し、昭和 43 年（1968）に全国で初めて公害病と

認定されたのは。

問題 99

富山弁で、「イチガイモン」の反対の人物を意味するのは。

問題 100

「古黒部【ふるくろべ】」という地名がある市町村はどこか。



問題１

初代立山砂防工事事務所長として白岩砂防堰堤を計画するなど、わが国の近代砂防の発展に貢献し「砂防の

父」と呼ばれた人物は。

問題２

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３

国の天然記念物・杉沢の沢スギで見られる、積雪の重みで枝が曲がって着地したところから芽を出す現象を

漢字で書け。

問題４

立山・黒部の魅力を世に紹介し、「黒部の父」とも呼ばれる登山家で、「十字峡」を発見し、命名したのはだれか。

問題５

弥陀ケ原に点在する、「餓鬼の田んぼ」と呼ばれる水たまりを漢字で書け。

問題６

国の特別天然記念物で絶滅危惧【きぐ】種「ニホンライチョウ」の人工繁殖事業で、今年、富山市ファミリー

パークで産卵したつがい（親鳥）は何組か。

問題７

「万葉集」には植物を詠んだ歌が多いが、大伴家持も題材にした、葛根湯【かっこんとう】の原料としても

知られる薬草は。

問題８

入善高校農業科が増殖に取り組み、今年初めて開花させた新種の桜の名称は。

問題９

全国に普及したコシノヒガンザクラの原木とされ、今年、自治体の天然記念物にも指定された古木がある市

町村は。

問題 10

立山の弥陀ケ原・○○周辺では、平成 26 年（2014）に組織された、ラムサール条約湿地の総合学術調査団

が今年、３年にわたる調査の結果を発表した。○に入る地名は。

問題 11

大正 12 年（1923）に、県内唯一のオニバス自生地として国の天然記念物指定を受けた場所は。

問題 12

地熱発電に必要な地熱貯留層の存在を示唆するデータが得られたことから、今年度、初めて掘削調査が行わ

れている場所は。

問題 13

早朝、冷気で海水が蒸気となって立ち上る気嵐【けあらし】と、女岩【めいわ】の風景が人気の撮影スポッ

トになっている場所は。

問題 14

今年 10 月、富山湾内で新種が見つかったと発表された、巻き貝の仲間で「流氷の天使」と呼ばれる生物は。

問題 15

県内最大の円墳で、５世紀ごろのものと推測される立山町にある古墳は。

問題 16

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 17

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 18

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 19

富山藩 10 代藩主・前田利保【としやす】が編著した本草学の書を何というか、漢字で書け。

問題 20

福光（現・南砺市）出身で、厚生大臣や文部大臣、農林大臣を務め、晩年は日中国交回復にも尽力した政治

家の名前は。

問題 21

毎年６月の開山忌に尺八を吹奏する虚無僧行列で知られる、高岡市の寺院の名称は。

問題 22

来年で発生から 100 年となる米騒動について、特に動員規模が大きく、県内の騒動の頂点になったとされる

ところは。

問題 23

大正時代に射水郡長として着任し、同郡立農業公民学校（現・小杉高校）の創設や射水平野の乾田化事業な

どに尽力し、戦後は東大総長も務めた人物は。

問題 24

富山市岩瀬地区に古くから伝わる祝い唄で、今年、市の無形民俗文化財に指定された民謡は。

問題 25

富山市楡原（旧・細入村）では、源頼朝の重臣だった鎌倉時代の武将、畠山○○を供養する「○○まつり」

が江戸時代から続いているが、○に入る名前は。

問題 26

大きなたいまつをいかだに載せて海に流し無病息災を祈る、国指定重要無形民俗文化財の行事「滑川の○○」

の、○に入る語句は。

問題 27

山の神として親しまれる「うば尊」像の白装束を芦峅寺の女性たちが着せ替える、江戸時代から続く立山

信仰の伝承行事「○○のお召し替え」の、○に入る語句は。

問題 28

今年、没後 40 年を迎えた、童謡「夕日」で知られる高岡市出身の童謡作曲家は。

問題 29

ノーベル物理学賞を受賞した梶田隆章氏が代表を務めているプロジェクトで使用し、富山大学も装置の研

究に参加している大型低温重力波望遠鏡の名称は。

問題 30

県が友好協定を結び医薬品分野での交流を図っているスイスの都市にあり、今年、富山県立大学と学術交

流協定に合意した大学は。

問題 31

明治 26 年（1893）、ヨハネス・デ・レーケの指導で完成した、常願寺川左岸約 3,300 ヘクタールを灌漑【か

んがい】する用水は。

問題 32

氷見市・長坂と富山市・三乗が選定されているのは「日本の○○百選」。○に入る漢字を書け。

問題 33

南砺市特産の富山干柿の原料となる柿の品種は。

問題 34

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「高

岡流お好み焼き○○」の○に入る語句は。

問題 35

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 36

富山藩の下級藩士の家に生まれ、上京して実業家となり、東大の講堂や日比谷公会堂を寄贈した人物の名

前は。

問題 37

富山売薬の始まりとなった漢方薬「反魂丹」の処方を富山藩に伝えたとされる、備前の藩医は。

問題 38

富山港では昭和初期に、富岩、○○、住友の３つの運河が完成し工業化が進んだが、○に入る語句は。

問題 39

春のホタルイカ、夏のシロエビ、冬のブリに並ぶ富山湾の味覚として、「秋のベニズワイ」に付けられたブ

ランド名称は。

問題 40

脂の少ないブリを天日干しして作る、贈答用として人気がある高級珍味は。

問題 41

朝日町と入善町の農協・ＪＡみな穂では、少量パッケージのコシヒカリを発売した。そのパッケージに両町

のゆるキャラをデザインしているがそれは「ジャンボ～ル三世」ともう一つは。

問題 42

富山市総曲輪にある農産物販売所「○○総本店」では、昨年、来場者数が150万人を超えたが、○に入る語句は。

問題 43

菅笠は高岡市福岡町の特産だが、地元の観光交流施設「○○蔵」では三度笠や富士笠などさまざまな菅笠を

販売している。○に入る語句は。

問題 44

昨年末までで 65 品種のスプレーギクを開発し、キクとキク科植物が充実している県内の植物園は。

問題 45

旧・大島町（現・射水市）の町おこしで特産化に取り組み、現在も栽培されたものが、たわしや化粧水など

に加工されている産品は。

問題 46

かつては魚津市西布施地区が一大産地であり、市の花にも指定され、農家有志が「種の保存」に取り組んで

いる花は。

問題 47

今年、３Ｄプリンターで作った原型を基に高岡市の鋳物メーカーや南砺市の職人が再現した「国宝　法隆寺

金堂○○」が一般公開されたが、○に入る語句は。

問題 48

「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 49

現存する戦前の橋としては全国２番目の大スパンアーチ橋で、その歴史的価値や構造技術が評価されて平成

12 年（2000）に国登録有形文化財となった神通川に架かる橋は。

問題 50

富山地方鉄道は、戦時統合により、県内の私営・公営の鉄軌道・バス会社が合併して昭和 18 年（1943）に

設立された。その母体となった会社名は。

問題 51

富山ライトレールの「ポートラム」、富山市内電車環状線の「セントラム」、万葉線の「アイトラム」。これ

らの愛称に共通するトラムの意味は。

問題 52

おわら風の盆や曳山祭りで有名な富山市八尾町の○○町本通りは、「日本の道 100 選」に選ばれているが、

○に入る語句は。

問題 53

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 54

行政サービスや移住支援策を充実させ人口減に歯止めをかける目的で、高岡、射水、氷見、砺波、小矢部、

南砺の６市が連携中枢都市圏の協定を締結したが、その名称は。

問題 55

今年、路面電車・万葉線の志貴野中学校前電停が、高岡ゆかりの人気キャラクターのラッピング電停になっ

たが、そのキャラクターは。

問題 56

今年、東日本大震災の復興支援活動として、福島県南相馬市の「相馬野馬追」前夜祭で、同地域と江戸時

代から縁のある南砺市の○○が披露されたが、○に入る語句は。

問題 57

高齢者や障害者、子どもを分け隔てなく受け入れる「○○」の事業所が、全国約 1,500 カ所へと増加し定着

しているが、○に入る語句は。

問題 58

今年、国土交通省が、中山間地での移動手段などとして期待されている自動運転車の実証実験拠点の一つ

として選定した県内市町村は。

問題 59

都市部から移住して地域活性化に取り組む人々を支援する国の制度で、県内でも隊員数がこの５年間で約

10 倍に増えている活動は。

問題 60

地元企業が黒部市三日市で整備を進めている、風や水など自然の力を利用し、省エネと住環境を両立させ

る街区開発事業「○○タウン」の、○に入る語句は。

問題 61

今年４月、高岡市立、厚生連高岡、市医師会の３つの看護専門学校が統合して開校した学校の名称は。

問題 62

滑川市の市街地にある行田公園の湧水「行田の○○」は「平成の名水百選」に選ばれている。○に入る言葉

を書け。

問題 63

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 64

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 65

厄年の若者らが下帯姿で参拝者にお神酒を飲ませたりする小矢部市の祭りを何というか。

問題 66

高岡銅器産業の発展につながった鋳物づくりにちなみ、弥栄節【やがえふ】を唄って町を練り歩く祭りは

何か、漢字で書け。

問題 67

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 68

「越中の稚児舞」として国の無形民俗文化財に指定されているのは、下村加茂神社（射水市）、熊野神社（富

山市）、法福寺（○○）である。○に入る市町村名を漢字で書け。

問題 69

今年８月、全面開館した富山県美術館では、「○○の物語　LIFE̶楽園をもとめて」をテーマに開館記念展

が催されたが、○に入る語句は。

問題 70

地域ゆかりの板画【はんが】家・棟方志功と、地域出身の日本画家・石崎光瑤の作品を常設展示している

施設は。

問題 71

かつて小矢部川河口の両岸を結んだ渡船「如意【にょい】の渡【わたし】」の左岸側乗り場に置かれて親し

まれていた「○○・○○像」が、今年、JR 伏木駅前に移設されたが、○に入る語句は。

問題 72

黒部市では毎年春と秋に、市内を走る富山地方鉄道が一日乗り放題になる「黒部ワンコイン・フリーきっ

ぷ　『楽駅停車の旅』」が実施されるが、その料金は。

問題 73

今年、射水市は市の観光 PRポスターを、特産のベニズワイガニをメインにしたものと、市出身の人物をモ

デルにしたものの２種類を制作したが、その人物とは。

問題 74

今年開園 35 周年を迎えた県内有数の遊園地で、日本海側最大級の大観覧車をはじめとした多彩なアトラク

ションがあり、夏季にはプールも楽しめる施設は。

問題 75

五箇山に伝わる「編竹踊り」がルーツとされる日本の伝統芸能は。

問題 76

射水市の海王丸パークに係留されている帆船・海王丸の全ての帆を広げるイベント「そうはんてんぱん」

を漢字で書け。

問題 77

アニメツーリズム協会の「訪れてみたい日本のアニメ聖地 88（2018 年版）」に県内から３カ所が選ばれたが、

そのうち、○○（藤子不二雄○アートコレクション）では代表作の原画などがそろう。○に入る施設名は。

問題 78

城端別院善徳寺の「虫干法会」に合わせた伝統行事で、一般の部では、重さ 120kg のあるものを持ち上げ

る「盤持ち大会」が行われるが、持ち上げるものとは。

問題 79

砺波出身の政治家で、明治時代に県内で最初の農学校・富山県簡易農学校の設立に尽力した人物の名前を

漢字で書け。

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

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浄蓮寺境内にある芭蕉塚

の名は。

問題 82

現在の高岡市出身の美術評論家で、浮世絵をヨーロッパに、印象派絵画を日本にそれぞれ紹介し、高岡銅

器の輸出振興を手助けした人物は。

問題 83

明治から昭和にかけて活躍した、現在の立山町出身の作家・ジャーナリストで、富山の郷土文化を研究す

る雑誌『高志人』を 37 年間にわたって刊行したのはだれか。

問題 84

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、生前に集めた 20 世紀の名品が富山県

美術館に展示されている。その人物とは。

問題 85

富山ゆかりの作家、宮本輝の芥川賞受賞作で、今年、映画化されて 30 周年を迎えたのは。

問題 86

万葉歌人・大伴家持の生誕 1300 年を記念して今年、高岡市で開かれたイベント「高校生○○バトル 2017」

の、○に入る語句は。

問題 87

今年、可西舞踊研究所と劇団文芸座が、県芸術文化協会の「○○舞台芸術派遣団」として海外公演を行った。

○に入る語句は。

問題 88

最小限の装備を担いで山野を走るイベントで、今年は過去最多の 855 人が参加した「ＴＯＧＡ○○」の、○

に入る語句は。

問題 89

今年、県勢としては 31 年ぶりに春夏連続の甲子園出場を果たした高校は。

問題 90

今年、20 年ぶりに誕生した県出身関取のしこ名を漢字で書け。

問題 91

大正 12 年（1923）、入善町の出身で、昭和 26 年（1951）の大ヒット曲「上海帰りのリル」で知られる歌手は。

問題 92

富山を主な舞台に、岡田准一が県警の刑事役を主演した、今年公開の映画のタイトルは。

問題 93

漫画「ドラえもん」を研究している富山大学名誉教授の横山泰行さんが、今年、電子書籍の百科事典「○

○ハイブリッド」の刊行をスタートしたが、○に入る語句は。

問題 94

氷見市出身の漫画家・藤子不二雄○Aの原作で、今年、28 年ぶりにアニメ化された「○○ＮＥＷ」の、○に入

る語句は。

問題 95

住宅に関する統計（平成 27 年）で、富山県が日本一なのは、一世帯当たりの住宅延べ面積と何か。

問題 96

高岡周辺に残る富山弁で、ものが風に吹かれて飛びまわることを「○○らく」という。○に入る語を書け。

問題 97

2015 年国勢調査によれば、富山県の人口は○○万 6,328 人だったが、○に入る数字は。

問題 98

神通川流域で明治 44 年（1911）ごろ（国推定）から発生し、昭和 43 年（1968）に全国で初めて公害病と

認定されたのは。

問題 99

富山弁で、「イチガイモン」の反対の人物を意味するのは。

問題 100

「古黒部【ふるくろべ】」という地名がある市町村はどこか。



問題１

初代立山砂防工事事務所長として白岩砂防堰堤を計画するなど、わが国の近代砂防の発展に貢献し「砂防の

父」と呼ばれた人物は。

問題２

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３

国の天然記念物・杉沢の沢スギで見られる、積雪の重みで枝が曲がって着地したところから芽を出す現象を

漢字で書け。

問題４

立山・黒部の魅力を世に紹介し、「黒部の父」とも呼ばれる登山家で、「十字峡」を発見し、命名したのはだれか。

問題５

弥陀ケ原に点在する、「餓鬼の田んぼ」と呼ばれる水たまりを漢字で書け。

問題６

国の特別天然記念物で絶滅危惧【きぐ】種「ニホンライチョウ」の人工繁殖事業で、今年、富山市ファミリー

パークで産卵したつがい（親鳥）は何組か。

問題７

「万葉集」には植物を詠んだ歌が多いが、大伴家持も題材にした、葛根湯【かっこんとう】の原料としても

知られる薬草は。

問題８

入善高校農業科が増殖に取り組み、今年初めて開花させた新種の桜の名称は。

問題９

全国に普及したコシノヒガンザクラの原木とされ、今年、自治体の天然記念物にも指定された古木がある市

町村は。

問題 10

立山の弥陀ケ原・○○周辺では、平成 26 年（2014）に組織された、ラムサール条約湿地の総合学術調査団

が今年、３年にわたる調査の結果を発表した。○に入る地名は。

問題 11

大正 12 年（1923）に、県内唯一のオニバス自生地として国の天然記念物指定を受けた場所は。

問題 12

地熱発電に必要な地熱貯留層の存在を示唆するデータが得られたことから、今年度、初めて掘削調査が行わ

れている場所は。

問題 13

早朝、冷気で海水が蒸気となって立ち上る気嵐【けあらし】と、女岩【めいわ】の風景が人気の撮影スポッ

トになっている場所は。

問題 14

今年 10 月、富山湾内で新種が見つかったと発表された、巻き貝の仲間で「流氷の天使」と呼ばれる生物は。

問題 15

県内最大の円墳で、５世紀ごろのものと推測される立山町にある古墳は。

問題 16

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 17

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 18

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 19

富山藩 10 代藩主・前田利保【としやす】が編著した本草学の書を何というか、漢字で書け。

問題 20

福光（現・南砺市）出身で、厚生大臣や文部大臣、農林大臣を務め、晩年は日中国交回復にも尽力した政治

家の名前は。

問題 21

毎年６月の開山忌に尺八を吹奏する虚無僧行列で知られる、高岡市の寺院の名称は。

問題 22

来年で発生から 100 年となる米騒動について、特に動員規模が大きく、県内の騒動の頂点になったとされる

ところは。

問題 23

大正時代に射水郡長として着任し、同郡立農業公民学校（現・小杉高校）の創設や射水平野の乾田化事業な

どに尽力し、戦後は東大総長も務めた人物は。

問題 24

富山市岩瀬地区に古くから伝わる祝い唄で、今年、市の無形民俗文化財に指定された民謡は。

問題 25

富山市楡原（旧・細入村）では、源頼朝の重臣だった鎌倉時代の武将、畠山○○を供養する「○○まつり」

が江戸時代から続いているが、○に入る名前は。

問題 26

大きなたいまつをいかだに載せて海に流し無病息災を祈る、国指定重要無形民俗文化財の行事「滑川の○○」

の、○に入る語句は。

問題 27

山の神として親しまれる「うば尊」像の白装束を芦峅寺の女性たちが着せ替える、江戸時代から続く立山

信仰の伝承行事「○○のお召し替え」の、○に入る語句は。

問題 28

今年、没後 40 年を迎えた、童謡「夕日」で知られる高岡市出身の童謡作曲家は。

問題 29

ノーベル物理学賞を受賞した梶田隆章氏が代表を務めているプロジェクトで使用し、富山大学も装置の研

究に参加している大型低温重力波望遠鏡の名称は。

問題 30

県が友好協定を結び医薬品分野での交流を図っているスイスの都市にあり、今年、富山県立大学と学術交

流協定に合意した大学は。

問題 31

明治 26 年（1893）、ヨハネス・デ・レーケの指導で完成した、常願寺川左岸約 3,300 ヘクタールを灌漑【か

んがい】する用水は。

問題 32

氷見市・長坂と富山市・三乗が選定されているのは「日本の○○百選」。○に入る漢字を書け。

問題 33

南砺市特産の富山干柿の原料となる柿の品種は。

問題 34

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「高

岡流お好み焼き○○」の○に入る語句は。

問題 35

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 36

富山藩の下級藩士の家に生まれ、上京して実業家となり、東大の講堂や日比谷公会堂を寄贈した人物の名

前は。

問題 37

富山売薬の始まりとなった漢方薬「反魂丹」の処方を富山藩に伝えたとされる、備前の藩医は。

問題 38

富山港では昭和初期に、富岩、○○、住友の３つの運河が完成し工業化が進んだが、○に入る語句は。

問題 39

春のホタルイカ、夏のシロエビ、冬のブリに並ぶ富山湾の味覚として、「秋のベニズワイ」に付けられたブ

ランド名称は。

問題 40

脂の少ないブリを天日干しして作る、贈答用として人気がある高級珍味は。

問題 41

朝日町と入善町の農協・ＪＡみな穂では、少量パッケージのコシヒカリを発売した。そのパッケージに両町

のゆるキャラをデザインしているがそれは「ジャンボ～ル三世」ともう一つは。

問題 42

富山市総曲輪にある農産物販売所「○○総本店」では、昨年、来場者数が150万人を超えたが、○に入る語句は。

問題 43

菅笠は高岡市福岡町の特産だが、地元の観光交流施設「○○蔵」では三度笠や富士笠などさまざまな菅笠を

販売している。○に入る語句は。

問題 44

昨年末までで 65 品種のスプレーギクを開発し、キクとキク科植物が充実している県内の植物園は。

問題 45

旧・大島町（現・射水市）の町おこしで特産化に取り組み、現在も栽培されたものが、たわしや化粧水など

に加工されている産品は。

問題 46

かつては魚津市西布施地区が一大産地であり、市の花にも指定され、農家有志が「種の保存」に取り組んで

いる花は。

問題 47

今年、３Ｄプリンターで作った原型を基に高岡市の鋳物メーカーや南砺市の職人が再現した「国宝　法隆寺

金堂○○」が一般公開されたが、○に入る語句は。

問題 48

「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 49

現存する戦前の橋としては全国２番目の大スパンアーチ橋で、その歴史的価値や構造技術が評価されて平成

12 年（2000）に国登録有形文化財となった神通川に架かる橋は。

問題 50

富山地方鉄道は、戦時統合により、県内の私営・公営の鉄軌道・バス会社が合併して昭和 18 年（1943）に

設立された。その母体となった会社名は。

問題 51

富山ライトレールの「ポートラム」、富山市内電車環状線の「セントラム」、万葉線の「アイトラム」。これ

らの愛称に共通するトラムの意味は。

問題 52

おわら風の盆や曳山祭りで有名な富山市八尾町の○○町本通りは、「日本の道 100 選」に選ばれているが、

○に入る語句は。

問題 53

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 54

行政サービスや移住支援策を充実させ人口減に歯止めをかける目的で、高岡、射水、氷見、砺波、小矢部、

南砺の６市が連携中枢都市圏の協定を締結したが、その名称は。

問題 55

今年、路面電車・万葉線の志貴野中学校前電停が、高岡ゆかりの人気キャラクターのラッピング電停になっ

たが、そのキャラクターは。

問題 56

今年、東日本大震災の復興支援活動として、福島県南相馬市の「相馬野馬追」前夜祭で、同地域と江戸時

代から縁のある南砺市の○○が披露されたが、○に入る語句は。

問題 57

高齢者や障害者、子どもを分け隔てなく受け入れる「○○」の事業所が、全国約 1,500 カ所へと増加し定着

しているが、○に入る語句は。

問題 58

今年、国土交通省が、中山間地での移動手段などとして期待されている自動運転車の実証実験拠点の一つ

として選定した県内市町村は。

問題 59

都市部から移住して地域活性化に取り組む人々を支援する国の制度で、県内でも隊員数がこの５年間で約

10 倍に増えている活動は。

問題 60

地元企業が黒部市三日市で整備を進めている、風や水など自然の力を利用し、省エネと住環境を両立させ

る街区開発事業「○○タウン」の、○に入る語句は。

問題 61

今年４月、高岡市立、厚生連高岡、市医師会の３つの看護専門学校が統合して開校した学校の名称は。

問題 62

滑川市の市街地にある行田公園の湧水「行田の○○」は「平成の名水百選」に選ばれている。○に入る言葉

を書け。

問題 63

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 64

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 65

厄年の若者らが下帯姿で参拝者にお神酒を飲ませたりする小矢部市の祭りを何というか。

問題 66

高岡銅器産業の発展につながった鋳物づくりにちなみ、弥栄節【やがえふ】を唄って町を練り歩く祭りは

何か、漢字で書け。

問題 67

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 68

「越中の稚児舞」として国の無形民俗文化財に指定されているのは、下村加茂神社（射水市）、熊野神社（富

山市）、法福寺（○○）である。○に入る市町村名を漢字で書け。

問題 69

今年８月、全面開館した富山県美術館では、「○○の物語　LIFE̶楽園をもとめて」をテーマに開館記念展

が催されたが、○に入る語句は。

問題 70

地域ゆかりの板画【はんが】家・棟方志功と、地域出身の日本画家・石崎光瑤の作品を常設展示している

施設は。

問題 71

かつて小矢部川河口の両岸を結んだ渡船「如意【にょい】の渡【わたし】」の左岸側乗り場に置かれて親し

まれていた「○○・○○像」が、今年、JR 伏木駅前に移設されたが、○に入る語句は。

問題 72

黒部市では毎年春と秋に、市内を走る富山地方鉄道が一日乗り放題になる「黒部ワンコイン・フリーきっ

ぷ　『楽駅停車の旅』」が実施されるが、その料金は。

問題 73

今年、射水市は市の観光 PRポスターを、特産のベニズワイガニをメインにしたものと、市出身の人物をモ

デルにしたものの２種類を制作したが、その人物とは。

問題 74

今年開園 35 周年を迎えた県内有数の遊園地で、日本海側最大級の大観覧車をはじめとした多彩なアトラク

ションがあり、夏季にはプールも楽しめる施設は。

問題 75

五箇山に伝わる「編竹踊り」がルーツとされる日本の伝統芸能は。

問題 76

射水市の海王丸パークに係留されている帆船・海王丸の全ての帆を広げるイベント「そうはんてんぱん」

を漢字で書け。

問題 77

アニメツーリズム協会の「訪れてみたい日本のアニメ聖地 88（2018 年版）」に県内から３カ所が選ばれたが、

そのうち、○○（藤子不二雄○アートコレクション）では代表作の原画などがそろう。○に入る施設名は。

問題 78

城端別院善徳寺の「虫干法会」に合わせた伝統行事で、一般の部では、重さ 120kg のあるものを持ち上げ

る「盤持ち大会」が行われるが、持ち上げるものとは。

問題 79

砺波出身の政治家で、明治時代に県内で最初の農学校・富山県簡易農学校の設立に尽力した人物の名前を

漢字で書け。

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

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浄蓮寺境内にある芭蕉塚

の名は。

問題 82

現在の高岡市出身の美術評論家で、浮世絵をヨーロッパに、印象派絵画を日本にそれぞれ紹介し、高岡銅

器の輸出振興を手助けした人物は。

問題 83

明治から昭和にかけて活躍した、現在の立山町出身の作家・ジャーナリストで、富山の郷土文化を研究す

る雑誌『高志人』を 37 年間にわたって刊行したのはだれか。

問題 84

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、生前に集めた 20 世紀の名品が富山県

美術館に展示されている。その人物とは。

問題 85

富山ゆかりの作家、宮本輝の芥川賞受賞作で、今年、映画化されて 30 周年を迎えたのは。

問題 86

万葉歌人・大伴家持の生誕 1300 年を記念して今年、高岡市で開かれたイベント「高校生○○バトル 2017」

の、○に入る語句は。

問題 87

今年、可西舞踊研究所と劇団文芸座が、県芸術文化協会の「○○舞台芸術派遣団」として海外公演を行った。

○に入る語句は。

問題 88

最小限の装備を担いで山野を走るイベントで、今年は過去最多の 855 人が参加した「ＴＯＧＡ○○」の、○

に入る語句は。

問題 89

今年、県勢としては 31 年ぶりに春夏連続の甲子園出場を果たした高校は。

問題 90

今年、20 年ぶりに誕生した県出身関取のしこ名を漢字で書け。

問題 91

大正 12 年（1923）、入善町の出身で、昭和 26 年（1951）の大ヒット曲「上海帰りのリル」で知られる歌手は。

問題 92

富山を主な舞台に、岡田准一が県警の刑事役を主演した、今年公開の映画のタイトルは。

問題 93

漫画「ドラえもん」を研究している富山大学名誉教授の横山泰行さんが、今年、電子書籍の百科事典「○

○ハイブリッド」の刊行をスタートしたが、○に入る語句は。

問題 94

氷見市出身の漫画家・藤子不二雄○Aの原作で、今年、28 年ぶりにアニメ化された「○○ＮＥＷ」の、○に入

る語句は。

問題 95

住宅に関する統計（平成 27 年）で、富山県が日本一なのは、一世帯当たりの住宅延べ面積と何か。

問題 96

高岡周辺に残る富山弁で、ものが風に吹かれて飛びまわることを「○○らく」という。○に入る語を書け。

問題 97

2015 年国勢調査によれば、富山県の人口は○○万 6,328 人だったが、○に入る数字は。

問題 98

神通川流域で明治 44 年（1911）ごろ（国推定）から発生し、昭和 43 年（1968）に全国で初めて公害病と

認定されたのは。

問題 99

富山弁で、「イチガイモン」の反対の人物を意味するのは。

問題 100

「古黒部【ふるくろべ】」という地名がある市町村はどこか。



問題１

初代立山砂防工事事務所長として白岩砂防堰堤を計画するなど、わが国の近代砂防の発展に貢献し「砂防の

父」と呼ばれた人物は。

問題２

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３

国の天然記念物・杉沢の沢スギで見られる、積雪の重みで枝が曲がって着地したところから芽を出す現象を

漢字で書け。

問題４

立山・黒部の魅力を世に紹介し、「黒部の父」とも呼ばれる登山家で、「十字峡」を発見し、命名したのはだれか。

問題５

弥陀ケ原に点在する、「餓鬼の田んぼ」と呼ばれる水たまりを漢字で書け。

問題６

国の特別天然記念物で絶滅危惧【きぐ】種「ニホンライチョウ」の人工繁殖事業で、今年、富山市ファミリー

パークで産卵したつがい（親鳥）は何組か。

問題７

「万葉集」には植物を詠んだ歌が多いが、大伴家持も題材にした、葛根湯【かっこんとう】の原料としても

知られる薬草は。

問題８

入善高校農業科が増殖に取り組み、今年初めて開花させた新種の桜の名称は。

問題９

全国に普及したコシノヒガンザクラの原木とされ、今年、自治体の天然記念物にも指定された古木がある市

町村は。

問題 10

立山の弥陀ケ原・○○周辺では、平成 26 年（2014）に組織された、ラムサール条約湿地の総合学術調査団

が今年、３年にわたる調査の結果を発表した。○に入る地名は。

問題 11

大正 12 年（1923）に、県内唯一のオニバス自生地として国の天然記念物指定を受けた場所は。

問題 12

地熱発電に必要な地熱貯留層の存在を示唆するデータが得られたことから、今年度、初めて掘削調査が行わ

れている場所は。

問題 13

早朝、冷気で海水が蒸気となって立ち上る気嵐【けあらし】と、女岩【めいわ】の風景が人気の撮影スポッ

トになっている場所は。

問題 14

今年 10 月、富山湾内で新種が見つかったと発表された、巻き貝の仲間で「流氷の天使」と呼ばれる生物は。

問題 15

県内最大の円墳で、５世紀ごろのものと推測される立山町にある古墳は。

問題 16

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 17

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 18

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 19

富山藩 10 代藩主・前田利保【としやす】が編著した本草学の書を何というか、漢字で書け。

問題 20

福光（現・南砺市）出身で、厚生大臣や文部大臣、農林大臣を務め、晩年は日中国交回復にも尽力した政治

家の名前は。

問題 21

毎年６月の開山忌に尺八を吹奏する虚無僧行列で知られる、高岡市の寺院の名称は。

問題 22

来年で発生から 100 年となる米騒動について、特に動員規模が大きく、県内の騒動の頂点になったとされる

ところは。

問題 23

大正時代に射水郡長として着任し、同郡立農業公民学校（現・小杉高校）の創設や射水平野の乾田化事業な

どに尽力し、戦後は東大総長も務めた人物は。

問題 24

富山市岩瀬地区に古くから伝わる祝い唄で、今年、市の無形民俗文化財に指定された民謡は。

問題 25

富山市楡原（旧・細入村）では、源頼朝の重臣だった鎌倉時代の武将、畠山○○を供養する「○○まつり」

が江戸時代から続いているが、○に入る名前は。

問題 26

大きなたいまつをいかだに載せて海に流し無病息災を祈る、国指定重要無形民俗文化財の行事「滑川の○○」

の、○に入る語句は。

問題 27

山の神として親しまれる「うば尊」像の白装束を芦峅寺の女性たちが着せ替える、江戸時代から続く立山

信仰の伝承行事「○○のお召し替え」の、○に入る語句は。

問題 28

今年、没後 40 年を迎えた、童謡「夕日」で知られる高岡市出身の童謡作曲家は。

問題 29

ノーベル物理学賞を受賞した梶田隆章氏が代表を務めているプロジェクトで使用し、富山大学も装置の研

究に参加している大型低温重力波望遠鏡の名称は。

問題 30

県が友好協定を結び医薬品分野での交流を図っているスイスの都市にあり、今年、富山県立大学と学術交

流協定に合意した大学は。

問題 31

明治 26 年（1893）、ヨハネス・デ・レーケの指導で完成した、常願寺川左岸約 3,300 ヘクタールを灌漑【か

んがい】する用水は。

問題 32

氷見市・長坂と富山市・三乗が選定されているのは「日本の○○百選」。○に入る漢字を書け。

問題 33

南砺市特産の富山干柿の原料となる柿の品種は。

問題 34

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「高

岡流お好み焼き○○」の○に入る語句は。

問題 35

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 36

富山藩の下級藩士の家に生まれ、上京して実業家となり、東大の講堂や日比谷公会堂を寄贈した人物の名

前は。

問題 37

富山売薬の始まりとなった漢方薬「反魂丹」の処方を富山藩に伝えたとされる、備前の藩医は。

問題 38

富山港では昭和初期に、富岩、○○、住友の３つの運河が完成し工業化が進んだが、○に入る語句は。

問題 39

春のホタルイカ、夏のシロエビ、冬のブリに並ぶ富山湾の味覚として、「秋のベニズワイ」に付けられたブ

ランド名称は。

問題 40

脂の少ないブリを天日干しして作る、贈答用として人気がある高級珍味は。

問題 41

朝日町と入善町の農協・ＪＡみな穂では、少量パッケージのコシヒカリを発売した。そのパッケージに両町

のゆるキャラをデザインしているがそれは「ジャンボ～ル三世」ともう一つは。

問題 42

富山市総曲輪にある農産物販売所「○○総本店」では、昨年、来場者数が150万人を超えたが、○に入る語句は。

問題 43

菅笠は高岡市福岡町の特産だが、地元の観光交流施設「○○蔵」では三度笠や富士笠などさまざまな菅笠を

販売している。○に入る語句は。

問題 44

昨年末までで 65 品種のスプレーギクを開発し、キクとキク科植物が充実している県内の植物園は。

問題 45

旧・大島町（現・射水市）の町おこしで特産化に取り組み、現在も栽培されたものが、たわしや化粧水など

に加工されている産品は。

問題 46

かつては魚津市西布施地区が一大産地であり、市の花にも指定され、農家有志が「種の保存」に取り組んで

いる花は。

問題 47

今年、３Ｄプリンターで作った原型を基に高岡市の鋳物メーカーや南砺市の職人が再現した「国宝　法隆寺

金堂○○」が一般公開されたが、○に入る語句は。

問題 48

「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 49

現存する戦前の橋としては全国２番目の大スパンアーチ橋で、その歴史的価値や構造技術が評価されて平成

12 年（2000）に国登録有形文化財となった神通川に架かる橋は。

問題 50

富山地方鉄道は、戦時統合により、県内の私営・公営の鉄軌道・バス会社が合併して昭和 18 年（1943）に

設立された。その母体となった会社名は。

問題 51

富山ライトレールの「ポートラム」、富山市内電車環状線の「セントラム」、万葉線の「アイトラム」。これ

らの愛称に共通するトラムの意味は。

問題 52

おわら風の盆や曳山祭りで有名な富山市八尾町の○○町本通りは、「日本の道 100 選」に選ばれているが、

○に入る語句は。

問題 53

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 54

行政サービスや移住支援策を充実させ人口減に歯止めをかける目的で、高岡、射水、氷見、砺波、小矢部、

南砺の６市が連携中枢都市圏の協定を締結したが、その名称は。

問題 55

今年、路面電車・万葉線の志貴野中学校前電停が、高岡ゆかりの人気キャラクターのラッピング電停になっ

たが、そのキャラクターは。

問題 56

今年、東日本大震災の復興支援活動として、福島県南相馬市の「相馬野馬追」前夜祭で、同地域と江戸時

代から縁のある南砺市の○○が披露されたが、○に入る語句は。

問題 57

高齢者や障害者、子どもを分け隔てなく受け入れる「○○」の事業所が、全国約 1,500 カ所へと増加し定着

しているが、○に入る語句は。

問題 58

今年、国土交通省が、中山間地での移動手段などとして期待されている自動運転車の実証実験拠点の一つ

として選定した県内市町村は。

問題 59

都市部から移住して地域活性化に取り組む人々を支援する国の制度で、県内でも隊員数がこの５年間で約

10 倍に増えている活動は。

問題 60

地元企業が黒部市三日市で整備を進めている、風や水など自然の力を利用し、省エネと住環境を両立させ

る街区開発事業「○○タウン」の、○に入る語句は。

問題 61

今年４月、高岡市立、厚生連高岡、市医師会の３つの看護専門学校が統合して開校した学校の名称は。

問題 62

滑川市の市街地にある行田公園の湧水「行田の○○」は「平成の名水百選」に選ばれている。○に入る言葉

を書け。

問題 63

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 64

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 65

厄年の若者らが下帯姿で参拝者にお神酒を飲ませたりする小矢部市の祭りを何というか。

問題 66

高岡銅器産業の発展につながった鋳物づくりにちなみ、弥栄節【やがえふ】を唄って町を練り歩く祭りは

何か、漢字で書け。

問題 67

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 68

「越中の稚児舞」として国の無形民俗文化財に指定されているのは、下村加茂神社（射水市）、熊野神社（富

山市）、法福寺（○○）である。○に入る市町村名を漢字で書け。

問題 69

今年８月、全面開館した富山県美術館では、「○○の物語　LIFE̶楽園をもとめて」をテーマに開館記念展

が催されたが、○に入る語句は。

問題 70

地域ゆかりの板画【はんが】家・棟方志功と、地域出身の日本画家・石崎光瑤の作品を常設展示している

施設は。

問題 71

かつて小矢部川河口の両岸を結んだ渡船「如意【にょい】の渡【わたし】」の左岸側乗り場に置かれて親し

まれていた「○○・○○像」が、今年、JR 伏木駅前に移設されたが、○に入る語句は。

問題 72

黒部市では毎年春と秋に、市内を走る富山地方鉄道が一日乗り放題になる「黒部ワンコイン・フリーきっ

ぷ　『楽駅停車の旅』」が実施されるが、その料金は。

問題 73

今年、射水市は市の観光 PRポスターを、特産のベニズワイガニをメインにしたものと、市出身の人物をモ

デルにしたものの２種類を制作したが、その人物とは。

問題 74

今年開園 35 周年を迎えた県内有数の遊園地で、日本海側最大級の大観覧車をはじめとした多彩なアトラク

ションがあり、夏季にはプールも楽しめる施設は。

問題 75

五箇山に伝わる「編竹踊り」がルーツとされる日本の伝統芸能は。

問題 76

射水市の海王丸パークに係留されている帆船・海王丸の全ての帆を広げるイベント「そうはんてんぱん」

を漢字で書け。

問題 77

アニメツーリズム協会の「訪れてみたい日本のアニメ聖地 88（2018 年版）」に県内から３カ所が選ばれたが、

そのうち、○○（藤子不二雄○アートコレクション）では代表作の原画などがそろう。○に入る施設名は。

問題 78

城端別院善徳寺の「虫干法会」に合わせた伝統行事で、一般の部では、重さ 120kg のあるものを持ち上げ

る「盤持ち大会」が行われるが、持ち上げるものとは。

問題 79

砺波出身の政治家で、明治時代に県内で最初の農学校・富山県簡易農学校の設立に尽力した人物の名前を

漢字で書け。

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

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浄蓮寺境内にある芭蕉塚

の名は。

問題 82

現在の高岡市出身の美術評論家で、浮世絵をヨーロッパに、印象派絵画を日本にそれぞれ紹介し、高岡銅

器の輸出振興を手助けした人物は。

問題 83

明治から昭和にかけて活躍した、現在の立山町出身の作家・ジャーナリストで、富山の郷土文化を研究す

る雑誌『高志人』を 37 年間にわたって刊行したのはだれか。

問題 84

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、生前に集めた 20 世紀の名品が富山県

美術館に展示されている。その人物とは。

問題 85

富山ゆかりの作家、宮本輝の芥川賞受賞作で、今年、映画化されて 30 周年を迎えたのは。

問題 86

万葉歌人・大伴家持の生誕 1300 年を記念して今年、高岡市で開かれたイベント「高校生○○バトル 2017」

の、○に入る語句は。

問題 87

今年、可西舞踊研究所と劇団文芸座が、県芸術文化協会の「○○舞台芸術派遣団」として海外公演を行った。

○に入る語句は。

問題 88

最小限の装備を担いで山野を走るイベントで、今年は過去最多の 855 人が参加した「ＴＯＧＡ○○」の、○

に入る語句は。

問題 89

今年、県勢としては 31 年ぶりに春夏連続の甲子園出場を果たした高校は。

問題 90

今年、20 年ぶりに誕生した県出身関取のしこ名を漢字で書け。

問題 91

大正 12 年（1923）、入善町の出身で、昭和 26 年（1951）の大ヒット曲「上海帰りのリル」で知られる歌手は。

問題 92

富山を主な舞台に、岡田准一が県警の刑事役を主演した、今年公開の映画のタイトルは。

問題 93

漫画「ドラえもん」を研究している富山大学名誉教授の横山泰行さんが、今年、電子書籍の百科事典「○

○ハイブリッド」の刊行をスタートしたが、○に入る語句は。

問題 94

氷見市出身の漫画家・藤子不二雄○Aの原作で、今年、28 年ぶりにアニメ化された「○○ＮＥＷ」の、○に入

る語句は。

問題 95

住宅に関する統計（平成 27 年）で、富山県が日本一なのは、一世帯当たりの住宅延べ面積と何か。

問題 96

高岡周辺に残る富山弁で、ものが風に吹かれて飛びまわることを「○○らく」という。○に入る語を書け。

問題 97

2015 年国勢調査によれば、富山県の人口は○○万 6,328 人だったが、○に入る数字は。

問題 98

神通川流域で明治 44 年（1911）ごろ（国推定）から発生し、昭和 43 年（1968）に全国で初めて公害病と

認定されたのは。

問題 99

富山弁で、「イチガイモン」の反対の人物を意味するのは。

問題 100

「古黒部【ふるくろべ】」という地名がある市町村はどこか。



問題１

初代立山砂防工事事務所長として白岩砂防堰堤を計画するなど、わが国の近代砂防の発展に貢献し「砂防の

父」と呼ばれた人物は。

問題２

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３

国の天然記念物・杉沢の沢スギで見られる、積雪の重みで枝が曲がって着地したところから芽を出す現象を

漢字で書け。

問題４

立山・黒部の魅力を世に紹介し、「黒部の父」とも呼ばれる登山家で、「十字峡」を発見し、命名したのはだれか。

問題５

弥陀ケ原に点在する、「餓鬼の田んぼ」と呼ばれる水たまりを漢字で書け。

問題６

国の特別天然記念物で絶滅危惧【きぐ】種「ニホンライチョウ」の人工繁殖事業で、今年、富山市ファミリー

パークで産卵したつがい（親鳥）は何組か。

問題７

「万葉集」には植物を詠んだ歌が多いが、大伴家持も題材にした、葛根湯【かっこんとう】の原料としても

知られる薬草は。

問題８

入善高校農業科が増殖に取り組み、今年初めて開花させた新種の桜の名称は。

問題９

全国に普及したコシノヒガンザクラの原木とされ、今年、自治体の天然記念物にも指定された古木がある市

町村は。

問題 10

立山の弥陀ケ原・○○周辺では、平成 26 年（2014）に組織された、ラムサール条約湿地の総合学術調査団

が今年、３年にわたる調査の結果を発表した。○に入る地名は。

問題 11

大正 12 年（1923）に、県内唯一のオニバス自生地として国の天然記念物指定を受けた場所は。

問題 12

地熱発電に必要な地熱貯留層の存在を示唆するデータが得られたことから、今年度、初めて掘削調査が行わ

れている場所は。

問題 13

早朝、冷気で海水が蒸気となって立ち上る気嵐【けあらし】と、女岩【めいわ】の風景が人気の撮影スポッ

トになっている場所は。

問題 14

今年 10 月、富山湾内で新種が見つかったと発表された、巻き貝の仲間で「流氷の天使」と呼ばれる生物は。

問題 15

県内最大の円墳で、５世紀ごろのものと推測される立山町にある古墳は。

問題 16

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 17

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 18

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 19

富山藩 10 代藩主・前田利保【としやす】が編著した本草学の書を何というか、漢字で書け。

問題 20

福光（現・南砺市）出身で、厚生大臣や文部大臣、農林大臣を務め、晩年は日中国交回復にも尽力した政治

家の名前は。

問題 21

毎年６月の開山忌に尺八を吹奏する虚無僧行列で知られる、高岡市の寺院の名称は。

問題 22

来年で発生から 100 年となる米騒動について、特に動員規模が大きく、県内の騒動の頂点になったとされる

ところは。

問題 23

大正時代に射水郡長として着任し、同郡立農業公民学校（現・小杉高校）の創設や射水平野の乾田化事業な

どに尽力し、戦後は東大総長も務めた人物は。

問題 24

富山市岩瀬地区に古くから伝わる祝い唄で、今年、市の無形民俗文化財に指定された民謡は。

問題 25

富山市楡原（旧・細入村）では、源頼朝の重臣だった鎌倉時代の武将、畠山○○を供養する「○○まつり」

が江戸時代から続いているが、○に入る名前は。

問題 26

大きなたいまつをいかだに載せて海に流し無病息災を祈る、国指定重要無形民俗文化財の行事「滑川の○○」

の、○に入る語句は。

問題 27

山の神として親しまれる「うば尊」像の白装束を芦峅寺の女性たちが着せ替える、江戸時代から続く立山

信仰の伝承行事「○○のお召し替え」の、○に入る語句は。

問題 28

今年、没後 40 年を迎えた、童謡「夕日」で知られる高岡市出身の童謡作曲家は。

問題 29

ノーベル物理学賞を受賞した梶田隆章氏が代表を務めているプロジェクトで使用し、富山大学も装置の研

究に参加している大型低温重力波望遠鏡の名称は。

問題 30

県が友好協定を結び医薬品分野での交流を図っているスイスの都市にあり、今年、富山県立大学と学術交

流協定に合意した大学は。

問題 31

明治 26 年（1893）、ヨハネス・デ・レーケの指導で完成した、常願寺川左岸約 3,300 ヘクタールを灌漑【か

んがい】する用水は。

問題 32

氷見市・長坂と富山市・三乗が選定されているのは「日本の○○百選」。○に入る漢字を書け。

問題 33

南砺市特産の富山干柿の原料となる柿の品種は。

問題 34

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「高

岡流お好み焼き○○」の○に入る語句は。

問題 35

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 36

富山藩の下級藩士の家に生まれ、上京して実業家となり、東大の講堂や日比谷公会堂を寄贈した人物の名

前は。

問題 37

富山売薬の始まりとなった漢方薬「反魂丹」の処方を富山藩に伝えたとされる、備前の藩医は。

問題 38

富山港では昭和初期に、富岩、○○、住友の３つの運河が完成し工業化が進んだが、○に入る語句は。

問題 39

春のホタルイカ、夏のシロエビ、冬のブリに並ぶ富山湾の味覚として、「秋のベニズワイ」に付けられたブ

ランド名称は。

問題 40

脂の少ないブリを天日干しして作る、贈答用として人気がある高級珍味は。

問題 41

朝日町と入善町の農協・ＪＡみな穂では、少量パッケージのコシヒカリを発売した。そのパッケージに両町

のゆるキャラをデザインしているがそれは「ジャンボ～ル三世」ともう一つは。

問題 42

富山市総曲輪にある農産物販売所「○○総本店」では、昨年、来場者数が150万人を超えたが、○に入る語句は。

問題 43

菅笠は高岡市福岡町の特産だが、地元の観光交流施設「○○蔵」では三度笠や富士笠などさまざまな菅笠を

販売している。○に入る語句は。

問題 44

昨年末までで 65 品種のスプレーギクを開発し、キクとキク科植物が充実している県内の植物園は。

問題 45

旧・大島町（現・射水市）の町おこしで特産化に取り組み、現在も栽培されたものが、たわしや化粧水など

に加工されている産品は。

問題 46

かつては魚津市西布施地区が一大産地であり、市の花にも指定され、農家有志が「種の保存」に取り組んで

いる花は。

問題 47

今年、３Ｄプリンターで作った原型を基に高岡市の鋳物メーカーや南砺市の職人が再現した「国宝　法隆寺

金堂○○」が一般公開されたが、○に入る語句は。

問題 48

「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 49

現存する戦前の橋としては全国２番目の大スパンアーチ橋で、その歴史的価値や構造技術が評価されて平成

12 年（2000）に国登録有形文化財となった神通川に架かる橋は。

問題 50

富山地方鉄道は、戦時統合により、県内の私営・公営の鉄軌道・バス会社が合併して昭和 18 年（1943）に

設立された。その母体となった会社名は。

問題 51

富山ライトレールの「ポートラム」、富山市内電車環状線の「セントラム」、万葉線の「アイトラム」。これ

らの愛称に共通するトラムの意味は。

問題 52

おわら風の盆や曳山祭りで有名な富山市八尾町の○○町本通りは、「日本の道 100 選」に選ばれているが、

○に入る語句は。

問題 53

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 54

行政サービスや移住支援策を充実させ人口減に歯止めをかける目的で、高岡、射水、氷見、砺波、小矢部、

南砺の６市が連携中枢都市圏の協定を締結したが、その名称は。

問題 55

今年、路面電車・万葉線の志貴野中学校前電停が、高岡ゆかりの人気キャラクターのラッピング電停になっ

たが、そのキャラクターは。

問題 56

今年、東日本大震災の復興支援活動として、福島県南相馬市の「相馬野馬追」前夜祭で、同地域と江戸時

代から縁のある南砺市の○○が披露されたが、○に入る語句は。

問題 57

高齢者や障害者、子どもを分け隔てなく受け入れる「○○」の事業所が、全国約 1,500 カ所へと増加し定着

しているが、○に入る語句は。

問題 58

今年、国土交通省が、中山間地での移動手段などとして期待されている自動運転車の実証実験拠点の一つ

として選定した県内市町村は。

問題 59

都市部から移住して地域活性化に取り組む人々を支援する国の制度で、県内でも隊員数がこの５年間で約

10 倍に増えている活動は。

問題 60

地元企業が黒部市三日市で整備を進めている、風や水など自然の力を利用し、省エネと住環境を両立させ

る街区開発事業「○○タウン」の、○に入る語句は。

問題 61

今年４月、高岡市立、厚生連高岡、市医師会の３つの看護専門学校が統合して開校した学校の名称は。

問題 62

滑川市の市街地にある行田公園の湧水「行田の○○」は「平成の名水百選」に選ばれている。○に入る言葉

を書け。

問題 63

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 64

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 65

厄年の若者らが下帯姿で参拝者にお神酒を飲ませたりする小矢部市の祭りを何というか。

問題 66

高岡銅器産業の発展につながった鋳物づくりにちなみ、弥栄節【やがえふ】を唄って町を練り歩く祭りは

何か、漢字で書け。

問題 67

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 68

「越中の稚児舞」として国の無形民俗文化財に指定されているのは、下村加茂神社（射水市）、熊野神社（富

山市）、法福寺（○○）である。○に入る市町村名を漢字で書け。

問題 69

今年８月、全面開館した富山県美術館では、「○○の物語　LIFE̶楽園をもとめて」をテーマに開館記念展

が催されたが、○に入る語句は。

問題 70

地域ゆかりの板画【はんが】家・棟方志功と、地域出身の日本画家・石崎光瑤の作品を常設展示している

施設は。

問題 71

かつて小矢部川河口の両岸を結んだ渡船「如意【にょい】の渡【わたし】」の左岸側乗り場に置かれて親し

まれていた「○○・○○像」が、今年、JR 伏木駅前に移設されたが、○に入る語句は。

問題 72

黒部市では毎年春と秋に、市内を走る富山地方鉄道が一日乗り放題になる「黒部ワンコイン・フリーきっ

ぷ　『楽駅停車の旅』」が実施されるが、その料金は。

問題 73

今年、射水市は市の観光 PRポスターを、特産のベニズワイガニをメインにしたものと、市出身の人物をモ

デルにしたものの２種類を制作したが、その人物とは。

問題 74

今年開園 35 周年を迎えた県内有数の遊園地で、日本海側最大級の大観覧車をはじめとした多彩なアトラク

ションがあり、夏季にはプールも楽しめる施設は。

問題 75

五箇山に伝わる「編竹踊り」がルーツとされる日本の伝統芸能は。

問題 76

射水市の海王丸パークに係留されている帆船・海王丸の全ての帆を広げるイベント「そうはんてんぱん」

を漢字で書け。

問題 77

アニメツーリズム協会の「訪れてみたい日本のアニメ聖地 88（2018 年版）」に県内から３カ所が選ばれたが、

そのうち、○○（藤子不二雄○アートコレクション）では代表作の原画などがそろう。○に入る施設名は。

問題 78

城端別院善徳寺の「虫干法会」に合わせた伝統行事で、一般の部では、重さ 120kg のあるものを持ち上げ

る「盤持ち大会」が行われるが、持ち上げるものとは。

問題 79

砺波出身の政治家で、明治時代に県内で最初の農学校・富山県簡易農学校の設立に尽力した人物の名前を

漢字で書け。

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

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浄蓮寺境内にある芭蕉塚

の名は。

問題 82

現在の高岡市出身の美術評論家で、浮世絵をヨーロッパに、印象派絵画を日本にそれぞれ紹介し、高岡銅

器の輸出振興を手助けした人物は。

問題 83

明治から昭和にかけて活躍した、現在の立山町出身の作家・ジャーナリストで、富山の郷土文化を研究す

る雑誌『高志人』を 37 年間にわたって刊行したのはだれか。

問題 84

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、生前に集めた 20 世紀の名品が富山県

美術館に展示されている。その人物とは。

問題 85

富山ゆかりの作家、宮本輝の芥川賞受賞作で、今年、映画化されて 30 周年を迎えたのは。

問題 86

万葉歌人・大伴家持の生誕 1300 年を記念して今年、高岡市で開かれたイベント「高校生○○バトル 2017」

の、○に入る語句は。

問題 87

今年、可西舞踊研究所と劇団文芸座が、県芸術文化協会の「○○舞台芸術派遣団」として海外公演を行った。

○に入る語句は。

問題 88

最小限の装備を担いで山野を走るイベントで、今年は過去最多の 855 人が参加した「ＴＯＧＡ○○」の、○

に入る語句は。

問題 89

今年、県勢としては 31 年ぶりに春夏連続の甲子園出場を果たした高校は。

問題 90

今年、20 年ぶりに誕生した県出身関取のしこ名を漢字で書け。

問題 91

大正 12 年（1923）、入善町の出身で、昭和 26 年（1951）の大ヒット曲「上海帰りのリル」で知られる歌手は。

問題 92

富山を主な舞台に、岡田准一が県警の刑事役を主演した、今年公開の映画のタイトルは。

問題 93

漫画「ドラえもん」を研究している富山大学名誉教授の横山泰行さんが、今年、電子書籍の百科事典「○

○ハイブリッド」の刊行をスタートしたが、○に入る語句は。

問題 94

氷見市出身の漫画家・藤子不二雄○Aの原作で、今年、28 年ぶりにアニメ化された「○○ＮＥＷ」の、○に入

る語句は。

問題 95

住宅に関する統計（平成 27 年）で、富山県が日本一なのは、一世帯当たりの住宅延べ面積と何か。

問題 96

高岡周辺に残る富山弁で、ものが風に吹かれて飛びまわることを「○○らく」という。○に入る語を書け。

問題 97

2015 年国勢調査によれば、富山県の人口は○○万 6,328 人だったが、○に入る数字は。

問題 98

神通川流域で明治 44 年（1911）ごろ（国推定）から発生し、昭和 43 年（1968）に全国で初めて公害病と

認定されたのは。

問題 99

富山弁で、「イチガイモン」の反対の人物を意味するのは。

問題 100

「古黒部【ふるくろべ】」という地名がある市町村はどこか。



問題１

初代立山砂防工事事務所長として白岩砂防堰堤を計画するなど、わが国の近代砂防の発展に貢献し「砂防の

父」と呼ばれた人物は。

問題２

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３

国の天然記念物・杉沢の沢スギで見られる、積雪の重みで枝が曲がって着地したところから芽を出す現象を

漢字で書け。

問題４

立山・黒部の魅力を世に紹介し、「黒部の父」とも呼ばれる登山家で、「十字峡」を発見し、命名したのはだれか。

問題５

弥陀ケ原に点在する、「餓鬼の田んぼ」と呼ばれる水たまりを漢字で書け。

問題６

国の特別天然記念物で絶滅危惧【きぐ】種「ニホンライチョウ」の人工繁殖事業で、今年、富山市ファミリー

パークで産卵したつがい（親鳥）は何組か。

問題７

「万葉集」には植物を詠んだ歌が多いが、大伴家持も題材にした、葛根湯【かっこんとう】の原料としても

知られる薬草は。

問題８

入善高校農業科が増殖に取り組み、今年初めて開花させた新種の桜の名称は。

問題９

全国に普及したコシノヒガンザクラの原木とされ、今年、自治体の天然記念物にも指定された古木がある市

町村は。

問題 10

立山の弥陀ケ原・○○周辺では、平成 26 年（2014）に組織された、ラムサール条約湿地の総合学術調査団

が今年、３年にわたる調査の結果を発表した。○に入る地名は。

問題 11

大正 12 年（1923）に、県内唯一のオニバス自生地として国の天然記念物指定を受けた場所は。

問題 12

地熱発電に必要な地熱貯留層の存在を示唆するデータが得られたことから、今年度、初めて掘削調査が行わ

れている場所は。

問題 13

早朝、冷気で海水が蒸気となって立ち上る気嵐【けあらし】と、女岩【めいわ】の風景が人気の撮影スポッ

トになっている場所は。

問題 14

今年 10 月、富山湾内で新種が見つかったと発表された、巻き貝の仲間で「流氷の天使」と呼ばれる生物は。

問題 15

県内最大の円墳で、５世紀ごろのものと推測される立山町にある古墳は。

問題 16

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 17

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 18

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 19

富山藩 10 代藩主・前田利保【としやす】が編著した本草学の書を何というか、漢字で書け。

問題 20

福光（現・南砺市）出身で、厚生大臣や文部大臣、農林大臣を務め、晩年は日中国交回復にも尽力した政治

家の名前は。

問題 21

毎年６月の開山忌に尺八を吹奏する虚無僧行列で知られる、高岡市の寺院の名称は。

問題 22

来年で発生から 100 年となる米騒動について、特に動員規模が大きく、県内の騒動の頂点になったとされる

ところは。

問題 23

大正時代に射水郡長として着任し、同郡立農業公民学校（現・小杉高校）の創設や射水平野の乾田化事業な

どに尽力し、戦後は東大総長も務めた人物は。

問題 24

富山市岩瀬地区に古くから伝わる祝い唄で、今年、市の無形民俗文化財に指定された民謡は。

問題 25

富山市楡原（旧・細入村）では、源頼朝の重臣だった鎌倉時代の武将、畠山○○を供養する「○○まつり」

が江戸時代から続いているが、○に入る名前は。

問題 26

大きなたいまつをいかだに載せて海に流し無病息災を祈る、国指定重要無形民俗文化財の行事「滑川の○○」

の、○に入る語句は。

問題 27

山の神として親しまれる「うば尊」像の白装束を芦峅寺の女性たちが着せ替える、江戸時代から続く立山

信仰の伝承行事「○○のお召し替え」の、○に入る語句は。

問題 28

今年、没後 40 年を迎えた、童謡「夕日」で知られる高岡市出身の童謡作曲家は。

問題 29

ノーベル物理学賞を受賞した梶田隆章氏が代表を務めているプロジェクトで使用し、富山大学も装置の研

究に参加している大型低温重力波望遠鏡の名称は。

問題 30

県が友好協定を結び医薬品分野での交流を図っているスイスの都市にあり、今年、富山県立大学と学術交

流協定に合意した大学は。

問題 31

明治 26 年（1893）、ヨハネス・デ・レーケの指導で完成した、常願寺川左岸約 3,300 ヘクタールを灌漑【か

んがい】する用水は。

問題 32

氷見市・長坂と富山市・三乗が選定されているのは「日本の○○百選」。○に入る漢字を書け。

問題 33

南砺市特産の富山干柿の原料となる柿の品種は。

問題 34

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「高

岡流お好み焼き○○」の○に入る語句は。

問題 35

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 36

富山藩の下級藩士の家に生まれ、上京して実業家となり、東大の講堂や日比谷公会堂を寄贈した人物の名

前は。

問題 37

富山売薬の始まりとなった漢方薬「反魂丹」の処方を富山藩に伝えたとされる、備前の藩医は。

問題 38

富山港では昭和初期に、富岩、○○、住友の３つの運河が完成し工業化が進んだが、○に入る語句は。

問題 39

春のホタルイカ、夏のシロエビ、冬のブリに並ぶ富山湾の味覚として、「秋のベニズワイ」に付けられたブ

ランド名称は。

問題 40

脂の少ないブリを天日干しして作る、贈答用として人気がある高級珍味は。

問題 41

朝日町と入善町の農協・ＪＡみな穂では、少量パッケージのコシヒカリを発売した。そのパッケージに両町

のゆるキャラをデザインしているがそれは「ジャンボ～ル三世」ともう一つは。

問題 42

富山市総曲輪にある農産物販売所「○○総本店」では、昨年、来場者数が150万人を超えたが、○に入る語句は。

問題 43

菅笠は高岡市福岡町の特産だが、地元の観光交流施設「○○蔵」では三度笠や富士笠などさまざまな菅笠を

販売している。○に入る語句は。

問題 44

昨年末までで 65 品種のスプレーギクを開発し、キクとキク科植物が充実している県内の植物園は。

問題 45

旧・大島町（現・射水市）の町おこしで特産化に取り組み、現在も栽培されたものが、たわしや化粧水など

に加工されている産品は。

問題 46

かつては魚津市西布施地区が一大産地であり、市の花にも指定され、農家有志が「種の保存」に取り組んで

いる花は。

問題 47

今年、３Ｄプリンターで作った原型を基に高岡市の鋳物メーカーや南砺市の職人が再現した「国宝　法隆寺

金堂○○」が一般公開されたが、○に入る語句は。

問題 48

「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 49

現存する戦前の橋としては全国２番目の大スパンアーチ橋で、その歴史的価値や構造技術が評価されて平成

12 年（2000）に国登録有形文化財となった神通川に架かる橋は。

問題 50

富山地方鉄道は、戦時統合により、県内の私営・公営の鉄軌道・バス会社が合併して昭和 18 年（1943）に

設立された。その母体となった会社名は。

問題 51

富山ライトレールの「ポートラム」、富山市内電車環状線の「セントラム」、万葉線の「アイトラム」。これ

らの愛称に共通するトラムの意味は。

問題 52

おわら風の盆や曳山祭りで有名な富山市八尾町の○○町本通りは、「日本の道 100 選」に選ばれているが、

○に入る語句は。

問題 53

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 54

行政サービスや移住支援策を充実させ人口減に歯止めをかける目的で、高岡、射水、氷見、砺波、小矢部、

南砺の６市が連携中枢都市圏の協定を締結したが、その名称は。

問題 55

今年、路面電車・万葉線の志貴野中学校前電停が、高岡ゆかりの人気キャラクターのラッピング電停になっ

たが、そのキャラクターは。

問題 56

今年、東日本大震災の復興支援活動として、福島県南相馬市の「相馬野馬追」前夜祭で、同地域と江戸時

代から縁のある南砺市の○○が披露されたが、○に入る語句は。

問題 57

高齢者や障害者、子どもを分け隔てなく受け入れる「○○」の事業所が、全国約 1,500 カ所へと増加し定着

しているが、○に入る語句は。

問題 58

今年、国土交通省が、中山間地での移動手段などとして期待されている自動運転車の実証実験拠点の一つ

として選定した県内市町村は。

問題 59

都市部から移住して地域活性化に取り組む人々を支援する国の制度で、県内でも隊員数がこの５年間で約

10 倍に増えている活動は。

問題 60

地元企業が黒部市三日市で整備を進めている、風や水など自然の力を利用し、省エネと住環境を両立させ

る街区開発事業「○○タウン」の、○に入る語句は。

問題 61

今年４月、高岡市立、厚生連高岡、市医師会の３つの看護専門学校が統合して開校した学校の名称は。

問題 62

滑川市の市街地にある行田公園の湧水「行田の○○」は「平成の名水百選」に選ばれている。○に入る言葉

を書け。

問題 63

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 64

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 65

厄年の若者らが下帯姿で参拝者にお神酒を飲ませたりする小矢部市の祭りを何というか。

問題 66

高岡銅器産業の発展につながった鋳物づくりにちなみ、弥栄節【やがえふ】を唄って町を練り歩く祭りは

何か、漢字で書け。

問題 67

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 68

「越中の稚児舞」として国の無形民俗文化財に指定されているのは、下村加茂神社（射水市）、熊野神社（富

山市）、法福寺（○○）である。○に入る市町村名を漢字で書け。

問題 69

今年８月、全面開館した富山県美術館では、「○○の物語　LIFE̶楽園をもとめて」をテーマに開館記念展

が催されたが、○に入る語句は。

問題 70

地域ゆかりの板画【はんが】家・棟方志功と、地域出身の日本画家・石崎光瑤の作品を常設展示している

施設は。

問題 71

かつて小矢部川河口の両岸を結んだ渡船「如意【にょい】の渡【わたし】」の左岸側乗り場に置かれて親し

まれていた「○○・○○像」が、今年、JR 伏木駅前に移設されたが、○に入る語句は。

問題 72

黒部市では毎年春と秋に、市内を走る富山地方鉄道が一日乗り放題になる「黒部ワンコイン・フリーきっ

ぷ　『楽駅停車の旅』」が実施されるが、その料金は。

問題 73

今年、射水市は市の観光 PRポスターを、特産のベニズワイガニをメインにしたものと、市出身の人物をモ

デルにしたものの２種類を制作したが、その人物とは。

問題 74

今年開園 35 周年を迎えた県内有数の遊園地で、日本海側最大級の大観覧車をはじめとした多彩なアトラク

ションがあり、夏季にはプールも楽しめる施設は。

問題 75

五箇山に伝わる「編竹踊り」がルーツとされる日本の伝統芸能は。

問題 76

射水市の海王丸パークに係留されている帆船・海王丸の全ての帆を広げるイベント「そうはんてんぱん」

を漢字で書け。

問題 77

アニメツーリズム協会の「訪れてみたい日本のアニメ聖地 88（2018 年版）」に県内から３カ所が選ばれたが、

そのうち、○○（藤子不二雄○アートコレクション）では代表作の原画などがそろう。○に入る施設名は。

問題 78

城端別院善徳寺の「虫干法会」に合わせた伝統行事で、一般の部では、重さ 120kg のあるものを持ち上げ

る「盤持ち大会」が行われるが、持ち上げるものとは。

問題 79

砺波出身の政治家で、明治時代に県内で最初の農学校・富山県簡易農学校の設立に尽力した人物の名前を

漢字で書け。

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

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浄蓮寺境内にある芭蕉塚

の名は。

問題 82

現在の高岡市出身の美術評論家で、浮世絵をヨーロッパに、印象派絵画を日本にそれぞれ紹介し、高岡銅

器の輸出振興を手助けした人物は。

問題 83

明治から昭和にかけて活躍した、現在の立山町出身の作家・ジャーナリストで、富山の郷土文化を研究す

る雑誌『高志人』を 37 年間にわたって刊行したのはだれか。

問題 84

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、生前に集めた 20 世紀の名品が富山県

美術館に展示されている。その人物とは。

問題 85

富山ゆかりの作家、宮本輝の芥川賞受賞作で、今年、映画化されて 30 周年を迎えたのは。

問題 86

万葉歌人・大伴家持の生誕 1300 年を記念して今年、高岡市で開かれたイベント「高校生○○バトル 2017」

の、○に入る語句は。

問題 87

今年、可西舞踊研究所と劇団文芸座が、県芸術文化協会の「○○舞台芸術派遣団」として海外公演を行った。

○に入る語句は。

問題 88

最小限の装備を担いで山野を走るイベントで、今年は過去最多の 855 人が参加した「ＴＯＧＡ○○」の、○

に入る語句は。

問題 89

今年、県勢としては 31 年ぶりに春夏連続の甲子園出場を果たした高校は。

問題 90

今年、20 年ぶりに誕生した県出身関取のしこ名を漢字で書け。

問題 91

大正 12 年（1923）、入善町の出身で、昭和 26 年（1951）の大ヒット曲「上海帰りのリル」で知られる歌手は。

問題 92

富山を主な舞台に、岡田准一が県警の刑事役を主演した、今年公開の映画のタイトルは。

問題 93

漫画「ドラえもん」を研究している富山大学名誉教授の横山泰行さんが、今年、電子書籍の百科事典「○

○ハイブリッド」の刊行をスタートしたが、○に入る語句は。

問題 94

氷見市出身の漫画家・藤子不二雄○Aの原作で、今年、28 年ぶりにアニメ化された「○○ＮＥＷ」の、○に入

る語句は。

問題 95

住宅に関する統計（平成 27 年）で、富山県が日本一なのは、一世帯当たりの住宅延べ面積と何か。

問題 96

高岡周辺に残る富山弁で、ものが風に吹かれて飛びまわることを「○○らく」という。○に入る語を書け。

問題 97

2015 年国勢調査によれば、富山県の人口は○○万 6,328 人だったが、○に入る数字は。

問題 98

神通川流域で明治 44 年（1911）ごろ（国推定）から発生し、昭和 43 年（1968）に全国で初めて公害病と

認定されたのは。

問題 99

富山弁で、「イチガイモン」の反対の人物を意味するのは。

問題 100

「古黒部【ふるくろべ】」という地名がある市町村はどこか。

A



問題１

初代立山砂防工事事務所長として白岩砂防堰堤を計画するなど、わが国の近代砂防の発展に貢献し「砂防の

父」と呼ばれた人物は。

問題２

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３

国の天然記念物・杉沢の沢スギで見られる、積雪の重みで枝が曲がって着地したところから芽を出す現象を

漢字で書け。

問題４

立山・黒部の魅力を世に紹介し、「黒部の父」とも呼ばれる登山家で、「十字峡」を発見し、命名したのはだれか。

問題５

弥陀ケ原に点在する、「餓鬼の田んぼ」と呼ばれる水たまりを漢字で書け。

問題６

国の特別天然記念物で絶滅危惧【きぐ】種「ニホンライチョウ」の人工繁殖事業で、今年、富山市ファミリー

パークで産卵したつがい（親鳥）は何組か。

問題７

「万葉集」には植物を詠んだ歌が多いが、大伴家持も題材にした、葛根湯【かっこんとう】の原料としても

知られる薬草は。

問題８

入善高校農業科が増殖に取り組み、今年初めて開花させた新種の桜の名称は。

問題９

全国に普及したコシノヒガンザクラの原木とされ、今年、自治体の天然記念物にも指定された古木がある市

町村は。

問題 10

立山の弥陀ケ原・○○周辺では、平成 26 年（2014）に組織された、ラムサール条約湿地の総合学術調査団

が今年、３年にわたる調査の結果を発表した。○に入る地名は。

問題 11

大正 12 年（1923）に、県内唯一のオニバス自生地として国の天然記念物指定を受けた場所は。

問題 12

地熱発電に必要な地熱貯留層の存在を示唆するデータが得られたことから、今年度、初めて掘削調査が行わ

れている場所は。

問題 13

早朝、冷気で海水が蒸気となって立ち上る気嵐【けあらし】と、女岩【めいわ】の風景が人気の撮影スポッ

トになっている場所は。

問題 14

今年 10 月、富山湾内で新種が見つかったと発表された、巻き貝の仲間で「流氷の天使」と呼ばれる生物は。

問題 15

県内最大の円墳で、５世紀ごろのものと推測される立山町にある古墳は。

問題 16

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 17

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 18

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 19

富山藩 10 代藩主・前田利保【としやす】が編著した本草学の書を何というか、漢字で書け。

問題 20

福光（現・南砺市）出身で、厚生大臣や文部大臣、農林大臣を務め、晩年は日中国交回復にも尽力した政治

家の名前は。

問題 21

毎年６月の開山忌に尺八を吹奏する虚無僧行列で知られる、高岡市の寺院の名称は。

問題 22

来年で発生から 100 年となる米騒動について、特に動員規模が大きく、県内の騒動の頂点になったとされる

ところは。

問題 23

大正時代に射水郡長として着任し、同郡立農業公民学校（現・小杉高校）の創設や射水平野の乾田化事業な

どに尽力し、戦後は東大総長も務めた人物は。

問題 24

富山市岩瀬地区に古くから伝わる祝い唄で、今年、市の無形民俗文化財に指定された民謡は。

問題 25

富山市楡原（旧・細入村）では、源頼朝の重臣だった鎌倉時代の武将、畠山○○を供養する「○○まつり」

が江戸時代から続いているが、○に入る名前は。

問題 26

大きなたいまつをいかだに載せて海に流し無病息災を祈る、国指定重要無形民俗文化財の行事「滑川の○○」

の、○に入る語句は。

問題 27

山の神として親しまれる「うば尊」像の白装束を芦峅寺の女性たちが着せ替える、江戸時代から続く立山

信仰の伝承行事「○○のお召し替え」の、○に入る語句は。

問題 28

今年、没後 40 年を迎えた、童謡「夕日」で知られる高岡市出身の童謡作曲家は。

問題 29

ノーベル物理学賞を受賞した梶田隆章氏が代表を務めているプロジェクトで使用し、富山大学も装置の研

究に参加している大型低温重力波望遠鏡の名称は。

問題 30

県が友好協定を結び医薬品分野での交流を図っているスイスの都市にあり、今年、富山県立大学と学術交

流協定に合意した大学は。

問題 31

明治 26 年（1893）、ヨハネス・デ・レーケの指導で完成した、常願寺川左岸約 3,300 ヘクタールを灌漑【か

んがい】する用水は。

問題 32

氷見市・長坂と富山市・三乗が選定されているのは「日本の○○百選」。○に入る漢字を書け。

問題 33

南砺市特産の富山干柿の原料となる柿の品種は。

問題 34

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「高

岡流お好み焼き○○」の○に入る語句は。

問題 35

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 36

富山藩の下級藩士の家に生まれ、上京して実業家となり、東大の講堂や日比谷公会堂を寄贈した人物の名

前は。

問題 37

富山売薬の始まりとなった漢方薬「反魂丹」の処方を富山藩に伝えたとされる、備前の藩医は。

問題 38

富山港では昭和初期に、富岩、○○、住友の３つの運河が完成し工業化が進んだが、○に入る語句は。

問題 39

春のホタルイカ、夏のシロエビ、冬のブリに並ぶ富山湾の味覚として、「秋のベニズワイ」に付けられたブ

ランド名称は。

問題 40

脂の少ないブリを天日干しして作る、贈答用として人気がある高級珍味は。

問題 41

朝日町と入善町の農協・ＪＡみな穂では、少量パッケージのコシヒカリを発売した。そのパッケージに両町

のゆるキャラをデザインしているがそれは「ジャンボ～ル三世」ともう一つは。

問題 42

富山市総曲輪にある農産物販売所「○○総本店」では、昨年、来場者数が150万人を超えたが、○に入る語句は。

問題 43

菅笠は高岡市福岡町の特産だが、地元の観光交流施設「○○蔵」では三度笠や富士笠などさまざまな菅笠を

販売している。○に入る語句は。

問題 44

昨年末までで 65 品種のスプレーギクを開発し、キクとキク科植物が充実している県内の植物園は。

問題 45

旧・大島町（現・射水市）の町おこしで特産化に取り組み、現在も栽培されたものが、たわしや化粧水など

に加工されている産品は。

問題 46

かつては魚津市西布施地区が一大産地であり、市の花にも指定され、農家有志が「種の保存」に取り組んで

いる花は。

問題 47

今年、３Ｄプリンターで作った原型を基に高岡市の鋳物メーカーや南砺市の職人が再現した「国宝　法隆寺

金堂○○」が一般公開されたが、○に入る語句は。

問題 48

「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 49

現存する戦前の橋としては全国２番目の大スパンアーチ橋で、その歴史的価値や構造技術が評価されて平成

12 年（2000）に国登録有形文化財となった神通川に架かる橋は。

問題 50

富山地方鉄道は、戦時統合により、県内の私営・公営の鉄軌道・バス会社が合併して昭和 18 年（1943）に

設立された。その母体となった会社名は。

問題 51

富山ライトレールの「ポートラム」、富山市内電車環状線の「セントラム」、万葉線の「アイトラム」。これ

らの愛称に共通するトラムの意味は。

問題 52

おわら風の盆や曳山祭りで有名な富山市八尾町の○○町本通りは、「日本の道 100 選」に選ばれているが、

○に入る語句は。

問題 53

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 54

行政サービスや移住支援策を充実させ人口減に歯止めをかける目的で、高岡、射水、氷見、砺波、小矢部、

南砺の６市が連携中枢都市圏の協定を締結したが、その名称は。

問題 55

今年、路面電車・万葉線の志貴野中学校前電停が、高岡ゆかりの人気キャラクターのラッピング電停になっ

たが、そのキャラクターは。

問題 56

今年、東日本大震災の復興支援活動として、福島県南相馬市の「相馬野馬追」前夜祭で、同地域と江戸時

代から縁のある南砺市の○○が披露されたが、○に入る語句は。

問題 57

高齢者や障害者、子どもを分け隔てなく受け入れる「○○」の事業所が、全国約 1,500 カ所へと増加し定着

しているが、○に入る語句は。

問題 58

今年、国土交通省が、中山間地での移動手段などとして期待されている自動運転車の実証実験拠点の一つ

として選定した県内市町村は。

問題 59

都市部から移住して地域活性化に取り組む人々を支援する国の制度で、県内でも隊員数がこの５年間で約

10 倍に増えている活動は。

問題 60

地元企業が黒部市三日市で整備を進めている、風や水など自然の力を利用し、省エネと住環境を両立させ

る街区開発事業「○○タウン」の、○に入る語句は。

問題 61

今年４月、高岡市立、厚生連高岡、市医師会の３つの看護専門学校が統合して開校した学校の名称は。

問題 62

滑川市の市街地にある行田公園の湧水「行田の○○」は「平成の名水百選」に選ばれている。○に入る言葉

を書け。

問題 63

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 64

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 65

厄年の若者らが下帯姿で参拝者にお神酒を飲ませたりする小矢部市の祭りを何というか。

問題 66

高岡銅器産業の発展につながった鋳物づくりにちなみ、弥栄節【やがえふ】を唄って町を練り歩く祭りは

何か、漢字で書け。

問題 67

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 68

「越中の稚児舞」として国の無形民俗文化財に指定されているのは、下村加茂神社（射水市）、熊野神社（富

山市）、法福寺（○○）である。○に入る市町村名を漢字で書け。

問題 69

今年８月、全面開館した富山県美術館では、「○○の物語　LIFE̶楽園をもとめて」をテーマに開館記念展

が催されたが、○に入る語句は。

問題 70

地域ゆかりの板画【はんが】家・棟方志功と、地域出身の日本画家・石崎光瑤の作品を常設展示している

施設は。

問題 71

かつて小矢部川河口の両岸を結んだ渡船「如意【にょい】の渡【わたし】」の左岸側乗り場に置かれて親し

まれていた「○○・○○像」が、今年、JR 伏木駅前に移設されたが、○に入る語句は。

問題 72

黒部市では毎年春と秋に、市内を走る富山地方鉄道が一日乗り放題になる「黒部ワンコイン・フリーきっ

ぷ　『楽駅停車の旅』」が実施されるが、その料金は。

問題 73

今年、射水市は市の観光 PRポスターを、特産のベニズワイガニをメインにしたものと、市出身の人物をモ

デルにしたものの２種類を制作したが、その人物とは。

問題 74

今年開園 35 周年を迎えた県内有数の遊園地で、日本海側最大級の大観覧車をはじめとした多彩なアトラク

ションがあり、夏季にはプールも楽しめる施設は。

問題 75

五箇山に伝わる「編竹踊り」がルーツとされる日本の伝統芸能は。

問題 76

射水市の海王丸パークに係留されている帆船・海王丸の全ての帆を広げるイベント「そうはんてんぱん」

を漢字で書け。

問題 77

アニメツーリズム協会の「訪れてみたい日本のアニメ聖地 88（2018 年版）」に県内から３カ所が選ばれたが、

そのうち、○○（藤子不二雄○アートコレクション）では代表作の原画などがそろう。○に入る施設名は。

問題 78

城端別院善徳寺の「虫干法会」に合わせた伝統行事で、一般の部では、重さ 120kg のあるものを持ち上げ

る「盤持ち大会」が行われるが、持ち上げるものとは。

問題 79

砺波出身の政治家で、明治時代に県内で最初の農学校・富山県簡易農学校の設立に尽力した人物の名前を

漢字で書け。

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

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浄蓮寺境内にある芭蕉塚

の名は。

問題 82

現在の高岡市出身の美術評論家で、浮世絵をヨーロッパに、印象派絵画を日本にそれぞれ紹介し、高岡銅

器の輸出振興を手助けした人物は。

問題 83

明治から昭和にかけて活躍した、現在の立山町出身の作家・ジャーナリストで、富山の郷土文化を研究す

る雑誌『高志人』を 37 年間にわたって刊行したのはだれか。

問題 84

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、生前に集めた 20 世紀の名品が富山県

美術館に展示されている。その人物とは。

問題 85

富山ゆかりの作家、宮本輝の芥川賞受賞作で、今年、映画化されて 30 周年を迎えたのは。

問題 86

万葉歌人・大伴家持の生誕 1300 年を記念して今年、高岡市で開かれたイベント「高校生○○バトル 2017」

の、○に入る語句は。

問題 87

今年、可西舞踊研究所と劇団文芸座が、県芸術文化協会の「○○舞台芸術派遣団」として海外公演を行った。

○に入る語句は。

問題 88

最小限の装備を担いで山野を走るイベントで、今年は過去最多の 855 人が参加した「ＴＯＧＡ○○」の、○

に入る語句は。

問題 89

今年、県勢としては 31 年ぶりに春夏連続の甲子園出場を果たした高校は。

問題 90

今年、20 年ぶりに誕生した県出身関取のしこ名を漢字で書け。

問題 91

大正 12 年（1923）、入善町の出身で、昭和 26 年（1951）の大ヒット曲「上海帰りのリル」で知られる歌手は。

問題 92

富山を主な舞台に、岡田准一が県警の刑事役を主演した、今年公開の映画のタイトルは。

問題 93

漫画「ドラえもん」を研究している富山大学名誉教授の横山泰行さんが、今年、電子書籍の百科事典「○

○ハイブリッド」の刊行をスタートしたが、○に入る語句は。

問題 94

氷見市出身の漫画家・藤子不二雄○Aの原作で、今年、28 年ぶりにアニメ化された「○○ＮＥＷ」の、○に入

る語句は。

問題 95

住宅に関する統計（平成 27 年）で、富山県が日本一なのは、一世帯当たりの住宅延べ面積と何か。

問題 96

高岡周辺に残る富山弁で、ものが風に吹かれて飛びまわることを「○○らく」という。○に入る語を書け。

問題 97

2015 年国勢調査によれば、富山県の人口は○○万 6,328 人だったが、○に入る数字は。

問題 98

神通川流域で明治 44 年（1911）ごろ（国推定）から発生し、昭和 43 年（1968）に全国で初めて公害病と

認定されたのは。

問題 99

富山弁で、「イチガイモン」の反対の人物を意味するのは。

問題 100

「古黒部【ふるくろべ】」という地名がある市町村はどこか。



問題 1  赤木正雄
問題 2  手取
問題 3  伏条現象
問題 4  冠松次郎
問題 5  池塘
問題 6  １組
問題 7  クズ
問題 8  入善乙女キクザクラ
問題 9  南砺市（南砺市城端地域、も可）
問題 10 大日平
問題 11 氷見市十二町潟
問題 12 立山カルデラ
問題 13 雨晴海岸
問題 14 クリオネ
問題 15 稚児塚古墳
問題 16 火牛の計
問題 17 奥山廻役
問題 18 広徳館
問題 19 本草通串
問題 20 松村謙三
問題 21 国泰寺
問題 22 滑川（滑川市、滑川町、も可）
問題 23 南原　繁
問題 24 岩瀬まだら
問題 25 重忠
問題 26 ネブタ流し
問題 27 おんば様（おんばさま、も可）
問題 28 室崎琴月
問題 29 KAGRA（かぐら、カグラ、も可）
問題 30 バーゼル大学
問題 31 常西合口用水
問題 32 棚田
問題 33 三社柿
問題 34 ととまる
問題 35 大谷米太郎
問題 36 安田善次郎
問題 37 万代常閑
問題 38 岩瀬

問題 39 高志の紅ガニ
問題 40 イナダ
問題 41 ヒスイ太郎
問題 42 地場もん屋
問題 43 さんちょんぴん
問題 44 南砺市園芸植物園
問題 45 ヘチマ
問題 46 カノコユリ
問題 47 釈迦三尊像
問題 48 親鸞
問題 49 笹津橋
問題 50 富山電気鉄道
問題 51 路面電車
問題 52 諏訪
問題 53 生地中橋
問題 54 とやま呉西圏域
問題 55 ドラえもん
問題 56 福野夜高行燈
問題 57 富山型デイサービス
問題 58 南砺市（南砺市平地域、も可）
問題 59 地域おこし協力隊
問題 60 パッシブ
問題 61 県高岡看護専門学校
問題 62 沢清水
問題 63 森林セラピー
問題 64 高樹
問題 65 酒とり祭り
問題 66 御印祭
問題 67 舟見七夕まつり
問題 68 黒部市
問題 69 生命と美
問題 70 福光美術館
問題 71 義経・弁慶
問題 72 500 円
問題 73 立川志の輔
問題 74 ミラージュランド
問題 75 南京玉すだれ
問題 76 総帆展帆

問題 77 氷見市潮風ギャラリー
問題 78 米俵
問題 79 島　巌
問題 80 馬場はる
問題 81 翁塚
問題 82 林　忠正
問題 83 翁　久允
問題 84 シモン･ゴールドベルク
問題 85 螢川
問題 86 万葉短歌
問題 87 チェコ・モナコ
問題 88 天空トレイルラン
問題 89 高岡商業高校
問題 90 朝乃山
問題 91 津村　謙
問題 92 追憶
問題 93 ドラペディア
問題 94 笑ゥせぇるすまん
問題 95 持ち家世帯比率
問題 96 たった
問題 97 106
問題 98 イタイイタイ病
問題 99 ミャラクモン（ミャアラクモン、
　　　　 ミアラクモン、も可）
問題 100 入善町

＜上級の部＞　解答
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問題 44 南砺市園芸植物園
問題 45 ヘチマ
問題 46 カノコユリ
問題 47 釈迦三尊像
問題 48 親鸞
問題 49 笹津橋
問題 50 富山電気鉄道
問題 51 路面電車
問題 52 諏訪
問題 53 生地中橋
問題 54 とやま呉西圏域
問題 55 ドラえもん
問題 56 福野夜高行燈
問題 57 富山型デイサービス
問題 58 南砺市（南砺市平地域、も可）
問題 59 地域おこし協力隊
問題 60 パッシブ
問題 61 県高岡看護専門学校
問題 62 沢清水
問題 63 森林セラピー
問題 64 高樹
問題 65 酒とり祭り
問題 66 御印祭
問題 67 舟見七夕まつり
問題 68 黒部市
問題 69 生命と美
問題 70 福光美術館
問題 71 義経・弁慶
問題 72 500 円
問題 73 立川志の輔
問題 74 ミラージュランド
問題 75 南京玉すだれ
問題 76 総帆展帆

問題 77 氷見市潮風ギャラリー
問題 78 米俵
問題 79 島　巌
問題 80 馬場はる
問題 81 翁塚
問題 82 林　忠正
問題 83 翁　久允
問題 84 シモン･ゴールドベルク
問題 85 螢川
問題 86 万葉短歌
問題 87 チェコ・モナコ
問題 88 天空トレイルラン
問題 89 高岡商業高校
問題 90 朝乃山
問題 91 津村　謙
問題 92 追憶
問題 93 ドラペディア
問題 94 笑ゥせぇるすまん
問題 95 持ち家世帯比率
問題 96 たった
問題 97 106
問題 98 イタイイタイ病
問題 99 ミャラクモン（ミャアラクモン、
　　　　 ミアラクモン、も可）
問題 100 入善町


