
問題１

富山県内【とやまけんない】で唯一【ゆいいつ】「日本【にほん】の滝【たき】100 選【せん】」に選【えら】

ばれている落差日本一【らくさにほんいち】の滝【たき】「称名滝【しょうみょうだき】」。その落差【らくさ】

はどれくらいか。

①150ｍ　②250ｍ　③350ｍ　④450ｍ

問題２

魚津市【うおづし】を通【とお】り、黒部市【くろべし】との境【さかい】で富山湾【とやまわん】に流【な

が】れる、流路延長【りゅうろえんちょう】20.4kmの日本有数【にほんゆうすう】の急流河川【きゅうりゅ

うかせん】として知【し】られるのは。

①常願寺川【じょうがんじがわ】　②神通川【じんづうがわ】

③庄川【しょうがわ】　④片貝川【かたかいがわ】

問題３

富山県【とやまけん】の県鳥【けんちょう】はライチョウ、県獣【けんじゅう】はニホンカモシカ、では、

県【けん】の花【はな】は。

①チングルマ　②チューリップ　③サクラ　④ハナショウブ

問題４

今年【ことし】５月【がつ】、「かがやいて　水【みず】・空【そら】・緑【みどり】のハーモニー」をテーマ

に魚津市【うおづし】の魚津桃山運動公園【うおづももやまうんどうこうえん】をメイン会場【かいじょう】

に「全国【ぜんこく】○○祭【さい】」が開【ひら】かれたが、○に入【はい】る言葉【ことば】は。

①観光【かんこう】　②グルメ　③植樹【しょくじゅ】　④名水【めいすい】

問題５

富山市【とやまし】ファミリーパークが人工繁殖【じんこうはんしょく】に取【と】り組【く】んで今年【こ

とし】で３年目【ねんめ】になる、国【くに】の天然記念物【てんねんきねんぶつ】で絶滅危惧種【ぜつめ

つきぐしゅ】でもある動物【どうぶつ】は。

①スバールバルライチョウ　②ニホンライチョウ　③アルプスカモシカ　④ニホンカモシカ

問題６

池【いけ】に浮【う】かぶ約【やく】1.3ｍの大【おお】きな葉【は】っぱに乗【の】るイベント「オオオ

ニバスに乗【の】ってみよう」が開【ひら】かれる富山市内【とやましない】の施設【しせつ】は。

①グリーンパーク吉峰【よしみね】　②県中央植物園【けんちゅうおうしょくぶつえん】

③県民公園頼成【けんみんこうえんらんじょう】の森【もり】　④チューリップ四季彩館【しきさいかん】

問題７

縄文時代【じょうもんじだい】の人【ひと】の骨【ほね】や生活【せいかつ】のあとが多数【たすう】見【み】

つかった、日本海側最大級【にほんかいがわさいだいきゅう】の規模【きぼ】の「小竹貝塚【おだけかいづ

か】」があるところは。

①富山市【とやまし】　②朝日町【あさひまち】　③氷見市【ひみし】　④南砺市【なんとし】

問題８

平安時代【へいあんじだい】に起【お】こった倶利伽羅合戦【くりからかっせん】で、牛【うし】の角【つ

の】にたいまつをつけて平家【へいけ】の陣【じん】に突入【とつにゅう】させたといわれる武将【ぶしょ

う】はだれ。

①源　義経【みなもとのよしつね】　②前田利家【まえだとしいえ】

③木曽義仲【きそよしなか】　④佐々成政【さっさなりまさ】

問題９

江戸時代【えどじだい】、鉄砲【てっぽう】の火薬【かやく】の原料【げんりょう】になる塩硝【えんしょう】

が大量【たいりょう】に作【つく】られていたのはどこか。

①朝日【あさひ】　②宇奈月【うなづき】　③氷見【ひみ】　④五箇山【ごかやま】

問題 10

大正時代【たいしょうじだい】に、今【いま】の富山市水橋【とやましみずはし】や魚津市【うおづし】の

主婦【しゅふ】が中心【ちゅうしん】となって起【お】こしたできごとで、のちに全国【ぜんこく】にも広

【ひろ】まったのは。

①水騒動【みずそうどう】　②パン騒動【そうどう】　③米騒動【こめそうどう】　④ブリ騒動【そうどう】

問題 11

今年【ことし】、国宝【こくほう】に指定【してい】されて 20 周年【しゅうねん】を迎【むか】えた、高岡

市【たかおかし】の寺院【じいん】は。

①日石寺【にっせきじ】　②瑞龍寺【ずいりゅうじ】　③瑞泉寺【ずいせんじ】　④善徳寺【ぜんとくじ】

問題 12

南砺市利賀村【なんとしとがむら】で、200 年以上【ねんいじょう】にわたり子【こ】どもたちによって受

【う】け継【つ】がれている、豊作【ほうさく】や家内安全【かないあんぜん】を願【ねが】う１月【がつ】

の伝統行事【でんとうぎょうじ】は。

①書【か】きぞめ　②お月見【つきみ】　③地蔵盆【じぞうぼん】　④初午【はつうま】

問題 13

地元【じもと】の子【こ】どもたちが曳山【ひきやま】の舞台【ぶたい】で歌舞伎【かぶき】を演【えん】

じる伝統行事【でんとうぎょうじ】「出町子供歌舞伎曳山祭【でまちこどもかぶきひきやままつり】」が行【お

こな】われるところは。

①魚津市【うおづし】　②立山町【たてやままち】　③射水市【いみずし】　④砺波市【となみし】

問題 14

魚津市【うおづし】で生産【せいさん】されるりんごを、生産地【せいさんち】の地名【ちめい】から何【な

ん】と呼【よ】ぶか。

①加積【かづみ】りんご　②吉島【きちじま】りんご

③相木【あいのき】りんご　④松倉【まつくら】りんご

問題 15

北前船交易【きたまえぶねこうえき】で運【はこ】ばれてきた食材【しょくざい】と富山【とやま】の魚【さ

かな】の組【く】み合【あ】わせから生【う】まれた富山【とやま】の郷土料理【きょうどりょうり】は。

①昆布【こんぶ】じめ　②ニギスのすり身【み】

③ブリ大根【だいこん】　④ホタルイカの酢【す】みそあえ

問題 16

江戸時代【えどじだい】に高岡銅器【たかおかどうき】の産業【さんぎょう】がおこり、現在【げんざい】

まで歴史【れきし】のある町【まち】並【な】みが残【のこ】るところは。

①高岡市伏木【たかおかしふしき】　②高岡市金屋町【たかおかしかなやまち】

③高岡市戸出【たかおかしといで】　④高岡市福岡町【たかおかしふくおかまち】

問題 17

来年【らいねん】デビューする富山米【とやままい】の新品種【しんひんしゅ】「富富富」の読【よ】み方【かた】は。

①ととと　②とみとと　③とととむ　④ふふふ

問題 18

毎年春【まいとしはる】、滑川市【なめりかわし】の小【しょう】・中学校【ちゅうがっこう】や幼稚園【よ

うちえん】では、地元【じもと】の特産品【とくさんひん】を使【つか】った給食【きゅうしょく】が出【だ】

されるが、その特産品【とくさんひん】とは。

①イチゴ　②ミカン　③ホタルイカ　④サンマ

問題 19

南砺市【なんとし】の上平小学校【かみたいらしょうがっこう】の６年生【ねんせい】は、毎年【まいとし】、

自分【じぶん】たちの卒業証書【そつぎょうしょうしょ】にする和紙【わし】を手【て】すきするが、地元【じ

もと】の伝統産業【でんとうさんぎょう】でもあるこの和紙【わし】の名前【なまえ】は。

①蛭谷和紙【びるだんわし】　②八尾和紙【やつおわし】

③五箇山和紙【ごかやまわし】　④南砺和紙【なんとわし】

問題 20

五箇山【ごかやま】の合掌造【がっしょうづく】り家屋【かおく】の屋根【やね】のふき替【か】えに使【つ

か】う植物【しょくぶつ】は。

①カヤ（カリヤス）　②イネ　③スギ　④ミズナラ

問題 21

昨年【さくねん】の国【くに】の調査【ちょうさ】によれば、ある食【た】べ物【もの】への、富山市【と

やまし】の１世帯当【せたいあ】たりの支出額【ししゅつがく】が 45 年連続【ねんれんぞく】で全国【ぜ

んこく】１位【い】となったが、その食【た】べ物【もの】とは。

①トマト　②ハム　③パン　④ブリ

問題 22

路面電車【ろめんでんしゃ】・万葉線【まんようせん】の高岡駅【たかおかえき】の待合室【まちあいしつ】

には、ある人気【にんき】キャラクターをデザインした郵便【ゆうびん】ポストが置【お】かれているが、それは。

①ドラえもん　②ハローキティ　③プリキュア　④ポケモン

問題 23

県内【けんない】の北【きた】アルプス一帯【いったい】で遭難【そうなん】の防止【ぼうし】、遭難者【そ

うなんしゃ】の捜索【そうさく】・救助活動【きゅうじょかつどう】を行【おこな】う富山県警察山岳警備

隊【とやまけんけいさつさんがくけいびたい】は、「○○おまわりさん」と呼【よ】ばれているが、○に入【は

い】る言葉【ことば】は。

①カモシカみたいな　②スキーをはいた　③ピッケルを持【も】った　④ライチョウが好【す】きな

問題 24

今年【ことし】８月【がつ】、県立近代美術館【けんりつきんだいびじゅつかん】が移転【いてん】し、新【あ

ら】たに「富山県美術館【とやまけんびじゅつかん】」として開館【かいかん】した場所【ばしょ】は。

①富山空港【とやまくうこう】そば　②富岩運河環水公園【ふがんうんがかんすいこうえん】

③海王丸【かいおうまる】パーク　④JR 新高岡駅【しんたかおかえき】そば

問題 25

射水市【いみずし】・下村加茂神社【しもむらかもじんじゃ】の春祭【はるまつ】りで、馬【うま】に乗【の】っ

て走【はし】りながら的【まと】に向【む】かって矢【や】を射【い】る神事【しんじ】は。

①稚児舞【ちごまい】　②虫送【むしおく】り　③けんかやま　④やんさんま

問題 26

高岡市【たかおかし】の末広町商店街【すえひろまちしょうてんがい】などを中心【ちゅうしん】に開催【か

いさい】され、高岡【たかおか】の夏【なつ】の風物詩【ふうぶつし】として親【した】しまれている祭【まつ】りは。

①高岡七夕【たかおかたなばた】まつり　②かかしまつり

③万葉【まんよう】まつり　④御印祭【ごいんさい】

問題 27

高岡市福岡町【たかおかしふくおかまち】の「つくりもんまつり」で作【つく】られる人形【にんぎょう】

は主【おも】に何【なに】でできているか。

①鉄【てつ】　②野菜【やさい】やくだもの　③ペットボトル　④雪【ゆき】

問題 28

富山市西町【とやましにしちょう】にある「ＴＯＹＡＭＡキラリ」の総入館者数【そうにゅうかんしゃすう】

が今年【ことし】100 万人【まんにん】を超【こ】えたが、このビルには、市【し】○○美術館【びじゅつ

かん】や市立図書館本館【しりつとしょかんほんかん】が入【はい】っている。○に入【はい】る言葉【ことば】は。

①ガラス　②書道【しょどう】　③彫刻【ちょうこく】　④アニメ

問題 29

射水市大島【いみずしおおしま】○○館【かん】では、「おおしま国際手【こくさいて】づくり○○コンクー

ル」を毎年開催【まいとしかいさい】しているが、○に共通【きょうつう】する言葉【ことば】は。

①おもちゃ　②絵本【えほん】　③ゲーム　④人形【にんぎょう】

問題 30

奈良時代【ならじだい】、国司【こくし】として越中【えっちゅう】に滞在【たいざい】し、すぐれた歌【う

た】を『万葉集【まんようしゅう】』に数多【かずおお】く残【のこ】した歌人【かじん】で、今年【こと

し】、高岡市【たかおかし】で生誕【せいたん】1300 年記念【ねんきねん】の演劇【えんげき】が行【おこ

な】われる歴史上【れきしじょう】の人物【じんぶつ】は。

①柿本人麻呂【かきのもとのひとまろ】　②大伴家持【おおとものやかもち】

③佐伯有若【さえきありわか】　④松尾芭蕉【まつおばしょう】

問題 31

「忍者【にんじゃ】ハットリくん」で知【し】られる漫画家【まんがか】・藤子不二雄【ふじこふじお】○の

出身地【しゅっしんち】は。

①富山市【とやまし】　②高岡市【たかおかし】　③氷見市【ひみし】　④射水市【いみずし】

問題 32

五箇山【ごかやま】のこきりこ踊【おど】りで使【つか】われる、108 枚【まい】の板【いた】をひもで編

【あ】んで作【つく】った楽器【がっき】は。

①筑子竹【こきりこ】　②胡弓【こきゅう】　③マリンバ　④ささら

問題 33

上市町出身【かみいちまちしゅっしん】の細田守監督【ほそだまもるかんとく】がふるさとを舞台【ぶたい】

に作【つく】ったアニメ映画【えいが】のタイトルは「おおかみこどもの」何【なに】と何【なに】か。

①雨【あめ】と雪【ゆき】　②海【うみ】と山【やま】

③月【つき】と星【ほし】　④夏【なつ】と冬【ふゆ】

問題 34

２年前【ねんまえ】から始【はじ】まった、高岡市【たかおかし】をスタートして富山市【とやまし】の

富岩運河環水公園【ふがんうんがかんすいこうえん】にゴールするマラソン大会【たいかい】の名前【なまえ】

は。

①いきいきマラソン　②きときとマラソン

③越中【えっちゅう】マラソン　④富山【とやま】マラソン

問題 35

今年【ことし】で３年連続【ねんれんぞく】して射水市新湊地域【いみずししんみなとちいき】で開【ひら】

かれた「タモリカップ」は、どのようなイベントか。

①お笑【わら】いコンテスト　②クイズ大会【たいかい】

③自転車【じてんしゃ】レース　④ヨットレース

問題 36

大相撲【おおずもう】で活躍【かつやく】する富山市出身【とやまししゅっしん】の力士【りきし】のし

こ名【な】「あさのやま」を漢字【かんじ】で書【か】くと。

①朝乃山【あさのやま】　②浅野山【あさのやま】

③麻【あさ】の山【やま】　④阿佐【あさ】ノ山【やま】

問題 37

富山県【とやまけん】には市町村【しちょうそん】がいくつあるか。

①10 市町村【しちょうそん】　②13 市町村【しちょうそん】

③15 市町村【しちょうそん】　④17 市町村【しちょうそん】

問題 38

富山県【とやまけん】では、置県【ちけん】130 年【ねん】にあたる平成【へいせい】25 年【ねん】（2013）に、

毎年【まいとし】５月【がつ】９日【か】を「県民【けんみん】○○の日【ひ】」とすることを定【さだ】めたが、

○に入【はい】る言葉【ことば】は。

①家族【かぞく】　②スポーツ　③ふるさと　④まなび

問題 39

「毎度【まいど】どうも」「いつもありがとう」を意味【いみ】する富山弁【とやまべん】は。

①まいどおらっちゃ　②いつもそや　③いつもだちゃ　④まいどはや

問題 40

富山市【とやまし】にある地名【ちめい】「西公文名」の読【よ】みは。

①さいくもんみょう　②さいこうぶんな　③にしくもんみょう　④にしこうぶんな
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問題１

富山県内【とやまけんない】で唯一【ゆいいつ】「日本【にほん】の滝【たき】100 選【せん】」に選【えら】

ばれている落差日本一【らくさにほんいち】の滝【たき】「称名滝【しょうみょうだき】」。その落差【らくさ】

はどれくらいか。

①150ｍ　②250ｍ　③350ｍ　④450ｍ

問題２

魚津市【うおづし】を通【とお】り、黒部市【くろべし】との境【さかい】で富山湾【とやまわん】に流【な

が】れる、流路延長【りゅうろえんちょう】20.4kmの日本有数【にほんゆうすう】の急流河川【きゅうりゅ

うかせん】として知【し】られるのは。

①常願寺川【じょうがんじがわ】　②神通川【じんづうがわ】

③庄川【しょうがわ】　④片貝川【かたかいがわ】

問題３

富山県【とやまけん】の県鳥【けんちょう】はライチョウ、県獣【けんじゅう】はニホンカモシカ、では、

県【けん】の花【はな】は。

①チングルマ　②チューリップ　③サクラ　④ハナショウブ

問題４

今年【ことし】５月【がつ】、「かがやいて　水【みず】・空【そら】・緑【みどり】のハーモニー」をテーマ

に魚津市【うおづし】の魚津桃山運動公園【うおづももやまうんどうこうえん】をメイン会場【かいじょう】

に「全国【ぜんこく】○○祭【さい】」が開【ひら】かれたが、○に入【はい】る言葉【ことば】は。

①観光【かんこう】　②グルメ　③植樹【しょくじゅ】　④名水【めいすい】

問題５

富山市【とやまし】ファミリーパークが人工繁殖【じんこうはんしょく】に取【と】り組【く】んで今年【こ

とし】で３年目【ねんめ】になる、国【くに】の天然記念物【てんねんきねんぶつ】で絶滅危惧種【ぜつめ

つきぐしゅ】でもある動物【どうぶつ】は。

①スバールバルライチョウ　②ニホンライチョウ　③アルプスカモシカ　④ニホンカモシカ

問題６

池【いけ】に浮【う】かぶ約【やく】1.3ｍの大【おお】きな葉【は】っぱに乗【の】るイベント「オオオ

ニバスに乗【の】ってみよう」が開【ひら】かれる富山市内【とやましない】の施設【しせつ】は。

①グリーンパーク吉峰【よしみね】　②県中央植物園【けんちゅうおうしょくぶつえん】

③県民公園頼成【けんみんこうえんらんじょう】の森【もり】　④チューリップ四季彩館【しきさいかん】

問題７

縄文時代【じょうもんじだい】の人【ひと】の骨【ほね】や生活【せいかつ】のあとが多数【たすう】見【み】

つかった、日本海側最大級【にほんかいがわさいだいきゅう】の規模【きぼ】の「小竹貝塚【おだけかいづ

か】」があるところは。

①富山市【とやまし】　②朝日町【あさひまち】　③氷見市【ひみし】　④南砺市【なんとし】

問題８

平安時代【へいあんじだい】に起【お】こった倶利伽羅合戦【くりからかっせん】で、牛【うし】の角【つ

の】にたいまつをつけて平家【へいけ】の陣【じん】に突入【とつにゅう】させたといわれる武将【ぶしょ

う】はだれ。

①源　義経【みなもとのよしつね】　②前田利家【まえだとしいえ】

③木曽義仲【きそよしなか】　④佐々成政【さっさなりまさ】

問題９

江戸時代【えどじだい】、鉄砲【てっぽう】の火薬【かやく】の原料【げんりょう】になる塩硝【えんしょう】

が大量【たいりょう】に作【つく】られていたのはどこか。

①朝日【あさひ】　②宇奈月【うなづき】　③氷見【ひみ】　④五箇山【ごかやま】

問題 10

大正時代【たいしょうじだい】に、今【いま】の富山市水橋【とやましみずはし】や魚津市【うおづし】の

主婦【しゅふ】が中心【ちゅうしん】となって起【お】こしたできごとで、のちに全国【ぜんこく】にも広

【ひろ】まったのは。

①水騒動【みずそうどう】　②パン騒動【そうどう】　③米騒動【こめそうどう】　④ブリ騒動【そうどう】

問題 11

今年【ことし】、国宝【こくほう】に指定【してい】されて 20 周年【しゅうねん】を迎【むか】えた、高岡

市【たかおかし】の寺院【じいん】は。

①日石寺【にっせきじ】　②瑞龍寺【ずいりゅうじ】　③瑞泉寺【ずいせんじ】　④善徳寺【ぜんとくじ】

問題 12

南砺市利賀村【なんとしとがむら】で、200 年以上【ねんいじょう】にわたり子【こ】どもたちによって受

【う】け継【つ】がれている、豊作【ほうさく】や家内安全【かないあんぜん】を願【ねが】う１月【がつ】

の伝統行事【でんとうぎょうじ】は。

①書【か】きぞめ　②お月見【つきみ】　③地蔵盆【じぞうぼん】　④初午【はつうま】

問題 13

地元【じもと】の子【こ】どもたちが曳山【ひきやま】の舞台【ぶたい】で歌舞伎【かぶき】を演【えん】

じる伝統行事【でんとうぎょうじ】「出町子供歌舞伎曳山祭【でまちこどもかぶきひきやままつり】」が行【お

こな】われるところは。

①魚津市【うおづし】　②立山町【たてやままち】　③射水市【いみずし】　④砺波市【となみし】

問題 14

魚津市【うおづし】で生産【せいさん】されるりんごを、生産地【せいさんち】の地名【ちめい】から何【な

ん】と呼【よ】ぶか。

①加積【かづみ】りんご　②吉島【きちじま】りんご

③相木【あいのき】りんご　④松倉【まつくら】りんご

問題 15

北前船交易【きたまえぶねこうえき】で運【はこ】ばれてきた食材【しょくざい】と富山【とやま】の魚【さ

かな】の組【く】み合【あ】わせから生【う】まれた富山【とやま】の郷土料理【きょうどりょうり】は。

①昆布【こんぶ】じめ　②ニギスのすり身【み】

③ブリ大根【だいこん】　④ホタルイカの酢【す】みそあえ

問題 16

江戸時代【えどじだい】に高岡銅器【たかおかどうき】の産業【さんぎょう】がおこり、現在【げんざい】

まで歴史【れきし】のある町【まち】並【な】みが残【のこ】るところは。

①高岡市伏木【たかおかしふしき】　②高岡市金屋町【たかおかしかなやまち】

③高岡市戸出【たかおかしといで】　④高岡市福岡町【たかおかしふくおかまち】

問題 17

来年【らいねん】デビューする富山米【とやままい】の新品種【しんひんしゅ】「富富富」の読【よ】み方【かた】は。

①ととと　②とみとと　③とととむ　④ふふふ

問題 18

毎年春【まいとしはる】、滑川市【なめりかわし】の小【しょう】・中学校【ちゅうがっこう】や幼稚園【よ

うちえん】では、地元【じもと】の特産品【とくさんひん】を使【つか】った給食【きゅうしょく】が出【だ】

されるが、その特産品【とくさんひん】とは。

①イチゴ　②ミカン　③ホタルイカ　④サンマ

問題 19

南砺市【なんとし】の上平小学校【かみたいらしょうがっこう】の６年生【ねんせい】は、毎年【まいとし】、

自分【じぶん】たちの卒業証書【そつぎょうしょうしょ】にする和紙【わし】を手【て】すきするが、地元【じ

もと】の伝統産業【でんとうさんぎょう】でもあるこの和紙【わし】の名前【なまえ】は。

①蛭谷和紙【びるだんわし】　②八尾和紙【やつおわし】

③五箇山和紙【ごかやまわし】　④南砺和紙【なんとわし】

問題 20

五箇山【ごかやま】の合掌造【がっしょうづく】り家屋【かおく】の屋根【やね】のふき替【か】えに使【つ

か】う植物【しょくぶつ】は。

①カヤ（カリヤス）　②イネ　③スギ　④ミズナラ

問題 21

昨年【さくねん】の国【くに】の調査【ちょうさ】によれば、ある食【た】べ物【もの】への、富山市【と

やまし】の１世帯当【せたいあ】たりの支出額【ししゅつがく】が 45 年連続【ねんれんぞく】で全国【ぜ

んこく】１位【い】となったが、その食【た】べ物【もの】とは。

①トマト　②ハム　③パン　④ブリ

問題 22

路面電車【ろめんでんしゃ】・万葉線【まんようせん】の高岡駅【たかおかえき】の待合室【まちあいしつ】

には、ある人気【にんき】キャラクターをデザインした郵便【ゆうびん】ポストが置【お】かれているが、それは。

①ドラえもん　②ハローキティ　③プリキュア　④ポケモン

問題 23

県内【けんない】の北【きた】アルプス一帯【いったい】で遭難【そうなん】の防止【ぼうし】、遭難者【そ

うなんしゃ】の捜索【そうさく】・救助活動【きゅうじょかつどう】を行【おこな】う富山県警察山岳警備

隊【とやまけんけいさつさんがくけいびたい】は、「○○おまわりさん」と呼【よ】ばれているが、○に入【は

い】る言葉【ことば】は。

①カモシカみたいな　②スキーをはいた　③ピッケルを持【も】った　④ライチョウが好【す】きな

問題 24

今年【ことし】８月【がつ】、県立近代美術館【けんりつきんだいびじゅつかん】が移転【いてん】し、新【あ

ら】たに「富山県美術館【とやまけんびじゅつかん】」として開館【かいかん】した場所【ばしょ】は。

①富山空港【とやまくうこう】そば　②富岩運河環水公園【ふがんうんがかんすいこうえん】

③海王丸【かいおうまる】パーク　④JR 新高岡駅【しんたかおかえき】そば

問題 25

射水市【いみずし】・下村加茂神社【しもむらかもじんじゃ】の春祭【はるまつ】りで、馬【うま】に乗【の】っ

て走【はし】りながら的【まと】に向【む】かって矢【や】を射【い】る神事【しんじ】は。

①稚児舞【ちごまい】　②虫送【むしおく】り　③けんかやま　④やんさんま

問題 26

高岡市【たかおかし】の末広町商店街【すえひろまちしょうてんがい】などを中心【ちゅうしん】に開催【か

いさい】され、高岡【たかおか】の夏【なつ】の風物詩【ふうぶつし】として親【した】しまれている祭【まつ】りは。

①高岡七夕【たかおかたなばた】まつり　②かかしまつり

③万葉【まんよう】まつり　④御印祭【ごいんさい】

問題 27

高岡市福岡町【たかおかしふくおかまち】の「つくりもんまつり」で作【つく】られる人形【にんぎょう】

は主【おも】に何【なに】でできているか。

①鉄【てつ】　②野菜【やさい】やくだもの　③ペットボトル　④雪【ゆき】

問題 28

富山市西町【とやましにしちょう】にある「ＴＯＹＡＭＡキラリ」の総入館者数【そうにゅうかんしゃすう】

が今年【ことし】100 万人【まんにん】を超【こ】えたが、このビルには、市【し】○○美術館【びじゅつ

かん】や市立図書館本館【しりつとしょかんほんかん】が入【はい】っている。○に入【はい】る言葉【ことば】は。

①ガラス　②書道【しょどう】　③彫刻【ちょうこく】　④アニメ

問題 29

射水市大島【いみずしおおしま】○○館【かん】では、「おおしま国際手【こくさいて】づくり○○コンクー

ル」を毎年開催【まいとしかいさい】しているが、○に共通【きょうつう】する言葉【ことば】は。

①おもちゃ　②絵本【えほん】　③ゲーム　④人形【にんぎょう】

問題 30

奈良時代【ならじだい】、国司【こくし】として越中【えっちゅう】に滞在【たいざい】し、すぐれた歌【う

た】を『万葉集【まんようしゅう】』に数多【かずおお】く残【のこ】した歌人【かじん】で、今年【こと

し】、高岡市【たかおかし】で生誕【せいたん】1300 年記念【ねんきねん】の演劇【えんげき】が行【おこ

な】われる歴史上【れきしじょう】の人物【じんぶつ】は。

①柿本人麻呂【かきのもとのひとまろ】　②大伴家持【おおとものやかもち】

③佐伯有若【さえきありわか】　④松尾芭蕉【まつおばしょう】

問題 31

「忍者【にんじゃ】ハットリくん」で知【し】られる漫画家【まんがか】・藤子不二雄【ふじこふじお】○の

出身地【しゅっしんち】は。

①富山市【とやまし】　②高岡市【たかおかし】　③氷見市【ひみし】　④射水市【いみずし】

問題 32

五箇山【ごかやま】のこきりこ踊【おど】りで使【つか】われる、108 枚【まい】の板【いた】をひもで編

【あ】んで作【つく】った楽器【がっき】は。

①筑子竹【こきりこ】　②胡弓【こきゅう】　③マリンバ　④ささら

問題 33

上市町出身【かみいちまちしゅっしん】の細田守監督【ほそだまもるかんとく】がふるさとを舞台【ぶたい】

に作【つく】ったアニメ映画【えいが】のタイトルは「おおかみこどもの」何【なに】と何【なに】か。

①雨【あめ】と雪【ゆき】　②海【うみ】と山【やま】

③月【つき】と星【ほし】　④夏【なつ】と冬【ふゆ】

問題 34

２年前【ねんまえ】から始【はじ】まった、高岡市【たかおかし】をスタートして富山市【とやまし】の

富岩運河環水公園【ふがんうんがかんすいこうえん】にゴールするマラソン大会【たいかい】の名前【なまえ】

は。

①いきいきマラソン　②きときとマラソン

③越中【えっちゅう】マラソン　④富山【とやま】マラソン

問題 35

今年【ことし】で３年連続【ねんれんぞく】して射水市新湊地域【いみずししんみなとちいき】で開【ひら】

かれた「タモリカップ」は、どのようなイベントか。

①お笑【わら】いコンテスト　②クイズ大会【たいかい】

③自転車【じてんしゃ】レース　④ヨットレース

問題 36

大相撲【おおずもう】で活躍【かつやく】する富山市出身【とやまししゅっしん】の力士【りきし】のし

こ名【な】「あさのやま」を漢字【かんじ】で書【か】くと。

①朝乃山【あさのやま】　②浅野山【あさのやま】

③麻【あさ】の山【やま】　④阿佐【あさ】ノ山【やま】

問題 37

富山県【とやまけん】には市町村【しちょうそん】がいくつあるか。

①10 市町村【しちょうそん】　②13 市町村【しちょうそん】

③15 市町村【しちょうそん】　④17 市町村【しちょうそん】

問題 38

富山県【とやまけん】では、置県【ちけん】130 年【ねん】にあたる平成【へいせい】25 年【ねん】（2013）に、

毎年【まいとし】５月【がつ】９日【か】を「県民【けんみん】○○の日【ひ】」とすることを定【さだ】めたが、

○に入【はい】る言葉【ことば】は。

①家族【かぞく】　②スポーツ　③ふるさと　④まなび

問題 39

「毎度【まいど】どうも」「いつもありがとう」を意味【いみ】する富山弁【とやまべん】は。

①まいどおらっちゃ　②いつもそや　③いつもだちゃ　④まいどはや

問題 40

富山市【とやまし】にある地名【ちめい】「西公文名」の読【よ】みは。

①さいくもんみょう　②さいこうぶんな　③にしくもんみょう　④にしこうぶんな



問題１

富山県内【とやまけんない】で唯一【ゆいいつ】「日本【にほん】の滝【たき】100 選【せん】」に選【えら】

ばれている落差日本一【らくさにほんいち】の滝【たき】「称名滝【しょうみょうだき】」。その落差【らくさ】

はどれくらいか。

①150ｍ　②250ｍ　③350ｍ　④450ｍ

問題２

魚津市【うおづし】を通【とお】り、黒部市【くろべし】との境【さかい】で富山湾【とやまわん】に流【な

が】れる、流路延長【りゅうろえんちょう】20.4kmの日本有数【にほんゆうすう】の急流河川【きゅうりゅ

うかせん】として知【し】られるのは。

①常願寺川【じょうがんじがわ】　②神通川【じんづうがわ】

③庄川【しょうがわ】　④片貝川【かたかいがわ】

問題３

富山県【とやまけん】の県鳥【けんちょう】はライチョウ、県獣【けんじゅう】はニホンカモシカ、では、

県【けん】の花【はな】は。

①チングルマ　②チューリップ　③サクラ　④ハナショウブ

問題４

今年【ことし】５月【がつ】、「かがやいて　水【みず】・空【そら】・緑【みどり】のハーモニー」をテーマ

に魚津市【うおづし】の魚津桃山運動公園【うおづももやまうんどうこうえん】をメイン会場【かいじょう】

に「全国【ぜんこく】○○祭【さい】」が開【ひら】かれたが、○に入【はい】る言葉【ことば】は。

①観光【かんこう】　②グルメ　③植樹【しょくじゅ】　④名水【めいすい】

問題５

富山市【とやまし】ファミリーパークが人工繁殖【じんこうはんしょく】に取【と】り組【く】んで今年【こ

とし】で３年目【ねんめ】になる、国【くに】の天然記念物【てんねんきねんぶつ】で絶滅危惧種【ぜつめ

つきぐしゅ】でもある動物【どうぶつ】は。

①スバールバルライチョウ　②ニホンライチョウ　③アルプスカモシカ　④ニホンカモシカ

問題６

池【いけ】に浮【う】かぶ約【やく】1.3ｍの大【おお】きな葉【は】っぱに乗【の】るイベント「オオオ

ニバスに乗【の】ってみよう」が開【ひら】かれる富山市内【とやましない】の施設【しせつ】は。

①グリーンパーク吉峰【よしみね】　②県中央植物園【けんちゅうおうしょくぶつえん】

③県民公園頼成【けんみんこうえんらんじょう】の森【もり】　④チューリップ四季彩館【しきさいかん】

問題７

縄文時代【じょうもんじだい】の人【ひと】の骨【ほね】や生活【せいかつ】のあとが多数【たすう】見【み】

つかった、日本海側最大級【にほんかいがわさいだいきゅう】の規模【きぼ】の「小竹貝塚【おだけかいづ

か】」があるところは。

①富山市【とやまし】　②朝日町【あさひまち】　③氷見市【ひみし】　④南砺市【なんとし】

問題８

平安時代【へいあんじだい】に起【お】こった倶利伽羅合戦【くりからかっせん】で、牛【うし】の角【つ

の】にたいまつをつけて平家【へいけ】の陣【じん】に突入【とつにゅう】させたといわれる武将【ぶしょ

う】はだれ。

①源　義経【みなもとのよしつね】　②前田利家【まえだとしいえ】

③木曽義仲【きそよしなか】　④佐々成政【さっさなりまさ】

問題９

江戸時代【えどじだい】、鉄砲【てっぽう】の火薬【かやく】の原料【げんりょう】になる塩硝【えんしょう】

が大量【たいりょう】に作【つく】られていたのはどこか。

①朝日【あさひ】　②宇奈月【うなづき】　③氷見【ひみ】　④五箇山【ごかやま】

問題 10

大正時代【たいしょうじだい】に、今【いま】の富山市水橋【とやましみずはし】や魚津市【うおづし】の

主婦【しゅふ】が中心【ちゅうしん】となって起【お】こしたできごとで、のちに全国【ぜんこく】にも広

【ひろ】まったのは。

①水騒動【みずそうどう】　②パン騒動【そうどう】　③米騒動【こめそうどう】　④ブリ騒動【そうどう】

問題 11

今年【ことし】、国宝【こくほう】に指定【してい】されて 20 周年【しゅうねん】を迎【むか】えた、高岡

市【たかおかし】の寺院【じいん】は。

①日石寺【にっせきじ】　②瑞龍寺【ずいりゅうじ】　③瑞泉寺【ずいせんじ】　④善徳寺【ぜんとくじ】

問題 12

南砺市利賀村【なんとしとがむら】で、200 年以上【ねんいじょう】にわたり子【こ】どもたちによって受

【う】け継【つ】がれている、豊作【ほうさく】や家内安全【かないあんぜん】を願【ねが】う１月【がつ】

の伝統行事【でんとうぎょうじ】は。

①書【か】きぞめ　②お月見【つきみ】　③地蔵盆【じぞうぼん】　④初午【はつうま】

問題 13

地元【じもと】の子【こ】どもたちが曳山【ひきやま】の舞台【ぶたい】で歌舞伎【かぶき】を演【えん】

じる伝統行事【でんとうぎょうじ】「出町子供歌舞伎曳山祭【でまちこどもかぶきひきやままつり】」が行【お

こな】われるところは。

①魚津市【うおづし】　②立山町【たてやままち】　③射水市【いみずし】　④砺波市【となみし】

問題 14

魚津市【うおづし】で生産【せいさん】されるりんごを、生産地【せいさんち】の地名【ちめい】から何【な

ん】と呼【よ】ぶか。

①加積【かづみ】りんご　②吉島【きちじま】りんご

③相木【あいのき】りんご　④松倉【まつくら】りんご

問題 15

北前船交易【きたまえぶねこうえき】で運【はこ】ばれてきた食材【しょくざい】と富山【とやま】の魚【さ

かな】の組【く】み合【あ】わせから生【う】まれた富山【とやま】の郷土料理【きょうどりょうり】は。

①昆布【こんぶ】じめ　②ニギスのすり身【み】

③ブリ大根【だいこん】　④ホタルイカの酢【す】みそあえ

問題 16

江戸時代【えどじだい】に高岡銅器【たかおかどうき】の産業【さんぎょう】がおこり、現在【げんざい】

まで歴史【れきし】のある町【まち】並【な】みが残【のこ】るところは。

①高岡市伏木【たかおかしふしき】　②高岡市金屋町【たかおかしかなやまち】

③高岡市戸出【たかおかしといで】　④高岡市福岡町【たかおかしふくおかまち】

問題 17

来年【らいねん】デビューする富山米【とやままい】の新品種【しんひんしゅ】「富富富」の読【よ】み方【かた】は。

①ととと　②とみとと　③とととむ　④ふふふ

問題 18

毎年春【まいとしはる】、滑川市【なめりかわし】の小【しょう】・中学校【ちゅうがっこう】や幼稚園【よ

うちえん】では、地元【じもと】の特産品【とくさんひん】を使【つか】った給食【きゅうしょく】が出【だ】

されるが、その特産品【とくさんひん】とは。

①イチゴ　②ミカン　③ホタルイカ　④サンマ

問題 19

南砺市【なんとし】の上平小学校【かみたいらしょうがっこう】の６年生【ねんせい】は、毎年【まいとし】、

自分【じぶん】たちの卒業証書【そつぎょうしょうしょ】にする和紙【わし】を手【て】すきするが、地元【じ

もと】の伝統産業【でんとうさんぎょう】でもあるこの和紙【わし】の名前【なまえ】は。

①蛭谷和紙【びるだんわし】　②八尾和紙【やつおわし】

③五箇山和紙【ごかやまわし】　④南砺和紙【なんとわし】

問題 20

五箇山【ごかやま】の合掌造【がっしょうづく】り家屋【かおく】の屋根【やね】のふき替【か】えに使【つ

か】う植物【しょくぶつ】は。

①カヤ（カリヤス）　②イネ　③スギ　④ミズナラ

問題 21

昨年【さくねん】の国【くに】の調査【ちょうさ】によれば、ある食【た】べ物【もの】への、富山市【と

やまし】の１世帯当【せたいあ】たりの支出額【ししゅつがく】が 45 年連続【ねんれんぞく】で全国【ぜ

んこく】１位【い】となったが、その食【た】べ物【もの】とは。

①トマト　②ハム　③パン　④ブリ

問題 22

路面電車【ろめんでんしゃ】・万葉線【まんようせん】の高岡駅【たかおかえき】の待合室【まちあいしつ】

には、ある人気【にんき】キャラクターをデザインした郵便【ゆうびん】ポストが置【お】かれているが、それは。

①ドラえもん　②ハローキティ　③プリキュア　④ポケモン

問題 23

県内【けんない】の北【きた】アルプス一帯【いったい】で遭難【そうなん】の防止【ぼうし】、遭難者【そ

うなんしゃ】の捜索【そうさく】・救助活動【きゅうじょかつどう】を行【おこな】う富山県警察山岳警備

隊【とやまけんけいさつさんがくけいびたい】は、「○○おまわりさん」と呼【よ】ばれているが、○に入【は

い】る言葉【ことば】は。

①カモシカみたいな　②スキーをはいた　③ピッケルを持【も】った　④ライチョウが好【す】きな

問題 24

今年【ことし】８月【がつ】、県立近代美術館【けんりつきんだいびじゅつかん】が移転【いてん】し、新【あ

ら】たに「富山県美術館【とやまけんびじゅつかん】」として開館【かいかん】した場所【ばしょ】は。

①富山空港【とやまくうこう】そば　②富岩運河環水公園【ふがんうんがかんすいこうえん】

③海王丸【かいおうまる】パーク　④JR 新高岡駅【しんたかおかえき】そば

問題 25

射水市【いみずし】・下村加茂神社【しもむらかもじんじゃ】の春祭【はるまつ】りで、馬【うま】に乗【の】っ

て走【はし】りながら的【まと】に向【む】かって矢【や】を射【い】る神事【しんじ】は。

①稚児舞【ちごまい】　②虫送【むしおく】り　③けんかやま　④やんさんま

問題 26

高岡市【たかおかし】の末広町商店街【すえひろまちしょうてんがい】などを中心【ちゅうしん】に開催【か

いさい】され、高岡【たかおか】の夏【なつ】の風物詩【ふうぶつし】として親【した】しまれている祭【まつ】りは。

①高岡七夕【たかおかたなばた】まつり　②かかしまつり

③万葉【まんよう】まつり　④御印祭【ごいんさい】

問題 27

高岡市福岡町【たかおかしふくおかまち】の「つくりもんまつり」で作【つく】られる人形【にんぎょう】

は主【おも】に何【なに】でできているか。

①鉄【てつ】　②野菜【やさい】やくだもの　③ペットボトル　④雪【ゆき】

問題 28

富山市西町【とやましにしちょう】にある「ＴＯＹＡＭＡキラリ」の総入館者数【そうにゅうかんしゃすう】

が今年【ことし】100 万人【まんにん】を超【こ】えたが、このビルには、市【し】○○美術館【びじゅつ

かん】や市立図書館本館【しりつとしょかんほんかん】が入【はい】っている。○に入【はい】る言葉【ことば】は。

①ガラス　②書道【しょどう】　③彫刻【ちょうこく】　④アニメ

問題 29

射水市大島【いみずしおおしま】○○館【かん】では、「おおしま国際手【こくさいて】づくり○○コンクー

ル」を毎年開催【まいとしかいさい】しているが、○に共通【きょうつう】する言葉【ことば】は。

①おもちゃ　②絵本【えほん】　③ゲーム　④人形【にんぎょう】

問題 30

奈良時代【ならじだい】、国司【こくし】として越中【えっちゅう】に滞在【たいざい】し、すぐれた歌【う

た】を『万葉集【まんようしゅう】』に数多【かずおお】く残【のこ】した歌人【かじん】で、今年【こと

し】、高岡市【たかおかし】で生誕【せいたん】1300 年記念【ねんきねん】の演劇【えんげき】が行【おこ

な】われる歴史上【れきしじょう】の人物【じんぶつ】は。

①柿本人麻呂【かきのもとのひとまろ】　②大伴家持【おおとものやかもち】

③佐伯有若【さえきありわか】　④松尾芭蕉【まつおばしょう】

問題 31

「忍者【にんじゃ】ハットリくん」で知【し】られる漫画家【まんがか】・藤子不二雄【ふじこふじお】○の

出身地【しゅっしんち】は。

①富山市【とやまし】　②高岡市【たかおかし】　③氷見市【ひみし】　④射水市【いみずし】

問題 32

五箇山【ごかやま】のこきりこ踊【おど】りで使【つか】われる、108 枚【まい】の板【いた】をひもで編

【あ】んで作【つく】った楽器【がっき】は。

①筑子竹【こきりこ】　②胡弓【こきゅう】　③マリンバ　④ささら

問題 33

上市町出身【かみいちまちしゅっしん】の細田守監督【ほそだまもるかんとく】がふるさとを舞台【ぶたい】

に作【つく】ったアニメ映画【えいが】のタイトルは「おおかみこどもの」何【なに】と何【なに】か。

①雨【あめ】と雪【ゆき】　②海【うみ】と山【やま】

③月【つき】と星【ほし】　④夏【なつ】と冬【ふゆ】

問題 34

２年前【ねんまえ】から始【はじ】まった、高岡市【たかおかし】をスタートして富山市【とやまし】の

富岩運河環水公園【ふがんうんがかんすいこうえん】にゴールするマラソン大会【たいかい】の名前【なまえ】

は。

①いきいきマラソン　②きときとマラソン

③越中【えっちゅう】マラソン　④富山【とやま】マラソン

問題 35

今年【ことし】で３年連続【ねんれんぞく】して射水市新湊地域【いみずししんみなとちいき】で開【ひら】

かれた「タモリカップ」は、どのようなイベントか。

①お笑【わら】いコンテスト　②クイズ大会【たいかい】

③自転車【じてんしゃ】レース　④ヨットレース

問題 36

大相撲【おおずもう】で活躍【かつやく】する富山市出身【とやまししゅっしん】の力士【りきし】のし

こ名【な】「あさのやま」を漢字【かんじ】で書【か】くと。

①朝乃山【あさのやま】　②浅野山【あさのやま】

③麻【あさ】の山【やま】　④阿佐【あさ】ノ山【やま】

問題 37

富山県【とやまけん】には市町村【しちょうそん】がいくつあるか。

①10 市町村【しちょうそん】　②13 市町村【しちょうそん】

③15 市町村【しちょうそん】　④17 市町村【しちょうそん】

問題 38

富山県【とやまけん】では、置県【ちけん】130 年【ねん】にあたる平成【へいせい】25 年【ねん】（2013）に、

毎年【まいとし】５月【がつ】９日【か】を「県民【けんみん】○○の日【ひ】」とすることを定【さだ】めたが、

○に入【はい】る言葉【ことば】は。

①家族【かぞく】　②スポーツ　③ふるさと　④まなび

問題 39

「毎度【まいど】どうも」「いつもありがとう」を意味【いみ】する富山弁【とやまべん】は。

①まいどおらっちゃ　②いつもそや　③いつもだちゃ　④まいどはや

問題 40

富山市【とやまし】にある地名【ちめい】「西公文名」の読【よ】みは。

①さいくもんみょう　②さいこうぶんな　③にしくもんみょう　④にしこうぶんな



問題１

富山県内【とやまけんない】で唯一【ゆいいつ】「日本【にほん】の滝【たき】100 選【せん】」に選【えら】

ばれている落差日本一【らくさにほんいち】の滝【たき】「称名滝【しょうみょうだき】」。その落差【らくさ】

はどれくらいか。

①150ｍ　②250ｍ　③350ｍ　④450ｍ

問題２

魚津市【うおづし】を通【とお】り、黒部市【くろべし】との境【さかい】で富山湾【とやまわん】に流【な

が】れる、流路延長【りゅうろえんちょう】20.4kmの日本有数【にほんゆうすう】の急流河川【きゅうりゅ

うかせん】として知【し】られるのは。

①常願寺川【じょうがんじがわ】　②神通川【じんづうがわ】

③庄川【しょうがわ】　④片貝川【かたかいがわ】

問題３

富山県【とやまけん】の県鳥【けんちょう】はライチョウ、県獣【けんじゅう】はニホンカモシカ、では、

県【けん】の花【はな】は。

①チングルマ　②チューリップ　③サクラ　④ハナショウブ

問題４

今年【ことし】５月【がつ】、「かがやいて　水【みず】・空【そら】・緑【みどり】のハーモニー」をテーマ

に魚津市【うおづし】の魚津桃山運動公園【うおづももやまうんどうこうえん】をメイン会場【かいじょう】

に「全国【ぜんこく】○○祭【さい】」が開【ひら】かれたが、○に入【はい】る言葉【ことば】は。

①観光【かんこう】　②グルメ　③植樹【しょくじゅ】　④名水【めいすい】

問題５

富山市【とやまし】ファミリーパークが人工繁殖【じんこうはんしょく】に取【と】り組【く】んで今年【こ

とし】で３年目【ねんめ】になる、国【くに】の天然記念物【てんねんきねんぶつ】で絶滅危惧種【ぜつめ

つきぐしゅ】でもある動物【どうぶつ】は。

①スバールバルライチョウ　②ニホンライチョウ　③アルプスカモシカ　④ニホンカモシカ

問題６

池【いけ】に浮【う】かぶ約【やく】1.3ｍの大【おお】きな葉【は】っぱに乗【の】るイベント「オオオ

ニバスに乗【の】ってみよう」が開【ひら】かれる富山市内【とやましない】の施設【しせつ】は。

①グリーンパーク吉峰【よしみね】　②県中央植物園【けんちゅうおうしょくぶつえん】

③県民公園頼成【けんみんこうえんらんじょう】の森【もり】　④チューリップ四季彩館【しきさいかん】

問題７

縄文時代【じょうもんじだい】の人【ひと】の骨【ほね】や生活【せいかつ】のあとが多数【たすう】見【み】

つかった、日本海側最大級【にほんかいがわさいだいきゅう】の規模【きぼ】の「小竹貝塚【おだけかいづ

か】」があるところは。

①富山市【とやまし】　②朝日町【あさひまち】　③氷見市【ひみし】　④南砺市【なんとし】

問題８

平安時代【へいあんじだい】に起【お】こった倶利伽羅合戦【くりからかっせん】で、牛【うし】の角【つ

の】にたいまつをつけて平家【へいけ】の陣【じん】に突入【とつにゅう】させたといわれる武将【ぶしょ

う】はだれ。

①源　義経【みなもとのよしつね】　②前田利家【まえだとしいえ】

③木曽義仲【きそよしなか】　④佐々成政【さっさなりまさ】

問題９

江戸時代【えどじだい】、鉄砲【てっぽう】の火薬【かやく】の原料【げんりょう】になる塩硝【えんしょう】

が大量【たいりょう】に作【つく】られていたのはどこか。

①朝日【あさひ】　②宇奈月【うなづき】　③氷見【ひみ】　④五箇山【ごかやま】

問題 10

大正時代【たいしょうじだい】に、今【いま】の富山市水橋【とやましみずはし】や魚津市【うおづし】の

主婦【しゅふ】が中心【ちゅうしん】となって起【お】こしたできごとで、のちに全国【ぜんこく】にも広

【ひろ】まったのは。

①水騒動【みずそうどう】　②パン騒動【そうどう】　③米騒動【こめそうどう】　④ブリ騒動【そうどう】

問題 11

今年【ことし】、国宝【こくほう】に指定【してい】されて 20 周年【しゅうねん】を迎【むか】えた、高岡

市【たかおかし】の寺院【じいん】は。

①日石寺【にっせきじ】　②瑞龍寺【ずいりゅうじ】　③瑞泉寺【ずいせんじ】　④善徳寺【ぜんとくじ】

問題 12

南砺市利賀村【なんとしとがむら】で、200 年以上【ねんいじょう】にわたり子【こ】どもたちによって受

【う】け継【つ】がれている、豊作【ほうさく】や家内安全【かないあんぜん】を願【ねが】う１月【がつ】

の伝統行事【でんとうぎょうじ】は。

①書【か】きぞめ　②お月見【つきみ】　③地蔵盆【じぞうぼん】　④初午【はつうま】

問題 13

地元【じもと】の子【こ】どもたちが曳山【ひきやま】の舞台【ぶたい】で歌舞伎【かぶき】を演【えん】

じる伝統行事【でんとうぎょうじ】「出町子供歌舞伎曳山祭【でまちこどもかぶきひきやままつり】」が行【お

こな】われるところは。

①魚津市【うおづし】　②立山町【たてやままち】　③射水市【いみずし】　④砺波市【となみし】

問題 14

魚津市【うおづし】で生産【せいさん】されるりんごを、生産地【せいさんち】の地名【ちめい】から何【な

ん】と呼【よ】ぶか。

①加積【かづみ】りんご　②吉島【きちじま】りんご

③相木【あいのき】りんご　④松倉【まつくら】りんご

問題 15

北前船交易【きたまえぶねこうえき】で運【はこ】ばれてきた食材【しょくざい】と富山【とやま】の魚【さ

かな】の組【く】み合【あ】わせから生【う】まれた富山【とやま】の郷土料理【きょうどりょうり】は。

①昆布【こんぶ】じめ　②ニギスのすり身【み】

③ブリ大根【だいこん】　④ホタルイカの酢【す】みそあえ

問題 16

江戸時代【えどじだい】に高岡銅器【たかおかどうき】の産業【さんぎょう】がおこり、現在【げんざい】

まで歴史【れきし】のある町【まち】並【な】みが残【のこ】るところは。

①高岡市伏木【たかおかしふしき】　②高岡市金屋町【たかおかしかなやまち】

③高岡市戸出【たかおかしといで】　④高岡市福岡町【たかおかしふくおかまち】

問題 17

来年【らいねん】デビューする富山米【とやままい】の新品種【しんひんしゅ】「富富富」の読【よ】み方【かた】は。

①ととと　②とみとと　③とととむ　④ふふふ

問題 18

毎年春【まいとしはる】、滑川市【なめりかわし】の小【しょう】・中学校【ちゅうがっこう】や幼稚園【よ

うちえん】では、地元【じもと】の特産品【とくさんひん】を使【つか】った給食【きゅうしょく】が出【だ】

されるが、その特産品【とくさんひん】とは。

①イチゴ　②ミカン　③ホタルイカ　④サンマ

問題 19

南砺市【なんとし】の上平小学校【かみたいらしょうがっこう】の６年生【ねんせい】は、毎年【まいとし】、

自分【じぶん】たちの卒業証書【そつぎょうしょうしょ】にする和紙【わし】を手【て】すきするが、地元【じ

もと】の伝統産業【でんとうさんぎょう】でもあるこの和紙【わし】の名前【なまえ】は。

①蛭谷和紙【びるだんわし】　②八尾和紙【やつおわし】

③五箇山和紙【ごかやまわし】　④南砺和紙【なんとわし】

問題 20

五箇山【ごかやま】の合掌造【がっしょうづく】り家屋【かおく】の屋根【やね】のふき替【か】えに使【つ

か】う植物【しょくぶつ】は。

①カヤ（カリヤス）　②イネ　③スギ　④ミズナラ

問題 21

昨年【さくねん】の国【くに】の調査【ちょうさ】によれば、ある食【た】べ物【もの】への、富山市【と

やまし】の１世帯当【せたいあ】たりの支出額【ししゅつがく】が 45 年連続【ねんれんぞく】で全国【ぜ

んこく】１位【い】となったが、その食【た】べ物【もの】とは。

①トマト　②ハム　③パン　④ブリ

問題 22

路面電車【ろめんでんしゃ】・万葉線【まんようせん】の高岡駅【たかおかえき】の待合室【まちあいしつ】

には、ある人気【にんき】キャラクターをデザインした郵便【ゆうびん】ポストが置【お】かれているが、それは。

①ドラえもん　②ハローキティ　③プリキュア　④ポケモン

問題 23

県内【けんない】の北【きた】アルプス一帯【いったい】で遭難【そうなん】の防止【ぼうし】、遭難者【そ

うなんしゃ】の捜索【そうさく】・救助活動【きゅうじょかつどう】を行【おこな】う富山県警察山岳警備

隊【とやまけんけいさつさんがくけいびたい】は、「○○おまわりさん」と呼【よ】ばれているが、○に入【は

い】る言葉【ことば】は。

①カモシカみたいな　②スキーをはいた　③ピッケルを持【も】った　④ライチョウが好【す】きな

問題 24

今年【ことし】８月【がつ】、県立近代美術館【けんりつきんだいびじゅつかん】が移転【いてん】し、新【あ

ら】たに「富山県美術館【とやまけんびじゅつかん】」として開館【かいかん】した場所【ばしょ】は。

①富山空港【とやまくうこう】そば　②富岩運河環水公園【ふがんうんがかんすいこうえん】

③海王丸【かいおうまる】パーク　④JR 新高岡駅【しんたかおかえき】そば

問題 25

射水市【いみずし】・下村加茂神社【しもむらかもじんじゃ】の春祭【はるまつ】りで、馬【うま】に乗【の】っ

て走【はし】りながら的【まと】に向【む】かって矢【や】を射【い】る神事【しんじ】は。

①稚児舞【ちごまい】　②虫送【むしおく】り　③けんかやま　④やんさんま

問題 26

高岡市【たかおかし】の末広町商店街【すえひろまちしょうてんがい】などを中心【ちゅうしん】に開催【か

いさい】され、高岡【たかおか】の夏【なつ】の風物詩【ふうぶつし】として親【した】しまれている祭【まつ】りは。

①高岡七夕【たかおかたなばた】まつり　②かかしまつり

③万葉【まんよう】まつり　④御印祭【ごいんさい】

問題 27

高岡市福岡町【たかおかしふくおかまち】の「つくりもんまつり」で作【つく】られる人形【にんぎょう】

は主【おも】に何【なに】でできているか。

①鉄【てつ】　②野菜【やさい】やくだもの　③ペットボトル　④雪【ゆき】

問題 28

富山市西町【とやましにしちょう】にある「ＴＯＹＡＭＡキラリ」の総入館者数【そうにゅうかんしゃすう】

が今年【ことし】100 万人【まんにん】を超【こ】えたが、このビルには、市【し】○○美術館【びじゅつ

かん】や市立図書館本館【しりつとしょかんほんかん】が入【はい】っている。○に入【はい】る言葉【ことば】は。

①ガラス　②書道【しょどう】　③彫刻【ちょうこく】　④アニメ

問題 29

射水市大島【いみずしおおしま】○○館【かん】では、「おおしま国際手【こくさいて】づくり○○コンクー

ル」を毎年開催【まいとしかいさい】しているが、○に共通【きょうつう】する言葉【ことば】は。

①おもちゃ　②絵本【えほん】　③ゲーム　④人形【にんぎょう】

問題 30

奈良時代【ならじだい】、国司【こくし】として越中【えっちゅう】に滞在【たいざい】し、すぐれた歌【う

た】を『万葉集【まんようしゅう】』に数多【かずおお】く残【のこ】した歌人【かじん】で、今年【こと

し】、高岡市【たかおかし】で生誕【せいたん】1300 年記念【ねんきねん】の演劇【えんげき】が行【おこ

な】われる歴史上【れきしじょう】の人物【じんぶつ】は。

①柿本人麻呂【かきのもとのひとまろ】　②大伴家持【おおとものやかもち】

③佐伯有若【さえきありわか】　④松尾芭蕉【まつおばしょう】

問題 31

「忍者【にんじゃ】ハットリくん」で知【し】られる漫画家【まんがか】・藤子不二雄【ふじこふじお】○の

出身地【しゅっしんち】は。

①富山市【とやまし】　②高岡市【たかおかし】　③氷見市【ひみし】　④射水市【いみずし】

問題 32

五箇山【ごかやま】のこきりこ踊【おど】りで使【つか】われる、108 枚【まい】の板【いた】をひもで編

【あ】んで作【つく】った楽器【がっき】は。

①筑子竹【こきりこ】　②胡弓【こきゅう】　③マリンバ　④ささら

問題 33

上市町出身【かみいちまちしゅっしん】の細田守監督【ほそだまもるかんとく】がふるさとを舞台【ぶたい】

に作【つく】ったアニメ映画【えいが】のタイトルは「おおかみこどもの」何【なに】と何【なに】か。

①雨【あめ】と雪【ゆき】　②海【うみ】と山【やま】

③月【つき】と星【ほし】　④夏【なつ】と冬【ふゆ】

問題 34

２年前【ねんまえ】から始【はじ】まった、高岡市【たかおかし】をスタートして富山市【とやまし】の

富岩運河環水公園【ふがんうんがかんすいこうえん】にゴールするマラソン大会【たいかい】の名前【なまえ】

は。

①いきいきマラソン　②きときとマラソン

③越中【えっちゅう】マラソン　④富山【とやま】マラソン

問題 35

今年【ことし】で３年連続【ねんれんぞく】して射水市新湊地域【いみずししんみなとちいき】で開【ひら】

かれた「タモリカップ」は、どのようなイベントか。

①お笑【わら】いコンテスト　②クイズ大会【たいかい】

③自転車【じてんしゃ】レース　④ヨットレース

問題 36

大相撲【おおずもう】で活躍【かつやく】する富山市出身【とやまししゅっしん】の力士【りきし】のし

こ名【な】「あさのやま」を漢字【かんじ】で書【か】くと。

①朝乃山【あさのやま】　②浅野山【あさのやま】

③麻【あさ】の山【やま】　④阿佐【あさ】ノ山【やま】

問題 37

富山県【とやまけん】には市町村【しちょうそん】がいくつあるか。

①10 市町村【しちょうそん】　②13 市町村【しちょうそん】

③15 市町村【しちょうそん】　④17 市町村【しちょうそん】

問題 38

富山県【とやまけん】では、置県【ちけん】130 年【ねん】にあたる平成【へいせい】25 年【ねん】（2013）に、

毎年【まいとし】５月【がつ】９日【か】を「県民【けんみん】○○の日【ひ】」とすることを定【さだ】めたが、

○に入【はい】る言葉【ことば】は。

①家族【かぞく】　②スポーツ　③ふるさと　④まなび

問題 39

「毎度【まいど】どうも」「いつもありがとう」を意味【いみ】する富山弁【とやまべん】は。

①まいどおらっちゃ　②いつもそや　③いつもだちゃ　④まいどはや

問題 40

富山市【とやまし】にある地名【ちめい】「西公文名」の読【よ】みは。

①さいくもんみょう　②さいこうぶんな　③にしくもんみょう　④にしこうぶんな



問題１

富山県内【とやまけんない】で唯一【ゆいいつ】「日本【にほん】の滝【たき】100 選【せん】」に選【えら】

ばれている落差日本一【らくさにほんいち】の滝【たき】「称名滝【しょうみょうだき】」。その落差【らくさ】

はどれくらいか。

①150ｍ　②250ｍ　③350ｍ　④450ｍ

問題２

魚津市【うおづし】を通【とお】り、黒部市【くろべし】との境【さかい】で富山湾【とやまわん】に流【な

が】れる、流路延長【りゅうろえんちょう】20.4kmの日本有数【にほんゆうすう】の急流河川【きゅうりゅ

うかせん】として知【し】られるのは。

①常願寺川【じょうがんじがわ】　②神通川【じんづうがわ】

③庄川【しょうがわ】　④片貝川【かたかいがわ】

問題３

富山県【とやまけん】の県鳥【けんちょう】はライチョウ、県獣【けんじゅう】はニホンカモシカ、では、

県【けん】の花【はな】は。

①チングルマ　②チューリップ　③サクラ　④ハナショウブ

問題４

今年【ことし】５月【がつ】、「かがやいて　水【みず】・空【そら】・緑【みどり】のハーモニー」をテーマ

に魚津市【うおづし】の魚津桃山運動公園【うおづももやまうんどうこうえん】をメイン会場【かいじょう】

に「全国【ぜんこく】○○祭【さい】」が開【ひら】かれたが、○に入【はい】る言葉【ことば】は。

①観光【かんこう】　②グルメ　③植樹【しょくじゅ】　④名水【めいすい】

問題５

富山市【とやまし】ファミリーパークが人工繁殖【じんこうはんしょく】に取【と】り組【く】んで今年【こ

とし】で３年目【ねんめ】になる、国【くに】の天然記念物【てんねんきねんぶつ】で絶滅危惧種【ぜつめ

つきぐしゅ】でもある動物【どうぶつ】は。

①スバールバルライチョウ　②ニホンライチョウ　③アルプスカモシカ　④ニホンカモシカ

問題６

池【いけ】に浮【う】かぶ約【やく】1.3ｍの大【おお】きな葉【は】っぱに乗【の】るイベント「オオオ

ニバスに乗【の】ってみよう」が開【ひら】かれる富山市内【とやましない】の施設【しせつ】は。

①グリーンパーク吉峰【よしみね】　②県中央植物園【けんちゅうおうしょくぶつえん】

③県民公園頼成【けんみんこうえんらんじょう】の森【もり】　④チューリップ四季彩館【しきさいかん】

問題７

縄文時代【じょうもんじだい】の人【ひと】の骨【ほね】や生活【せいかつ】のあとが多数【たすう】見【み】

つかった、日本海側最大級【にほんかいがわさいだいきゅう】の規模【きぼ】の「小竹貝塚【おだけかいづ

か】」があるところは。

①富山市【とやまし】　②朝日町【あさひまち】　③氷見市【ひみし】　④南砺市【なんとし】

問題８

平安時代【へいあんじだい】に起【お】こった倶利伽羅合戦【くりからかっせん】で、牛【うし】の角【つ

の】にたいまつをつけて平家【へいけ】の陣【じん】に突入【とつにゅう】させたといわれる武将【ぶしょ

う】はだれ。

①源　義経【みなもとのよしつね】　②前田利家【まえだとしいえ】

③木曽義仲【きそよしなか】　④佐々成政【さっさなりまさ】

問題９

江戸時代【えどじだい】、鉄砲【てっぽう】の火薬【かやく】の原料【げんりょう】になる塩硝【えんしょう】

が大量【たいりょう】に作【つく】られていたのはどこか。

①朝日【あさひ】　②宇奈月【うなづき】　③氷見【ひみ】　④五箇山【ごかやま】

問題 10

大正時代【たいしょうじだい】に、今【いま】の富山市水橋【とやましみずはし】や魚津市【うおづし】の

主婦【しゅふ】が中心【ちゅうしん】となって起【お】こしたできごとで、のちに全国【ぜんこく】にも広

【ひろ】まったのは。

①水騒動【みずそうどう】　②パン騒動【そうどう】　③米騒動【こめそうどう】　④ブリ騒動【そうどう】

問題 11

今年【ことし】、国宝【こくほう】に指定【してい】されて 20 周年【しゅうねん】を迎【むか】えた、高岡

市【たかおかし】の寺院【じいん】は。

①日石寺【にっせきじ】　②瑞龍寺【ずいりゅうじ】　③瑞泉寺【ずいせんじ】　④善徳寺【ぜんとくじ】

問題 12

南砺市利賀村【なんとしとがむら】で、200 年以上【ねんいじょう】にわたり子【こ】どもたちによって受

【う】け継【つ】がれている、豊作【ほうさく】や家内安全【かないあんぜん】を願【ねが】う１月【がつ】

の伝統行事【でんとうぎょうじ】は。

①書【か】きぞめ　②お月見【つきみ】　③地蔵盆【じぞうぼん】　④初午【はつうま】

問題 13

地元【じもと】の子【こ】どもたちが曳山【ひきやま】の舞台【ぶたい】で歌舞伎【かぶき】を演【えん】

じる伝統行事【でんとうぎょうじ】「出町子供歌舞伎曳山祭【でまちこどもかぶきひきやままつり】」が行【お

こな】われるところは。

①魚津市【うおづし】　②立山町【たてやままち】　③射水市【いみずし】　④砺波市【となみし】

問題 14

魚津市【うおづし】で生産【せいさん】されるりんごを、生産地【せいさんち】の地名【ちめい】から何【な

ん】と呼【よ】ぶか。

①加積【かづみ】りんご　②吉島【きちじま】りんご

③相木【あいのき】りんご　④松倉【まつくら】りんご

問題 15

北前船交易【きたまえぶねこうえき】で運【はこ】ばれてきた食材【しょくざい】と富山【とやま】の魚【さ

かな】の組【く】み合【あ】わせから生【う】まれた富山【とやま】の郷土料理【きょうどりょうり】は。

①昆布【こんぶ】じめ　②ニギスのすり身【み】

③ブリ大根【だいこん】　④ホタルイカの酢【す】みそあえ

問題 16

江戸時代【えどじだい】に高岡銅器【たかおかどうき】の産業【さんぎょう】がおこり、現在【げんざい】

まで歴史【れきし】のある町【まち】並【な】みが残【のこ】るところは。

①高岡市伏木【たかおかしふしき】　②高岡市金屋町【たかおかしかなやまち】

③高岡市戸出【たかおかしといで】　④高岡市福岡町【たかおかしふくおかまち】

問題 17

来年【らいねん】デビューする富山米【とやままい】の新品種【しんひんしゅ】「富富富」の読【よ】み方【かた】は。

①ととと　②とみとと　③とととむ　④ふふふ

問題 18

毎年春【まいとしはる】、滑川市【なめりかわし】の小【しょう】・中学校【ちゅうがっこう】や幼稚園【よ

うちえん】では、地元【じもと】の特産品【とくさんひん】を使【つか】った給食【きゅうしょく】が出【だ】

されるが、その特産品【とくさんひん】とは。

①イチゴ　②ミカン　③ホタルイカ　④サンマ

問題 19

南砺市【なんとし】の上平小学校【かみたいらしょうがっこう】の６年生【ねんせい】は、毎年【まいとし】、

自分【じぶん】たちの卒業証書【そつぎょうしょうしょ】にする和紙【わし】を手【て】すきするが、地元【じ

もと】の伝統産業【でんとうさんぎょう】でもあるこの和紙【わし】の名前【なまえ】は。

①蛭谷和紙【びるだんわし】　②八尾和紙【やつおわし】

③五箇山和紙【ごかやまわし】　④南砺和紙【なんとわし】

問題 20

五箇山【ごかやま】の合掌造【がっしょうづく】り家屋【かおく】の屋根【やね】のふき替【か】えに使【つ

か】う植物【しょくぶつ】は。

①カヤ（カリヤス）　②イネ　③スギ　④ミズナラ

問題 21

昨年【さくねん】の国【くに】の調査【ちょうさ】によれば、ある食【た】べ物【もの】への、富山市【と

やまし】の１世帯当【せたいあ】たりの支出額【ししゅつがく】が 45 年連続【ねんれんぞく】で全国【ぜ

んこく】１位【い】となったが、その食【た】べ物【もの】とは。

①トマト　②ハム　③パン　④ブリ

問題 22

路面電車【ろめんでんしゃ】・万葉線【まんようせん】の高岡駅【たかおかえき】の待合室【まちあいしつ】

には、ある人気【にんき】キャラクターをデザインした郵便【ゆうびん】ポストが置【お】かれているが、それは。

①ドラえもん　②ハローキティ　③プリキュア　④ポケモン

問題 23

県内【けんない】の北【きた】アルプス一帯【いったい】で遭難【そうなん】の防止【ぼうし】、遭難者【そ

うなんしゃ】の捜索【そうさく】・救助活動【きゅうじょかつどう】を行【おこな】う富山県警察山岳警備

隊【とやまけんけいさつさんがくけいびたい】は、「○○おまわりさん」と呼【よ】ばれているが、○に入【は

い】る言葉【ことば】は。

①カモシカみたいな　②スキーをはいた　③ピッケルを持【も】った　④ライチョウが好【す】きな

問題 24

今年【ことし】８月【がつ】、県立近代美術館【けんりつきんだいびじゅつかん】が移転【いてん】し、新【あ

ら】たに「富山県美術館【とやまけんびじゅつかん】」として開館【かいかん】した場所【ばしょ】は。

①富山空港【とやまくうこう】そば　②富岩運河環水公園【ふがんうんがかんすいこうえん】

③海王丸【かいおうまる】パーク　④JR 新高岡駅【しんたかおかえき】そば

問題 25

射水市【いみずし】・下村加茂神社【しもむらかもじんじゃ】の春祭【はるまつ】りで、馬【うま】に乗【の】っ

て走【はし】りながら的【まと】に向【む】かって矢【や】を射【い】る神事【しんじ】は。

①稚児舞【ちごまい】　②虫送【むしおく】り　③けんかやま　④やんさんま

問題 26

高岡市【たかおかし】の末広町商店街【すえひろまちしょうてんがい】などを中心【ちゅうしん】に開催【か

いさい】され、高岡【たかおか】の夏【なつ】の風物詩【ふうぶつし】として親【した】しまれている祭【まつ】りは。

①高岡七夕【たかおかたなばた】まつり　②かかしまつり

③万葉【まんよう】まつり　④御印祭【ごいんさい】

問題 27

高岡市福岡町【たかおかしふくおかまち】の「つくりもんまつり」で作【つく】られる人形【にんぎょう】

は主【おも】に何【なに】でできているか。

①鉄【てつ】　②野菜【やさい】やくだもの　③ペットボトル　④雪【ゆき】

問題 28

富山市西町【とやましにしちょう】にある「ＴＯＹＡＭＡキラリ」の総入館者数【そうにゅうかんしゃすう】

が今年【ことし】100 万人【まんにん】を超【こ】えたが、このビルには、市【し】○○美術館【びじゅつ

かん】や市立図書館本館【しりつとしょかんほんかん】が入【はい】っている。○に入【はい】る言葉【ことば】は。

①ガラス　②書道【しょどう】　③彫刻【ちょうこく】　④アニメ

問題 29

射水市大島【いみずしおおしま】○○館【かん】では、「おおしま国際手【こくさいて】づくり○○コンクー

ル」を毎年開催【まいとしかいさい】しているが、○に共通【きょうつう】する言葉【ことば】は。

①おもちゃ　②絵本【えほん】　③ゲーム　④人形【にんぎょう】

問題 30

奈良時代【ならじだい】、国司【こくし】として越中【えっちゅう】に滞在【たいざい】し、すぐれた歌【う

た】を『万葉集【まんようしゅう】』に数多【かずおお】く残【のこ】した歌人【かじん】で、今年【こと

し】、高岡市【たかおかし】で生誕【せいたん】1300 年記念【ねんきねん】の演劇【えんげき】が行【おこ

な】われる歴史上【れきしじょう】の人物【じんぶつ】は。

①柿本人麻呂【かきのもとのひとまろ】　②大伴家持【おおとものやかもち】

③佐伯有若【さえきありわか】　④松尾芭蕉【まつおばしょう】

問題 31

「忍者【にんじゃ】ハットリくん」で知【し】られる漫画家【まんがか】・藤子不二雄【ふじこふじお】○の

出身地【しゅっしんち】は。

①富山市【とやまし】　②高岡市【たかおかし】　③氷見市【ひみし】　④射水市【いみずし】

問題 32

五箇山【ごかやま】のこきりこ踊【おど】りで使【つか】われる、108 枚【まい】の板【いた】をひもで編

【あ】んで作【つく】った楽器【がっき】は。

①筑子竹【こきりこ】　②胡弓【こきゅう】　③マリンバ　④ささら

問題 33

上市町出身【かみいちまちしゅっしん】の細田守監督【ほそだまもるかんとく】がふるさとを舞台【ぶたい】

に作【つく】ったアニメ映画【えいが】のタイトルは「おおかみこどもの」何【なに】と何【なに】か。

①雨【あめ】と雪【ゆき】　②海【うみ】と山【やま】

③月【つき】と星【ほし】　④夏【なつ】と冬【ふゆ】

問題 34

２年前【ねんまえ】から始【はじ】まった、高岡市【たかおかし】をスタートして富山市【とやまし】の

富岩運河環水公園【ふがんうんがかんすいこうえん】にゴールするマラソン大会【たいかい】の名前【なまえ】

は。

①いきいきマラソン　②きときとマラソン

③越中【えっちゅう】マラソン　④富山【とやま】マラソン

問題 35

今年【ことし】で３年連続【ねんれんぞく】して射水市新湊地域【いみずししんみなとちいき】で開【ひら】

かれた「タモリカップ」は、どのようなイベントか。

①お笑【わら】いコンテスト　②クイズ大会【たいかい】

③自転車【じてんしゃ】レース　④ヨットレース

問題 36

大相撲【おおずもう】で活躍【かつやく】する富山市出身【とやまししゅっしん】の力士【りきし】のし

こ名【な】「あさのやま」を漢字【かんじ】で書【か】くと。

①朝乃山【あさのやま】　②浅野山【あさのやま】

③麻【あさ】の山【やま】　④阿佐【あさ】ノ山【やま】

問題 37

富山県【とやまけん】には市町村【しちょうそん】がいくつあるか。

①10 市町村【しちょうそん】　②13 市町村【しちょうそん】

③15 市町村【しちょうそん】　④17 市町村【しちょうそん】

問題 38

富山県【とやまけん】では、置県【ちけん】130 年【ねん】にあたる平成【へいせい】25 年【ねん】（2013）に、

毎年【まいとし】５月【がつ】９日【か】を「県民【けんみん】○○の日【ひ】」とすることを定【さだ】めたが、

○に入【はい】る言葉【ことば】は。

①家族【かぞく】　②スポーツ　③ふるさと　④まなび

問題 39

「毎度【まいど】どうも」「いつもありがとう」を意味【いみ】する富山弁【とやまべん】は。

①まいどおらっちゃ　②いつもそや　③いつもだちゃ　④まいどはや

問題 40

富山市【とやまし】にある地名【ちめい】「西公文名」の読【よ】みは。

①さいくもんみょう　②さいこうぶんな　③にしくもんみょう　④にしこうぶんな

A



問題１

富山県内【とやまけんない】で唯一【ゆいいつ】「日本【にほん】の滝【たき】100 選【せん】」に選【えら】

ばれている落差日本一【らくさにほんいち】の滝【たき】「称名滝【しょうみょうだき】」。その落差【らくさ】

はどれくらいか。

①150ｍ　②250ｍ　③350ｍ　④450ｍ

問題２

魚津市【うおづし】を通【とお】り、黒部市【くろべし】との境【さかい】で富山湾【とやまわん】に流【な

が】れる、流路延長【りゅうろえんちょう】20.4kmの日本有数【にほんゆうすう】の急流河川【きゅうりゅ

うかせん】として知【し】られるのは。

①常願寺川【じょうがんじがわ】　②神通川【じんづうがわ】

③庄川【しょうがわ】　④片貝川【かたかいがわ】

問題３

富山県【とやまけん】の県鳥【けんちょう】はライチョウ、県獣【けんじゅう】はニホンカモシカ、では、

県【けん】の花【はな】は。

①チングルマ　②チューリップ　③サクラ　④ハナショウブ

問題４

今年【ことし】５月【がつ】、「かがやいて　水【みず】・空【そら】・緑【みどり】のハーモニー」をテーマ

に魚津市【うおづし】の魚津桃山運動公園【うおづももやまうんどうこうえん】をメイン会場【かいじょう】

に「全国【ぜんこく】○○祭【さい】」が開【ひら】かれたが、○に入【はい】る言葉【ことば】は。

①観光【かんこう】　②グルメ　③植樹【しょくじゅ】　④名水【めいすい】

問題５

富山市【とやまし】ファミリーパークが人工繁殖【じんこうはんしょく】に取【と】り組【く】んで今年【こ

とし】で３年目【ねんめ】になる、国【くに】の天然記念物【てんねんきねんぶつ】で絶滅危惧種【ぜつめ

つきぐしゅ】でもある動物【どうぶつ】は。

①スバールバルライチョウ　②ニホンライチョウ　③アルプスカモシカ　④ニホンカモシカ

問題６

池【いけ】に浮【う】かぶ約【やく】1.3ｍの大【おお】きな葉【は】っぱに乗【の】るイベント「オオオ

ニバスに乗【の】ってみよう」が開【ひら】かれる富山市内【とやましない】の施設【しせつ】は。

①グリーンパーク吉峰【よしみね】　②県中央植物園【けんちゅうおうしょくぶつえん】

③県民公園頼成【けんみんこうえんらんじょう】の森【もり】　④チューリップ四季彩館【しきさいかん】

問題７

縄文時代【じょうもんじだい】の人【ひと】の骨【ほね】や生活【せいかつ】のあとが多数【たすう】見【み】

つかった、日本海側最大級【にほんかいがわさいだいきゅう】の規模【きぼ】の「小竹貝塚【おだけかいづ

か】」があるところは。

①富山市【とやまし】　②朝日町【あさひまち】　③氷見市【ひみし】　④南砺市【なんとし】

問題８

平安時代【へいあんじだい】に起【お】こった倶利伽羅合戦【くりからかっせん】で、牛【うし】の角【つ

の】にたいまつをつけて平家【へいけ】の陣【じん】に突入【とつにゅう】させたといわれる武将【ぶしょ

う】はだれ。

①源　義経【みなもとのよしつね】　②前田利家【まえだとしいえ】

③木曽義仲【きそよしなか】　④佐々成政【さっさなりまさ】

問題９

江戸時代【えどじだい】、鉄砲【てっぽう】の火薬【かやく】の原料【げんりょう】になる塩硝【えんしょう】

が大量【たいりょう】に作【つく】られていたのはどこか。

①朝日【あさひ】　②宇奈月【うなづき】　③氷見【ひみ】　④五箇山【ごかやま】

問題 10

大正時代【たいしょうじだい】に、今【いま】の富山市水橋【とやましみずはし】や魚津市【うおづし】の

主婦【しゅふ】が中心【ちゅうしん】となって起【お】こしたできごとで、のちに全国【ぜんこく】にも広

【ひろ】まったのは。

①水騒動【みずそうどう】　②パン騒動【そうどう】　③米騒動【こめそうどう】　④ブリ騒動【そうどう】

問題 11

今年【ことし】、国宝【こくほう】に指定【してい】されて 20 周年【しゅうねん】を迎【むか】えた、高岡

市【たかおかし】の寺院【じいん】は。

①日石寺【にっせきじ】　②瑞龍寺【ずいりゅうじ】　③瑞泉寺【ずいせんじ】　④善徳寺【ぜんとくじ】

問題 12

南砺市利賀村【なんとしとがむら】で、200 年以上【ねんいじょう】にわたり子【こ】どもたちによって受

【う】け継【つ】がれている、豊作【ほうさく】や家内安全【かないあんぜん】を願【ねが】う１月【がつ】

の伝統行事【でんとうぎょうじ】は。

①書【か】きぞめ　②お月見【つきみ】　③地蔵盆【じぞうぼん】　④初午【はつうま】

問題 13

地元【じもと】の子【こ】どもたちが曳山【ひきやま】の舞台【ぶたい】で歌舞伎【かぶき】を演【えん】

じる伝統行事【でんとうぎょうじ】「出町子供歌舞伎曳山祭【でまちこどもかぶきひきやままつり】」が行【お

こな】われるところは。

①魚津市【うおづし】　②立山町【たてやままち】　③射水市【いみずし】　④砺波市【となみし】

問題 14

魚津市【うおづし】で生産【せいさん】されるりんごを、生産地【せいさんち】の地名【ちめい】から何【な

ん】と呼【よ】ぶか。

①加積【かづみ】りんご　②吉島【きちじま】りんご

③相木【あいのき】りんご　④松倉【まつくら】りんご

問題 15

北前船交易【きたまえぶねこうえき】で運【はこ】ばれてきた食材【しょくざい】と富山【とやま】の魚【さ

かな】の組【く】み合【あ】わせから生【う】まれた富山【とやま】の郷土料理【きょうどりょうり】は。

①昆布【こんぶ】じめ　②ニギスのすり身【み】

③ブリ大根【だいこん】　④ホタルイカの酢【す】みそあえ

問題 16

江戸時代【えどじだい】に高岡銅器【たかおかどうき】の産業【さんぎょう】がおこり、現在【げんざい】

まで歴史【れきし】のある町【まち】並【な】みが残【のこ】るところは。

①高岡市伏木【たかおかしふしき】　②高岡市金屋町【たかおかしかなやまち】

③高岡市戸出【たかおかしといで】　④高岡市福岡町【たかおかしふくおかまち】

問題 17

来年【らいねん】デビューする富山米【とやままい】の新品種【しんひんしゅ】「富富富」の読【よ】み方【かた】は。

①ととと　②とみとと　③とととむ　④ふふふ

問題 18

毎年春【まいとしはる】、滑川市【なめりかわし】の小【しょう】・中学校【ちゅうがっこう】や幼稚園【よ

うちえん】では、地元【じもと】の特産品【とくさんひん】を使【つか】った給食【きゅうしょく】が出【だ】

されるが、その特産品【とくさんひん】とは。

①イチゴ　②ミカン　③ホタルイカ　④サンマ

問題 19

南砺市【なんとし】の上平小学校【かみたいらしょうがっこう】の６年生【ねんせい】は、毎年【まいとし】、

自分【じぶん】たちの卒業証書【そつぎょうしょうしょ】にする和紙【わし】を手【て】すきするが、地元【じ

もと】の伝統産業【でんとうさんぎょう】でもあるこの和紙【わし】の名前【なまえ】は。

①蛭谷和紙【びるだんわし】　②八尾和紙【やつおわし】

③五箇山和紙【ごかやまわし】　④南砺和紙【なんとわし】

問題 20

五箇山【ごかやま】の合掌造【がっしょうづく】り家屋【かおく】の屋根【やね】のふき替【か】えに使【つ

か】う植物【しょくぶつ】は。

①カヤ（カリヤス）　②イネ　③スギ　④ミズナラ

問題 21

昨年【さくねん】の国【くに】の調査【ちょうさ】によれば、ある食【た】べ物【もの】への、富山市【と

やまし】の１世帯当【せたいあ】たりの支出額【ししゅつがく】が 45 年連続【ねんれんぞく】で全国【ぜ

んこく】１位【い】となったが、その食【た】べ物【もの】とは。

①トマト　②ハム　③パン　④ブリ

問題 22

路面電車【ろめんでんしゃ】・万葉線【まんようせん】の高岡駅【たかおかえき】の待合室【まちあいしつ】

には、ある人気【にんき】キャラクターをデザインした郵便【ゆうびん】ポストが置【お】かれているが、それは。

①ドラえもん　②ハローキティ　③プリキュア　④ポケモン

問題 23

県内【けんない】の北【きた】アルプス一帯【いったい】で遭難【そうなん】の防止【ぼうし】、遭難者【そ

うなんしゃ】の捜索【そうさく】・救助活動【きゅうじょかつどう】を行【おこな】う富山県警察山岳警備

隊【とやまけんけいさつさんがくけいびたい】は、「○○おまわりさん」と呼【よ】ばれているが、○に入【は

い】る言葉【ことば】は。

①カモシカみたいな　②スキーをはいた　③ピッケルを持【も】った　④ライチョウが好【す】きな

問題 24

今年【ことし】８月【がつ】、県立近代美術館【けんりつきんだいびじゅつかん】が移転【いてん】し、新【あ

ら】たに「富山県美術館【とやまけんびじゅつかん】」として開館【かいかん】した場所【ばしょ】は。

①富山空港【とやまくうこう】そば　②富岩運河環水公園【ふがんうんがかんすいこうえん】

③海王丸【かいおうまる】パーク　④JR 新高岡駅【しんたかおかえき】そば

問題 25

射水市【いみずし】・下村加茂神社【しもむらかもじんじゃ】の春祭【はるまつ】りで、馬【うま】に乗【の】っ

て走【はし】りながら的【まと】に向【む】かって矢【や】を射【い】る神事【しんじ】は。

①稚児舞【ちごまい】　②虫送【むしおく】り　③けんかやま　④やんさんま

問題 26

高岡市【たかおかし】の末広町商店街【すえひろまちしょうてんがい】などを中心【ちゅうしん】に開催【か

いさい】され、高岡【たかおか】の夏【なつ】の風物詩【ふうぶつし】として親【した】しまれている祭【まつ】りは。

①高岡七夕【たかおかたなばた】まつり　②かかしまつり

③万葉【まんよう】まつり　④御印祭【ごいんさい】

問題 27

高岡市福岡町【たかおかしふくおかまち】の「つくりもんまつり」で作【つく】られる人形【にんぎょう】

は主【おも】に何【なに】でできているか。

①鉄【てつ】　②野菜【やさい】やくだもの　③ペットボトル　④雪【ゆき】

問題 28

富山市西町【とやましにしちょう】にある「ＴＯＹＡＭＡキラリ」の総入館者数【そうにゅうかんしゃすう】

が今年【ことし】100 万人【まんにん】を超【こ】えたが、このビルには、市【し】○○美術館【びじゅつ

かん】や市立図書館本館【しりつとしょかんほんかん】が入【はい】っている。○に入【はい】る言葉【ことば】は。

①ガラス　②書道【しょどう】　③彫刻【ちょうこく】　④アニメ

問題 29

射水市大島【いみずしおおしま】○○館【かん】では、「おおしま国際手【こくさいて】づくり○○コンクー

ル」を毎年開催【まいとしかいさい】しているが、○に共通【きょうつう】する言葉【ことば】は。

①おもちゃ　②絵本【えほん】　③ゲーム　④人形【にんぎょう】

問題 30

奈良時代【ならじだい】、国司【こくし】として越中【えっちゅう】に滞在【たいざい】し、すぐれた歌【う

た】を『万葉集【まんようしゅう】』に数多【かずおお】く残【のこ】した歌人【かじん】で、今年【こと

し】、高岡市【たかおかし】で生誕【せいたん】1300 年記念【ねんきねん】の演劇【えんげき】が行【おこ

な】われる歴史上【れきしじょう】の人物【じんぶつ】は。

①柿本人麻呂【かきのもとのひとまろ】　②大伴家持【おおとものやかもち】

③佐伯有若【さえきありわか】　④松尾芭蕉【まつおばしょう】

問題 31

「忍者【にんじゃ】ハットリくん」で知【し】られる漫画家【まんがか】・藤子不二雄【ふじこふじお】○の

出身地【しゅっしんち】は。

①富山市【とやまし】　②高岡市【たかおかし】　③氷見市【ひみし】　④射水市【いみずし】

問題 32

五箇山【ごかやま】のこきりこ踊【おど】りで使【つか】われる、108 枚【まい】の板【いた】をひもで編

【あ】んで作【つく】った楽器【がっき】は。

①筑子竹【こきりこ】　②胡弓【こきゅう】　③マリンバ　④ささら

問題 33

上市町出身【かみいちまちしゅっしん】の細田守監督【ほそだまもるかんとく】がふるさとを舞台【ぶたい】

に作【つく】ったアニメ映画【えいが】のタイトルは「おおかみこどもの」何【なに】と何【なに】か。

①雨【あめ】と雪【ゆき】　②海【うみ】と山【やま】

③月【つき】と星【ほし】　④夏【なつ】と冬【ふゆ】

問題 34

２年前【ねんまえ】から始【はじ】まった、高岡市【たかおかし】をスタートして富山市【とやまし】の

富岩運河環水公園【ふがんうんがかんすいこうえん】にゴールするマラソン大会【たいかい】の名前【なまえ】

は。

①いきいきマラソン　②きときとマラソン

③越中【えっちゅう】マラソン　④富山【とやま】マラソン

問題 35

今年【ことし】で３年連続【ねんれんぞく】して射水市新湊地域【いみずししんみなとちいき】で開【ひら】

かれた「タモリカップ」は、どのようなイベントか。

①お笑【わら】いコンテスト　②クイズ大会【たいかい】

③自転車【じてんしゃ】レース　④ヨットレース

問題 36

大相撲【おおずもう】で活躍【かつやく】する富山市出身【とやまししゅっしん】の力士【りきし】のし

こ名【な】「あさのやま」を漢字【かんじ】で書【か】くと。

①朝乃山【あさのやま】　②浅野山【あさのやま】

③麻【あさ】の山【やま】　④阿佐【あさ】ノ山【やま】

問題 37

富山県【とやまけん】には市町村【しちょうそん】がいくつあるか。

①10 市町村【しちょうそん】　②13 市町村【しちょうそん】

③15 市町村【しちょうそん】　④17 市町村【しちょうそん】

問題 38

富山県【とやまけん】では、置県【ちけん】130 年【ねん】にあたる平成【へいせい】25 年【ねん】（2013）に、

毎年【まいとし】５月【がつ】９日【か】を「県民【けんみん】○○の日【ひ】」とすることを定【さだ】めたが、

○に入【はい】る言葉【ことば】は。

①家族【かぞく】　②スポーツ　③ふるさと　④まなび

問題 39

「毎度【まいど】どうも」「いつもありがとう」を意味【いみ】する富山弁【とやまべん】は。

①まいどおらっちゃ　②いつもそや　③いつもだちゃ　④まいどはや

問題 40

富山市【とやまし】にある地名【ちめい】「西公文名」の読【よ】みは。

①さいくもんみょう　②さいこうぶんな　③にしくもんみょう　④にしこうぶんな



問題 1  ③
問題 2  ④
問題 3  ②
問題 4  ③
問題 5  ②
問題 6  ②
問題 7  ①
問題 8  ③
問題 9  ④
問題 10 ③
問題 11 ②
問題 12 ④
問題 13 ④
問題 14 ①
問題 15 ①
問題 16 ②
問題 17 ④
問題 18 ③
問題 19 ③
問題 20 ①
問題 21 ④
問題 22 ①
問題 23 ③
問題 24 ②
問題 25 ④
問題 26 ①
問題 27 ②
問題 28 ①
問題 29 ②
問題 30 ②
問題 31 ③
問題 32 ④
問題 33 ①
問題 34 ④
問題 35 ④
問題 36 ①
問題 37 ③
問題 38 ③

問題 39 ④
問題 40 ③

＜ジュニアの部＞　解答


