
問題１

弥陀ケ原周辺や白木峰などで多く見られる橙黄色のユリ科植物は。

問題２

平成 19 年（2007）に「日本の○○百選」として、富山県から「立山カルデラ」と「魚津埋没林」の２件が

選ばれた。○に入る漢字は。

問題３

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４

県内の名水百選のうち、瑞泉寺の開祖・綽如【しゃくにょ】上人の故事に由来する名水は。

問題５

幻の淡水魚と呼ばれるイタセンパラが生息している、氷見市にある川は仏生寺川ともう一つは何川か。

問題６

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、富山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７

急流河川の多い富山県の中でも日本屈指の平均勾配 8.5％をもつ、魚津市を流れる河川は。

問題８

○○の稜線東側に並ぶ４つの圏谷群は、圏谷群としては唯一、国の特別天然記念物に指定されているが、○

に入る山名は。

問題９

昨年、立山砂防工事の本宮えん堤と泥谷えん堤が国の重要文化財に指定されたが、既に重文になっている白

岩えん堤と合わせた新たな指定名称は。

問題 10

今年、剱岳で新たに認められた氷河で、平野部から眺望できる唯一の氷河でもあるものは。

問題 11

富山市にある「八尾化石資料館 ○○」では、古生代以前につくられた日本列島最古の岩石や、中生代をへて

新生代に至るまでの地層や化石を見ることができるが、○に入る名称を漢字で書け。

問題 12

平成 28 年（2016）から「常時観測火山」として 24 時間体制の監視が続いている県内の火山の名称は。

問題 13

魚津市で植物研究家が栽培してきた自然植物園を地元のボランティア団体が引き継ぎ、ボタンやシャクヤク、

シャクナゲなどの名所となっている「花の森・○○」の○に入る語句は。

問題 14

地形や風向の自然条件に恵まれていることから、全国初の民間企業による「洋上風力発電事業」が沖合いで

計画されている自治体は。

問題 15

今年、氷見市では初めて確認された、澄んだ渓流にすむアオガエルの仲間で美しい鳴き声が特徴の希少なカ

エルは。

問題 16

県内で、立山、剱岳に次いで３番目に高い山は。

問題 17

富山市に事務局が置かれている、日本、中国、韓国、ロシアの４カ国が共同で日本海と黄海の環境保全に取

り組む「北西太平洋地域海行動計画」の略称は。

問題 18

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の古墳を漢字で書け。

問題 19

源平盛衰記によれば、木曽義仲が倶利伽羅合戦で用いたとされる奇襲を「○○の計」と記されているが、○

に入る漢字を書け。

問題 20

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

問題 21

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 22

富山売薬の創始者とされる富山藩２代藩主はだれか、漢字で書け。

問題 23

明治２年（1869）に起こった農民一揆「ばんどり騒動」の集結の地として知られるのは、現在のどの市町村か。

問題 24

富山県内最古の木造建築物で、国の重要文化財に指定されている本殿がある、南砺市の神社の名称を漢字

で書け。

問題 25

富山市の呉羽丘陵南側にある「古沢塚山古墳」は古墳時代中期に造られ、「県内一きれいな形の○○墳」と

言われる。○に入る古墳の形状は。

問題 26

平安末期の豪族の屋敷跡とされる場所に文化人の学びの拠点として建てられた、南砺市の市指定文化財で

もある福光城址「せいかえん」を漢字で書け。

問題 27

昨年、国指定史跡「○○城跡」の城下町跡「○○遺跡」の調査で、建物や井戸の遺構約 350 基や、作物の種子、

木製品などの遺物が出土したが、○に入る語句は。

問題 28

今年のノーベル医学生理学賞を受賞した、両親が富山県出身というゆかりを持つ研究者は。

問題 29

大正時代、富山県から全国に広まった米騒動の影響で総辞職した内閣は。

問題 30

室町時代の僧・蓮如上人が、越中布教の際に最初の拠点にしたとされるのは。

問題 31

今年、南砺市の「宮大工の鑿【のみ】一丁から生まれた木彫刻美術館・○○」が、文化庁の「日本遺産」に

認められた。○に入る語句は。

問題 32

○○病が、厚生省（当時）により、全国で初めて公害病と認定されてから 50 年になる。○に入る語句を書け。

問題 33

県人が設立した造船会社で造られ、第１次南極観測隊として立山ガイドたちが乗り組んだことなどで知られ

る、今年建造 80 年を迎えた船は。

問題 34

後醍醐天皇の皇子で、鎌倉幕府倒幕計画の失敗に連座して現在の高岡市二塚に追放され、同地で亡くなった

人物は。

問題 35

射水市の特産品「○○梨」は、夏に収穫した梨を氷温保存、熟成させることで糖度が増し、年中みずみずし

い味わいを楽しめるのが特長。○に入る言葉を書け。

問題 36

弘法大師が植えたのが始まりと伝えられる、砺波市庄川町金屋地区を中心に生産されている特産品は。

問題 37

平成８年（1996）に富山県が定めた「県のさかな」３種類をすべて書け。

問題 38

農林水産省の「農山漁村の郷土料理百選」に選ばれているのは、「ます寿し」と何か。

問題 39

明治時代、富山電燈が上新川郡塩村（現・富山市）に建設した北陸初の発電所は。

問題 40

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 41

高岡市の有礒正【ありそしょう】八幡宮に伝わる、鋳物の神に感謝と祈りをささげ、伝統技法による勾玉【ま

がたま】の鋳造を披露する全国でも珍しい祭りは。

問題 42

今年、復元工事を終えた名古屋城本丸御殿では、ふすまの下貼りなどに越中和紙が用いられているが、そ

の産地は。

問題 43

法隆寺の国宝釈迦三尊像の再現プロジェクトに関わった実績から、東京芸術大学と連携して文化財の修復

や再現の事業化に取り組んでいる、県内の伝統産業は。

問題 44

砺波市栴檀山地区の特産で、「となみブランド」にも認定されている、さわし柿（渋柿の渋味を抜いたもの）

の名称は。

問題 45

富山市八尾町の上新町商店街では、平成 15 年（2003）から地産地消や地域活性化をテーマに特産品などを

販売する「なりひら○○」を開き、今年７月に 120 回目を迎えたが、○に入る語句は。

問題 46

フランスの著名シャンパン醸造家により、富山の米を使った○○を世界に向けて売り出す企画が立山町を

拠点として始まっている。○に入る語句は。

問題 47

JA となみ野が平成 21 年（2009）から生産を始め、現在では販売額約７億円を見込むまでの一大産地に成

長した作物は。

問題 48

かつて一大産地だった魚津市西布施地区の農家有志と、県中央植物園が存続に向け取り組んでいる、同市

の花にも指定されている植物は。

問題 49

今年、本格販売が始まった富山米の新品種「富富富」の CMキャラクターを務める女優は。

問題 50

昨年 11 月、県内から高岡銅器、井波彫刻などに次ぐ６品目の国の伝統的工芸品に指定されたのは。

問題 51

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 52

その水音が「残したい日本の音風景 100 選」にも選ばれている、富山市八尾町の旧町を流れる火防・流雪

用水路のことを何というか。

問題 53

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 54

富山県西部に多い、正面玄関側が大きな屋根の切妻造りで、格子状の白壁が特徴の建築様式を何というか。

問題 55

「公共交通を軸としたコンパクトなまちづくり」を進める富山市が平成 22 年（2010）から開始した、自転

車市民共同利用システムの愛称は。

問題 56

「とやま○○遺産」は、身近なところにある「地域の宝物」を再発見する県の取り組みで、これまでに「飛

越地震（安政の大地震）の記憶を留める常願寺川大転石群」などが選定されているが、○に入る語句は。

問題 57

小矢部園芸高校専攻科の卒業生と在校生によるボランティアグループ「カイニョ○○支援隊」は、砺波の

散居村の屋敷林を整備する活動を行っているが、○に入る語句は。

問題 58

射水市大島絵本館のシンボルマークになっているキャラクターの名前は。

問題 59

今年 10 月１日から交付が始まった図柄入り自動車ナンバープレートの富山版は、海越しの立山連峰に○○

を組み合わせたデザインだが、○に入る語句は。

問題 60

新産業都市計画の一環として昭和 43 年（1968）に開港。環日本海の物流拠点として発展し、今年 50 周年

を迎えた港湾は。

問題 61

かつて県内でよく見られた屋敷に付属する小さな建物で、田畑の肥料や消雪に用いるいろりの灰を保管し

た場所は。

問題 62

公共施設や住宅を中心部に集めるコンパクトシティーや公共交通網の再構築に取り組む国のモデル都市と

して、今年、県内から初めて選ばれた自治体は。

問題 63

総務省の平成 29 年（2017）の家計調査において、富山市の１世帯当たりの支出額が全国１位となった食料

品は、ブリ、昆布、魚介の漬物と、もう一つは。

問題 64

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 65

県内で唯一、「日本の渚百選」および「快水浴場百選」の両方に選定されている海岸は。

問題 66

国登録有形文化財・小杉展示館（旧小杉貯金銀行）、竹内源造記念館（旧小杉町役場）、旧小杉郵便局など

の建物から連想される建築装飾は。

問題 67

平成 22 年（2010）、国の重要無形民俗文化財に指定された入善町の伝統行事は「邑町【むらまち】の○○」

である。○に入る語句をカタカナで書け。

問題 68

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。

問題 69

毎年夏、南砺市福野で開催される異文化交流と音楽の祭典を何というか。

問題 70

今年 150 年祭が開催された「水橋橋まつり」は、町中を流れる川に初めて橋（現在の東西橋）が架けられ

たのを祝って始まった。この川の現在の名称を漢字で書け。

問題 71

入善町には大正時代の水力発電所を再生した、ユニークな「○○発電所美術館」がある。○に入る言葉を書け。

問題 72

昨年、地域団体商標に登録された、県産米と富山湾の魚介類を使った料理の名称は。

問題 73

射水市の放生津八幡宮の秋季例大祭として、「新湊曳山まつり」（曳山行事）とともに伝承されている、神

仏習合の形式を残す祭壇を飾る行事は。

問題 74

南砺市福光地域ゆかりの板画家・棟方志功のアトリエであり、家族との住居でもあった建物「りうがさい」

を、漢字で書け。

問題 75

かつて宿場町として栄えた滑川市に今も残る、国登録有形文化財「旧宮崎酒造」の愛称は。

問題 76

東日本大震災被災地で引き回しを披露するなどの活動が評価されて、昨年、日本ユネスコ協会連盟の「プ

ロジェクト未来遺産」に選ばれた祭りは。

問題 77

高岡市金屋町で開かれる「御印祭」で、「エンヤシャ、ヤッシャイ」の勇ましい掛け声とともに歌い踊られ

る作業歌は。

問題 78

今年、小矢部市の新たな観光スポットとして○○メルヘン牛やメルヘンポークのメニューが楽しめる「○

○山カフェレストラン」がオープンしたが、○に入る語句は。

問題 79

南砺市城端地区出身の農業研究家、稲塚権次郎を顕彰して開催される「権次郎まつり」で人気の牛肉と米

を使ったメニュー「権次郎○○」の、○に入る語句は。

問題 80

東京都内には県のアンテナショップが２カ所あるが、今年開館２周年を迎えた「富山のライフスタイルを

発信する」をテーマとしている店舗は。

問題 81

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 82

高岡市出身で、蒼生短歌会を創立するなど昭和歌壇に大きな足跡を残し、高岡古城公園に俳人の父の句碑

とともに歌碑が建つ歌人は。

問題 83

「伏木中学校の歌」を作詞し、同校内に記念館「海風会館」がある、今年生誕 100 年を迎えた芥川賞作家は。

問題 84

新川郡魚津町（現・魚津市）出身で、明治時代の社会問題を取材した『日本之下層社会』を発表した社会

思想家は。

問題 85

現在の立山町出身で、小説家・ジャーナリスト・郷土史家・宗教活動家として知られる翁久允が、昭和 11

年（１936）に創刊した郷土研究誌は。

問題 86

氷見市出身の童謡詩人で、児童文芸雑誌「赤い鳥」などで活躍し、代表作に「くらら咲くころ」があるのは。

問題 87

県内最大のフルマラソン大会「富山マラソン」の成績上位者には、翌年、提携大会である「○○マラソン」

の出走権が与えられるが、○に入る語句は。

問題 88

南砺市上平地域の行徳寺から井波別院瑞泉寺まで、浄土真宗ゆかりの山岳古道を駆ける「世界遺産五箇山・

○○トレイルラン」の○に入る語句は。

問題 89

南砺市福光美術館が常設展示している、明治から昭和にかけて京都画壇で活躍した同地域出身の日本画家

は。

問題 90

万葉歌人・大伴家持ゆかりの地、高岡で、「○○万葉短歌バトル in 高岡」が今年８月に開催されたが、○に

入る語句は。

問題 91

今年公開された、氷見市を主な舞台にした篠原哲雄監督の映画「ばぁちゃんロード」で、主人公の祖母を

演じたのは。

問題 92

池井戸潤の同名小説を原作にした、今年公開の映画「空飛ぶタイヤ」を手がけた富山市出身の監督は。

問題 93

大相撲で活躍する富山市出身力士・朝乃山の幕下までのしこ名は。

問題 94

「劔岳　点の記」「春を背負って」に続く木村大作監督の３作目となる、県内各地で撮影されて今年公開さ

れた映画のタイトルは。

問題 95

県内で、生産年齢人口（15～64 歳）の割合が 61.2％（平成 28 年統計）と最も高い市町村はどこか。

問題 96

公募の歌詞に作曲家・久石譲が曲をつけて発表された「富山県ふるさとの歌」のタイトルは。

問題 97

富山の戦後復興のシンボル的な建造物として評価され、今年、その本館と新館が国の登録有形文化財となっ

たのは富山○○ビルデイング。○に入る名称は。

問題 98

「日本の棚田百選」には県内から２カ所が選ばれているが、三乗（富山市）ともう１カ所は○○（氷見市）。

○に入る地名は。

問題 99

富山弁で、漁師が獲物の中からまかない用に持ち帰るものを「○○」と言い、船上などで作る魚介のみそ

汁を○○汁と呼ぶが、○に入る語句は。

問題 100

「しばらく見んだら、なんちゅう○○（かわいい様子）になられたがけ」のように用いる、「いたいけ」が変

化したとされる富山弁は。
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問題１

弥陀ケ原周辺や白木峰などで多く見られる橙黄色のユリ科植物は。

問題２

平成 19 年（2007）に「日本の○○百選」として、富山県から「立山カルデラ」と「魚津埋没林」の２件が

選ばれた。○に入る漢字は。

問題３

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４

県内の名水百選のうち、瑞泉寺の開祖・綽如【しゃくにょ】上人の故事に由来する名水は。

問題５

幻の淡水魚と呼ばれるイタセンパラが生息している、氷見市にある川は仏生寺川ともう一つは何川か。

問題６

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、富山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７

急流河川の多い富山県の中でも日本屈指の平均勾配 8.5％をもつ、魚津市を流れる河川は。

問題８

○○の稜線東側に並ぶ４つの圏谷群は、圏谷群としては唯一、国の特別天然記念物に指定されているが、○

に入る山名は。

問題９

昨年、立山砂防工事の本宮えん堤と泥谷えん堤が国の重要文化財に指定されたが、既に重文になっている白

岩えん堤と合わせた新たな指定名称は。

問題 10

今年、剱岳で新たに認められた氷河で、平野部から眺望できる唯一の氷河でもあるものは。

問題 11

富山市にある「八尾化石資料館 ○○」では、古生代以前につくられた日本列島最古の岩石や、中生代をへて

新生代に至るまでの地層や化石を見ることができるが、○に入る名称を漢字で書け。

問題 12

平成 28 年（2016）から「常時観測火山」として 24 時間体制の監視が続いている県内の火山の名称は。

問題 13

魚津市で植物研究家が栽培してきた自然植物園を地元のボランティア団体が引き継ぎ、ボタンやシャクヤク、

シャクナゲなどの名所となっている「花の森・○○」の○に入る語句は。

問題 14

地形や風向の自然条件に恵まれていることから、全国初の民間企業による「洋上風力発電事業」が沖合いで

計画されている自治体は。

問題 15

今年、氷見市では初めて確認された、澄んだ渓流にすむアオガエルの仲間で美しい鳴き声が特徴の希少なカ

エルは。

問題 16

県内で、立山、剱岳に次いで３番目に高い山は。

問題 17

富山市に事務局が置かれている、日本、中国、韓国、ロシアの４カ国が共同で日本海と黄海の環境保全に取

り組む「北西太平洋地域海行動計画」の略称は。

問題 18

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の古墳を漢字で書け。

問題 19

源平盛衰記によれば、木曽義仲が倶利伽羅合戦で用いたとされる奇襲を「○○の計」と記されているが、○

に入る漢字を書け。

問題 20

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

問題 21

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 22

富山売薬の創始者とされる富山藩２代藩主はだれか、漢字で書け。

問題 23

明治２年（1869）に起こった農民一揆「ばんどり騒動」の集結の地として知られるのは、現在のどの市町村か。

問題 24

富山県内最古の木造建築物で、国の重要文化財に指定されている本殿がある、南砺市の神社の名称を漢字

で書け。

問題 25

富山市の呉羽丘陵南側にある「古沢塚山古墳」は古墳時代中期に造られ、「県内一きれいな形の○○墳」と

言われる。○に入る古墳の形状は。

問題 26

平安末期の豪族の屋敷跡とされる場所に文化人の学びの拠点として建てられた、南砺市の市指定文化財で

もある福光城址「せいかえん」を漢字で書け。

問題 27

昨年、国指定史跡「○○城跡」の城下町跡「○○遺跡」の調査で、建物や井戸の遺構約 350 基や、作物の種子、

木製品などの遺物が出土したが、○に入る語句は。

問題 28

今年のノーベル医学生理学賞を受賞した、両親が富山県出身というゆかりを持つ研究者は。

問題 29

大正時代、富山県から全国に広まった米騒動の影響で総辞職した内閣は。

問題 30

室町時代の僧・蓮如上人が、越中布教の際に最初の拠点にしたとされるのは。

問題 31

今年、南砺市の「宮大工の鑿【のみ】一丁から生まれた木彫刻美術館・○○」が、文化庁の「日本遺産」に

認められた。○に入る語句は。

問題 32

○○病が、厚生省（当時）により、全国で初めて公害病と認定されてから 50 年になる。○に入る語句を書け。

問題 33

県人が設立した造船会社で造られ、第１次南極観測隊として立山ガイドたちが乗り組んだことなどで知られ

る、今年建造 80 年を迎えた船は。

問題 34

後醍醐天皇の皇子で、鎌倉幕府倒幕計画の失敗に連座して現在の高岡市二塚に追放され、同地で亡くなった

人物は。

問題 35

射水市の特産品「○○梨」は、夏に収穫した梨を氷温保存、熟成させることで糖度が増し、年中みずみずし

い味わいを楽しめるのが特長。○に入る言葉を書け。

問題 36

弘法大師が植えたのが始まりと伝えられる、砺波市庄川町金屋地区を中心に生産されている特産品は。

問題 37

平成８年（1996）に富山県が定めた「県のさかな」３種類をすべて書け。

問題 38

農林水産省の「農山漁村の郷土料理百選」に選ばれているのは、「ます寿し」と何か。

問題 39

明治時代、富山電燈が上新川郡塩村（現・富山市）に建設した北陸初の発電所は。

問題 40

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 41

高岡市の有礒正【ありそしょう】八幡宮に伝わる、鋳物の神に感謝と祈りをささげ、伝統技法による勾玉【ま

がたま】の鋳造を披露する全国でも珍しい祭りは。

問題 42

今年、復元工事を終えた名古屋城本丸御殿では、ふすまの下貼りなどに越中和紙が用いられているが、そ

の産地は。

問題 43

法隆寺の国宝釈迦三尊像の再現プロジェクトに関わった実績から、東京芸術大学と連携して文化財の修復

や再現の事業化に取り組んでいる、県内の伝統産業は。

問題 44

砺波市栴檀山地区の特産で、「となみブランド」にも認定されている、さわし柿（渋柿の渋味を抜いたもの）

の名称は。

問題 45

富山市八尾町の上新町商店街では、平成 15 年（2003）から地産地消や地域活性化をテーマに特産品などを

販売する「なりひら○○」を開き、今年７月に 120 回目を迎えたが、○に入る語句は。

問題 46

フランスの著名シャンパン醸造家により、富山の米を使った○○を世界に向けて売り出す企画が立山町を

拠点として始まっている。○に入る語句は。

問題 47

JA となみ野が平成 21 年（2009）から生産を始め、現在では販売額約７億円を見込むまでの一大産地に成

長した作物は。

問題 48

かつて一大産地だった魚津市西布施地区の農家有志と、県中央植物園が存続に向け取り組んでいる、同市

の花にも指定されている植物は。

問題 49

今年、本格販売が始まった富山米の新品種「富富富」の CMキャラクターを務める女優は。

問題 50

昨年 11 月、県内から高岡銅器、井波彫刻などに次ぐ６品目の国の伝統的工芸品に指定されたのは。

問題 51

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 52

その水音が「残したい日本の音風景 100 選」にも選ばれている、富山市八尾町の旧町を流れる火防・流雪

用水路のことを何というか。

問題 53

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 54

富山県西部に多い、正面玄関側が大きな屋根の切妻造りで、格子状の白壁が特徴の建築様式を何というか。

問題 55

「公共交通を軸としたコンパクトなまちづくり」を進める富山市が平成 22 年（2010）から開始した、自転

車市民共同利用システムの愛称は。

問題 56

「とやま○○遺産」は、身近なところにある「地域の宝物」を再発見する県の取り組みで、これまでに「飛

越地震（安政の大地震）の記憶を留める常願寺川大転石群」などが選定されているが、○に入る語句は。

問題 57

小矢部園芸高校専攻科の卒業生と在校生によるボランティアグループ「カイニョ○○支援隊」は、砺波の

散居村の屋敷林を整備する活動を行っているが、○に入る語句は。

問題 58

射水市大島絵本館のシンボルマークになっているキャラクターの名前は。

問題 59

今年 10 月１日から交付が始まった図柄入り自動車ナンバープレートの富山版は、海越しの立山連峰に○○

を組み合わせたデザインだが、○に入る語句は。

問題 60

新産業都市計画の一環として昭和 43 年（1968）に開港。環日本海の物流拠点として発展し、今年 50 周年

を迎えた港湾は。

問題 61

かつて県内でよく見られた屋敷に付属する小さな建物で、田畑の肥料や消雪に用いるいろりの灰を保管し

た場所は。

問題 62

公共施設や住宅を中心部に集めるコンパクトシティーや公共交通網の再構築に取り組む国のモデル都市と

して、今年、県内から初めて選ばれた自治体は。

問題 63

総務省の平成 29 年（2017）の家計調査において、富山市の１世帯当たりの支出額が全国１位となった食料

品は、ブリ、昆布、魚介の漬物と、もう一つは。

問題 64

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 65

県内で唯一、「日本の渚百選」および「快水浴場百選」の両方に選定されている海岸は。

問題 66

国登録有形文化財・小杉展示館（旧小杉貯金銀行）、竹内源造記念館（旧小杉町役場）、旧小杉郵便局など

の建物から連想される建築装飾は。

問題 67

平成 22 年（2010）、国の重要無形民俗文化財に指定された入善町の伝統行事は「邑町【むらまち】の○○」

である。○に入る語句をカタカナで書け。

問題 68

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。

問題 69

毎年夏、南砺市福野で開催される異文化交流と音楽の祭典を何というか。

問題 70

今年 150 年祭が開催された「水橋橋まつり」は、町中を流れる川に初めて橋（現在の東西橋）が架けられ

たのを祝って始まった。この川の現在の名称を漢字で書け。

問題 71

入善町には大正時代の水力発電所を再生した、ユニークな「○○発電所美術館」がある。○に入る言葉を書け。

問題 72

昨年、地域団体商標に登録された、県産米と富山湾の魚介類を使った料理の名称は。

問題 73

射水市の放生津八幡宮の秋季例大祭として、「新湊曳山まつり」（曳山行事）とともに伝承されている、神

仏習合の形式を残す祭壇を飾る行事は。

問題 74

南砺市福光地域ゆかりの板画家・棟方志功のアトリエであり、家族との住居でもあった建物「りうがさい」

を、漢字で書け。

問題 75

かつて宿場町として栄えた滑川市に今も残る、国登録有形文化財「旧宮崎酒造」の愛称は。

問題 76

東日本大震災被災地で引き回しを披露するなどの活動が評価されて、昨年、日本ユネスコ協会連盟の「プ

ロジェクト未来遺産」に選ばれた祭りは。

問題 77

高岡市金屋町で開かれる「御印祭」で、「エンヤシャ、ヤッシャイ」の勇ましい掛け声とともに歌い踊られ

る作業歌は。

問題 78

今年、小矢部市の新たな観光スポットとして○○メルヘン牛やメルヘンポークのメニューが楽しめる「○

○山カフェレストラン」がオープンしたが、○に入る語句は。

問題 79

南砺市城端地区出身の農業研究家、稲塚権次郎を顕彰して開催される「権次郎まつり」で人気の牛肉と米

を使ったメニュー「権次郎○○」の、○に入る語句は。

問題 80

東京都内には県のアンテナショップが２カ所あるが、今年開館２周年を迎えた「富山のライフスタイルを

発信する」をテーマとしている店舗は。

問題 81

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 82

高岡市出身で、蒼生短歌会を創立するなど昭和歌壇に大きな足跡を残し、高岡古城公園に俳人の父の句碑

とともに歌碑が建つ歌人は。

問題 83

「伏木中学校の歌」を作詞し、同校内に記念館「海風会館」がある、今年生誕 100 年を迎えた芥川賞作家は。

問題 84

新川郡魚津町（現・魚津市）出身で、明治時代の社会問題を取材した『日本之下層社会』を発表した社会

思想家は。

問題 85

現在の立山町出身で、小説家・ジャーナリスト・郷土史家・宗教活動家として知られる翁久允が、昭和 11

年（１936）に創刊した郷土研究誌は。

問題 86

氷見市出身の童謡詩人で、児童文芸雑誌「赤い鳥」などで活躍し、代表作に「くらら咲くころ」があるのは。

問題 87

県内最大のフルマラソン大会「富山マラソン」の成績上位者には、翌年、提携大会である「○○マラソン」

の出走権が与えられるが、○に入る語句は。

問題 88

南砺市上平地域の行徳寺から井波別院瑞泉寺まで、浄土真宗ゆかりの山岳古道を駆ける「世界遺産五箇山・

○○トレイルラン」の○に入る語句は。

問題 89

南砺市福光美術館が常設展示している、明治から昭和にかけて京都画壇で活躍した同地域出身の日本画家

は。

問題 90

万葉歌人・大伴家持ゆかりの地、高岡で、「○○万葉短歌バトル in 高岡」が今年８月に開催されたが、○に

入る語句は。

問題 91

今年公開された、氷見市を主な舞台にした篠原哲雄監督の映画「ばぁちゃんロード」で、主人公の祖母を

演じたのは。

問題 92

池井戸潤の同名小説を原作にした、今年公開の映画「空飛ぶタイヤ」を手がけた富山市出身の監督は。

問題 93

大相撲で活躍する富山市出身力士・朝乃山の幕下までのしこ名は。

問題 94

「劔岳　点の記」「春を背負って」に続く木村大作監督の３作目となる、県内各地で撮影されて今年公開さ

れた映画のタイトルは。

問題 95

県内で、生産年齢人口（15～64 歳）の割合が 61.2％（平成 28 年統計）と最も高い市町村はどこか。

問題 96

公募の歌詞に作曲家・久石譲が曲をつけて発表された「富山県ふるさとの歌」のタイトルは。

問題 97

富山の戦後復興のシンボル的な建造物として評価され、今年、その本館と新館が国の登録有形文化財となっ

たのは富山○○ビルデイング。○に入る名称は。

問題 98

「日本の棚田百選」には県内から２カ所が選ばれているが、三乗（富山市）ともう１カ所は○○（氷見市）。

○に入る地名は。

問題 99

富山弁で、漁師が獲物の中からまかない用に持ち帰るものを「○○」と言い、船上などで作る魚介のみそ

汁を○○汁と呼ぶが、○に入る語句は。

問題 100

「しばらく見んだら、なんちゅう○○（かわいい様子）になられたがけ」のように用いる、「いたいけ」が変

化したとされる富山弁は。



問題１

弥陀ケ原周辺や白木峰などで多く見られる橙黄色のユリ科植物は。

問題２

平成 19 年（2007）に「日本の○○百選」として、富山県から「立山カルデラ」と「魚津埋没林」の２件が

選ばれた。○に入る漢字は。

問題３

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４

県内の名水百選のうち、瑞泉寺の開祖・綽如【しゃくにょ】上人の故事に由来する名水は。

問題５

幻の淡水魚と呼ばれるイタセンパラが生息している、氷見市にある川は仏生寺川ともう一つは何川か。

問題６

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、富山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７

急流河川の多い富山県の中でも日本屈指の平均勾配 8.5％をもつ、魚津市を流れる河川は。

問題８

○○の稜線東側に並ぶ４つの圏谷群は、圏谷群としては唯一、国の特別天然記念物に指定されているが、○

に入る山名は。

問題９

昨年、立山砂防工事の本宮えん堤と泥谷えん堤が国の重要文化財に指定されたが、既に重文になっている白

岩えん堤と合わせた新たな指定名称は。

問題 10

今年、剱岳で新たに認められた氷河で、平野部から眺望できる唯一の氷河でもあるものは。

問題 11

富山市にある「八尾化石資料館 ○○」では、古生代以前につくられた日本列島最古の岩石や、中生代をへて

新生代に至るまでの地層や化石を見ることができるが、○に入る名称を漢字で書け。

問題 12

平成 28 年（2016）から「常時観測火山」として 24 時間体制の監視が続いている県内の火山の名称は。

問題 13

魚津市で植物研究家が栽培してきた自然植物園を地元のボランティア団体が引き継ぎ、ボタンやシャクヤク、

シャクナゲなどの名所となっている「花の森・○○」の○に入る語句は。

問題 14

地形や風向の自然条件に恵まれていることから、全国初の民間企業による「洋上風力発電事業」が沖合いで

計画されている自治体は。

問題 15

今年、氷見市では初めて確認された、澄んだ渓流にすむアオガエルの仲間で美しい鳴き声が特徴の希少なカ

エルは。

問題 16

県内で、立山、剱岳に次いで３番目に高い山は。

問題 17

富山市に事務局が置かれている、日本、中国、韓国、ロシアの４カ国が共同で日本海と黄海の環境保全に取

り組む「北西太平洋地域海行動計画」の略称は。

問題 18

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の古墳を漢字で書け。

問題 19

源平盛衰記によれば、木曽義仲が倶利伽羅合戦で用いたとされる奇襲を「○○の計」と記されているが、○

に入る漢字を書け。

問題 20

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

問題 21

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 22

富山売薬の創始者とされる富山藩２代藩主はだれか、漢字で書け。

問題 23

明治２年（1869）に起こった農民一揆「ばんどり騒動」の集結の地として知られるのは、現在のどの市町村か。

問題 24

富山県内最古の木造建築物で、国の重要文化財に指定されている本殿がある、南砺市の神社の名称を漢字

で書け。

問題 25

富山市の呉羽丘陵南側にある「古沢塚山古墳」は古墳時代中期に造られ、「県内一きれいな形の○○墳」と

言われる。○に入る古墳の形状は。

問題 26

平安末期の豪族の屋敷跡とされる場所に文化人の学びの拠点として建てられた、南砺市の市指定文化財で

もある福光城址「せいかえん」を漢字で書け。

問題 27

昨年、国指定史跡「○○城跡」の城下町跡「○○遺跡」の調査で、建物や井戸の遺構約 350 基や、作物の種子、

木製品などの遺物が出土したが、○に入る語句は。

問題 28

今年のノーベル医学生理学賞を受賞した、両親が富山県出身というゆかりを持つ研究者は。

問題 29

大正時代、富山県から全国に広まった米騒動の影響で総辞職した内閣は。

問題 30

室町時代の僧・蓮如上人が、越中布教の際に最初の拠点にしたとされるのは。

問題 31

今年、南砺市の「宮大工の鑿【のみ】一丁から生まれた木彫刻美術館・○○」が、文化庁の「日本遺産」に

認められた。○に入る語句は。

問題 32

○○病が、厚生省（当時）により、全国で初めて公害病と認定されてから 50 年になる。○に入る語句を書け。

問題 33

県人が設立した造船会社で造られ、第１次南極観測隊として立山ガイドたちが乗り組んだことなどで知られ

る、今年建造 80 年を迎えた船は。

問題 34

後醍醐天皇の皇子で、鎌倉幕府倒幕計画の失敗に連座して現在の高岡市二塚に追放され、同地で亡くなった

人物は。

問題 35

射水市の特産品「○○梨」は、夏に収穫した梨を氷温保存、熟成させることで糖度が増し、年中みずみずし

い味わいを楽しめるのが特長。○に入る言葉を書け。

問題 36

弘法大師が植えたのが始まりと伝えられる、砺波市庄川町金屋地区を中心に生産されている特産品は。

問題 37

平成８年（1996）に富山県が定めた「県のさかな」３種類をすべて書け。

問題 38

農林水産省の「農山漁村の郷土料理百選」に選ばれているのは、「ます寿し」と何か。

問題 39

明治時代、富山電燈が上新川郡塩村（現・富山市）に建設した北陸初の発電所は。

問題 40

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 41

高岡市の有礒正【ありそしょう】八幡宮に伝わる、鋳物の神に感謝と祈りをささげ、伝統技法による勾玉【ま

がたま】の鋳造を披露する全国でも珍しい祭りは。

問題 42

今年、復元工事を終えた名古屋城本丸御殿では、ふすまの下貼りなどに越中和紙が用いられているが、そ

の産地は。

問題 43

法隆寺の国宝釈迦三尊像の再現プロジェクトに関わった実績から、東京芸術大学と連携して文化財の修復

や再現の事業化に取り組んでいる、県内の伝統産業は。

問題 44

砺波市栴檀山地区の特産で、「となみブランド」にも認定されている、さわし柿（渋柿の渋味を抜いたもの）

の名称は。

問題 45

富山市八尾町の上新町商店街では、平成 15 年（2003）から地産地消や地域活性化をテーマに特産品などを

販売する「なりひら○○」を開き、今年７月に 120 回目を迎えたが、○に入る語句は。

問題 46

フランスの著名シャンパン醸造家により、富山の米を使った○○を世界に向けて売り出す企画が立山町を

拠点として始まっている。○に入る語句は。

問題 47

JA となみ野が平成 21 年（2009）から生産を始め、現在では販売額約７億円を見込むまでの一大産地に成

長した作物は。

問題 48

かつて一大産地だった魚津市西布施地区の農家有志と、県中央植物園が存続に向け取り組んでいる、同市

の花にも指定されている植物は。

問題 49

今年、本格販売が始まった富山米の新品種「富富富」の CMキャラクターを務める女優は。

問題 50

昨年 11 月、県内から高岡銅器、井波彫刻などに次ぐ６品目の国の伝統的工芸品に指定されたのは。

問題 51

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 52

その水音が「残したい日本の音風景 100 選」にも選ばれている、富山市八尾町の旧町を流れる火防・流雪

用水路のことを何というか。

問題 53

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 54

富山県西部に多い、正面玄関側が大きな屋根の切妻造りで、格子状の白壁が特徴の建築様式を何というか。

問題 55

「公共交通を軸としたコンパクトなまちづくり」を進める富山市が平成 22 年（2010）から開始した、自転

車市民共同利用システムの愛称は。

問題 56

「とやま○○遺産」は、身近なところにある「地域の宝物」を再発見する県の取り組みで、これまでに「飛

越地震（安政の大地震）の記憶を留める常願寺川大転石群」などが選定されているが、○に入る語句は。

問題 57

小矢部園芸高校専攻科の卒業生と在校生によるボランティアグループ「カイニョ○○支援隊」は、砺波の

散居村の屋敷林を整備する活動を行っているが、○に入る語句は。

問題 58

射水市大島絵本館のシンボルマークになっているキャラクターの名前は。

問題 59

今年 10 月１日から交付が始まった図柄入り自動車ナンバープレートの富山版は、海越しの立山連峰に○○

を組み合わせたデザインだが、○に入る語句は。

問題 60

新産業都市計画の一環として昭和 43 年（1968）に開港。環日本海の物流拠点として発展し、今年 50 周年

を迎えた港湾は。

問題 61

かつて県内でよく見られた屋敷に付属する小さな建物で、田畑の肥料や消雪に用いるいろりの灰を保管し

た場所は。

問題 62

公共施設や住宅を中心部に集めるコンパクトシティーや公共交通網の再構築に取り組む国のモデル都市と

して、今年、県内から初めて選ばれた自治体は。

問題 63

総務省の平成 29 年（2017）の家計調査において、富山市の１世帯当たりの支出額が全国１位となった食料

品は、ブリ、昆布、魚介の漬物と、もう一つは。

問題 64

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 65

県内で唯一、「日本の渚百選」および「快水浴場百選」の両方に選定されている海岸は。

問題 66

国登録有形文化財・小杉展示館（旧小杉貯金銀行）、竹内源造記念館（旧小杉町役場）、旧小杉郵便局など

の建物から連想される建築装飾は。

問題 67

平成 22 年（2010）、国の重要無形民俗文化財に指定された入善町の伝統行事は「邑町【むらまち】の○○」

である。○に入る語句をカタカナで書け。

問題 68

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。

問題 69

毎年夏、南砺市福野で開催される異文化交流と音楽の祭典を何というか。

問題 70

今年 150 年祭が開催された「水橋橋まつり」は、町中を流れる川に初めて橋（現在の東西橋）が架けられ

たのを祝って始まった。この川の現在の名称を漢字で書け。

問題 71

入善町には大正時代の水力発電所を再生した、ユニークな「○○発電所美術館」がある。○に入る言葉を書け。

問題 72

昨年、地域団体商標に登録された、県産米と富山湾の魚介類を使った料理の名称は。

問題 73

射水市の放生津八幡宮の秋季例大祭として、「新湊曳山まつり」（曳山行事）とともに伝承されている、神

仏習合の形式を残す祭壇を飾る行事は。

問題 74

南砺市福光地域ゆかりの板画家・棟方志功のアトリエであり、家族との住居でもあった建物「りうがさい」

を、漢字で書け。

問題 75

かつて宿場町として栄えた滑川市に今も残る、国登録有形文化財「旧宮崎酒造」の愛称は。

問題 76

東日本大震災被災地で引き回しを披露するなどの活動が評価されて、昨年、日本ユネスコ協会連盟の「プ

ロジェクト未来遺産」に選ばれた祭りは。

問題 77

高岡市金屋町で開かれる「御印祭」で、「エンヤシャ、ヤッシャイ」の勇ましい掛け声とともに歌い踊られ

る作業歌は。

問題 78

今年、小矢部市の新たな観光スポットとして○○メルヘン牛やメルヘンポークのメニューが楽しめる「○

○山カフェレストラン」がオープンしたが、○に入る語句は。

問題 79

南砺市城端地区出身の農業研究家、稲塚権次郎を顕彰して開催される「権次郎まつり」で人気の牛肉と米

を使ったメニュー「権次郎○○」の、○に入る語句は。

問題 80

東京都内には県のアンテナショップが２カ所あるが、今年開館２周年を迎えた「富山のライフスタイルを

発信する」をテーマとしている店舗は。

問題 81

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 82

高岡市出身で、蒼生短歌会を創立するなど昭和歌壇に大きな足跡を残し、高岡古城公園に俳人の父の句碑

とともに歌碑が建つ歌人は。

問題 83

「伏木中学校の歌」を作詞し、同校内に記念館「海風会館」がある、今年生誕 100 年を迎えた芥川賞作家は。

問題 84

新川郡魚津町（現・魚津市）出身で、明治時代の社会問題を取材した『日本之下層社会』を発表した社会

思想家は。

問題 85

現在の立山町出身で、小説家・ジャーナリスト・郷土史家・宗教活動家として知られる翁久允が、昭和 11

年（１936）に創刊した郷土研究誌は。

問題 86

氷見市出身の童謡詩人で、児童文芸雑誌「赤い鳥」などで活躍し、代表作に「くらら咲くころ」があるのは。

問題 87

県内最大のフルマラソン大会「富山マラソン」の成績上位者には、翌年、提携大会である「○○マラソン」

の出走権が与えられるが、○に入る語句は。

問題 88

南砺市上平地域の行徳寺から井波別院瑞泉寺まで、浄土真宗ゆかりの山岳古道を駆ける「世界遺産五箇山・

○○トレイルラン」の○に入る語句は。

問題 89

南砺市福光美術館が常設展示している、明治から昭和にかけて京都画壇で活躍した同地域出身の日本画家

は。

問題 90

万葉歌人・大伴家持ゆかりの地、高岡で、「○○万葉短歌バトル in 高岡」が今年８月に開催されたが、○に

入る語句は。

問題 91

今年公開された、氷見市を主な舞台にした篠原哲雄監督の映画「ばぁちゃんロード」で、主人公の祖母を

演じたのは。

問題 92

池井戸潤の同名小説を原作にした、今年公開の映画「空飛ぶタイヤ」を手がけた富山市出身の監督は。

問題 93

大相撲で活躍する富山市出身力士・朝乃山の幕下までのしこ名は。

問題 94

「劔岳　点の記」「春を背負って」に続く木村大作監督の３作目となる、県内各地で撮影されて今年公開さ

れた映画のタイトルは。

問題 95

県内で、生産年齢人口（15～64 歳）の割合が 61.2％（平成 28 年統計）と最も高い市町村はどこか。

問題 96

公募の歌詞に作曲家・久石譲が曲をつけて発表された「富山県ふるさとの歌」のタイトルは。

問題 97

富山の戦後復興のシンボル的な建造物として評価され、今年、その本館と新館が国の登録有形文化財となっ

たのは富山○○ビルデイング。○に入る名称は。

問題 98

「日本の棚田百選」には県内から２カ所が選ばれているが、三乗（富山市）ともう１カ所は○○（氷見市）。

○に入る地名は。

問題 99

富山弁で、漁師が獲物の中からまかない用に持ち帰るものを「○○」と言い、船上などで作る魚介のみそ

汁を○○汁と呼ぶが、○に入る語句は。

問題 100

「しばらく見んだら、なんちゅう○○（かわいい様子）になられたがけ」のように用いる、「いたいけ」が変

化したとされる富山弁は。



問題１

弥陀ケ原周辺や白木峰などで多く見られる橙黄色のユリ科植物は。

問題２

平成 19 年（2007）に「日本の○○百選」として、富山県から「立山カルデラ」と「魚津埋没林」の２件が

選ばれた。○に入る漢字は。

問題３

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４

県内の名水百選のうち、瑞泉寺の開祖・綽如【しゃくにょ】上人の故事に由来する名水は。

問題５

幻の淡水魚と呼ばれるイタセンパラが生息している、氷見市にある川は仏生寺川ともう一つは何川か。

問題６

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、富山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７

急流河川の多い富山県の中でも日本屈指の平均勾配 8.5％をもつ、魚津市を流れる河川は。

問題８

○○の稜線東側に並ぶ４つの圏谷群は、圏谷群としては唯一、国の特別天然記念物に指定されているが、○

に入る山名は。

問題９

昨年、立山砂防工事の本宮えん堤と泥谷えん堤が国の重要文化財に指定されたが、既に重文になっている白

岩えん堤と合わせた新たな指定名称は。

問題 10

今年、剱岳で新たに認められた氷河で、平野部から眺望できる唯一の氷河でもあるものは。

問題 11

富山市にある「八尾化石資料館 ○○」では、古生代以前につくられた日本列島最古の岩石や、中生代をへて

新生代に至るまでの地層や化石を見ることができるが、○に入る名称を漢字で書け。

問題 12

平成 28 年（2016）から「常時観測火山」として 24 時間体制の監視が続いている県内の火山の名称は。

問題 13

魚津市で植物研究家が栽培してきた自然植物園を地元のボランティア団体が引き継ぎ、ボタンやシャクヤク、

シャクナゲなどの名所となっている「花の森・○○」の○に入る語句は。

問題 14

地形や風向の自然条件に恵まれていることから、全国初の民間企業による「洋上風力発電事業」が沖合いで

計画されている自治体は。

問題 15

今年、氷見市では初めて確認された、澄んだ渓流にすむアオガエルの仲間で美しい鳴き声が特徴の希少なカ

エルは。

問題 16

県内で、立山、剱岳に次いで３番目に高い山は。

問題 17

富山市に事務局が置かれている、日本、中国、韓国、ロシアの４カ国が共同で日本海と黄海の環境保全に取

り組む「北西太平洋地域海行動計画」の略称は。

問題 18

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の古墳を漢字で書け。

問題 19

源平盛衰記によれば、木曽義仲が倶利伽羅合戦で用いたとされる奇襲を「○○の計」と記されているが、○

に入る漢字を書け。

問題 20

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

問題 21

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 22

富山売薬の創始者とされる富山藩２代藩主はだれか、漢字で書け。

問題 23

明治２年（1869）に起こった農民一揆「ばんどり騒動」の集結の地として知られるのは、現在のどの市町村か。

問題 24

富山県内最古の木造建築物で、国の重要文化財に指定されている本殿がある、南砺市の神社の名称を漢字

で書け。

問題 25

富山市の呉羽丘陵南側にある「古沢塚山古墳」は古墳時代中期に造られ、「県内一きれいな形の○○墳」と

言われる。○に入る古墳の形状は。

問題 26

平安末期の豪族の屋敷跡とされる場所に文化人の学びの拠点として建てられた、南砺市の市指定文化財で

もある福光城址「せいかえん」を漢字で書け。

問題 27

昨年、国指定史跡「○○城跡」の城下町跡「○○遺跡」の調査で、建物や井戸の遺構約 350 基や、作物の種子、

木製品などの遺物が出土したが、○に入る語句は。

問題 28

今年のノーベル医学生理学賞を受賞した、両親が富山県出身というゆかりを持つ研究者は。

問題 29

大正時代、富山県から全国に広まった米騒動の影響で総辞職した内閣は。

問題 30

室町時代の僧・蓮如上人が、越中布教の際に最初の拠点にしたとされるのは。

問題 31

今年、南砺市の「宮大工の鑿【のみ】一丁から生まれた木彫刻美術館・○○」が、文化庁の「日本遺産」に

認められた。○に入る語句は。

問題 32

○○病が、厚生省（当時）により、全国で初めて公害病と認定されてから 50 年になる。○に入る語句を書け。

問題 33

県人が設立した造船会社で造られ、第１次南極観測隊として立山ガイドたちが乗り組んだことなどで知られ

る、今年建造 80 年を迎えた船は。

問題 34

後醍醐天皇の皇子で、鎌倉幕府倒幕計画の失敗に連座して現在の高岡市二塚に追放され、同地で亡くなった

人物は。

問題 35

射水市の特産品「○○梨」は、夏に収穫した梨を氷温保存、熟成させることで糖度が増し、年中みずみずし

い味わいを楽しめるのが特長。○に入る言葉を書け。

問題 36

弘法大師が植えたのが始まりと伝えられる、砺波市庄川町金屋地区を中心に生産されている特産品は。

問題 37

平成８年（1996）に富山県が定めた「県のさかな」３種類をすべて書け。

問題 38

農林水産省の「農山漁村の郷土料理百選」に選ばれているのは、「ます寿し」と何か。

問題 39

明治時代、富山電燈が上新川郡塩村（現・富山市）に建設した北陸初の発電所は。

問題 40

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 41

高岡市の有礒正【ありそしょう】八幡宮に伝わる、鋳物の神に感謝と祈りをささげ、伝統技法による勾玉【ま

がたま】の鋳造を披露する全国でも珍しい祭りは。

問題 42

今年、復元工事を終えた名古屋城本丸御殿では、ふすまの下貼りなどに越中和紙が用いられているが、そ

の産地は。

問題 43

法隆寺の国宝釈迦三尊像の再現プロジェクトに関わった実績から、東京芸術大学と連携して文化財の修復

や再現の事業化に取り組んでいる、県内の伝統産業は。

問題 44

砺波市栴檀山地区の特産で、「となみブランド」にも認定されている、さわし柿（渋柿の渋味を抜いたもの）

の名称は。

問題 45

富山市八尾町の上新町商店街では、平成 15 年（2003）から地産地消や地域活性化をテーマに特産品などを

販売する「なりひら○○」を開き、今年７月に 120 回目を迎えたが、○に入る語句は。

問題 46

フランスの著名シャンパン醸造家により、富山の米を使った○○を世界に向けて売り出す企画が立山町を

拠点として始まっている。○に入る語句は。

問題 47

JA となみ野が平成 21 年（2009）から生産を始め、現在では販売額約７億円を見込むまでの一大産地に成

長した作物は。

問題 48

かつて一大産地だった魚津市西布施地区の農家有志と、県中央植物園が存続に向け取り組んでいる、同市

の花にも指定されている植物は。

問題 49

今年、本格販売が始まった富山米の新品種「富富富」の CMキャラクターを務める女優は。

問題 50

昨年 11 月、県内から高岡銅器、井波彫刻などに次ぐ６品目の国の伝統的工芸品に指定されたのは。

問題 51

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 52

その水音が「残したい日本の音風景 100 選」にも選ばれている、富山市八尾町の旧町を流れる火防・流雪

用水路のことを何というか。

問題 53

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 54

富山県西部に多い、正面玄関側が大きな屋根の切妻造りで、格子状の白壁が特徴の建築様式を何というか。

問題 55

「公共交通を軸としたコンパクトなまちづくり」を進める富山市が平成 22 年（2010）から開始した、自転

車市民共同利用システムの愛称は。

問題 56

「とやま○○遺産」は、身近なところにある「地域の宝物」を再発見する県の取り組みで、これまでに「飛

越地震（安政の大地震）の記憶を留める常願寺川大転石群」などが選定されているが、○に入る語句は。

問題 57

小矢部園芸高校専攻科の卒業生と在校生によるボランティアグループ「カイニョ○○支援隊」は、砺波の

散居村の屋敷林を整備する活動を行っているが、○に入る語句は。

問題 58

射水市大島絵本館のシンボルマークになっているキャラクターの名前は。

問題 59

今年 10 月１日から交付が始まった図柄入り自動車ナンバープレートの富山版は、海越しの立山連峰に○○

を組み合わせたデザインだが、○に入る語句は。

問題 60

新産業都市計画の一環として昭和 43 年（1968）に開港。環日本海の物流拠点として発展し、今年 50 周年

を迎えた港湾は。

問題 61

かつて県内でよく見られた屋敷に付属する小さな建物で、田畑の肥料や消雪に用いるいろりの灰を保管し

た場所は。

問題 62

公共施設や住宅を中心部に集めるコンパクトシティーや公共交通網の再構築に取り組む国のモデル都市と

して、今年、県内から初めて選ばれた自治体は。

問題 63

総務省の平成 29 年（2017）の家計調査において、富山市の１世帯当たりの支出額が全国１位となった食料

品は、ブリ、昆布、魚介の漬物と、もう一つは。

問題 64

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 65

県内で唯一、「日本の渚百選」および「快水浴場百選」の両方に選定されている海岸は。

問題 66

国登録有形文化財・小杉展示館（旧小杉貯金銀行）、竹内源造記念館（旧小杉町役場）、旧小杉郵便局など

の建物から連想される建築装飾は。

問題 67

平成 22 年（2010）、国の重要無形民俗文化財に指定された入善町の伝統行事は「邑町【むらまち】の○○」

である。○に入る語句をカタカナで書け。

問題 68

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。

問題 69

毎年夏、南砺市福野で開催される異文化交流と音楽の祭典を何というか。

問題 70

今年 150 年祭が開催された「水橋橋まつり」は、町中を流れる川に初めて橋（現在の東西橋）が架けられ

たのを祝って始まった。この川の現在の名称を漢字で書け。

問題 71

入善町には大正時代の水力発電所を再生した、ユニークな「○○発電所美術館」がある。○に入る言葉を書け。

問題 72

昨年、地域団体商標に登録された、県産米と富山湾の魚介類を使った料理の名称は。

問題 73

射水市の放生津八幡宮の秋季例大祭として、「新湊曳山まつり」（曳山行事）とともに伝承されている、神

仏習合の形式を残す祭壇を飾る行事は。

問題 74

南砺市福光地域ゆかりの板画家・棟方志功のアトリエであり、家族との住居でもあった建物「りうがさい」

を、漢字で書け。

問題 75

かつて宿場町として栄えた滑川市に今も残る、国登録有形文化財「旧宮崎酒造」の愛称は。

問題 76

東日本大震災被災地で引き回しを披露するなどの活動が評価されて、昨年、日本ユネスコ協会連盟の「プ

ロジェクト未来遺産」に選ばれた祭りは。

問題 77

高岡市金屋町で開かれる「御印祭」で、「エンヤシャ、ヤッシャイ」の勇ましい掛け声とともに歌い踊られ

る作業歌は。

問題 78

今年、小矢部市の新たな観光スポットとして○○メルヘン牛やメルヘンポークのメニューが楽しめる「○

○山カフェレストラン」がオープンしたが、○に入る語句は。

問題 79

南砺市城端地区出身の農業研究家、稲塚権次郎を顕彰して開催される「権次郎まつり」で人気の牛肉と米

を使ったメニュー「権次郎○○」の、○に入る語句は。

問題 80

東京都内には県のアンテナショップが２カ所あるが、今年開館２周年を迎えた「富山のライフスタイルを

発信する」をテーマとしている店舗は。

問題 81

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 82

高岡市出身で、蒼生短歌会を創立するなど昭和歌壇に大きな足跡を残し、高岡古城公園に俳人の父の句碑

とともに歌碑が建つ歌人は。

問題 83

「伏木中学校の歌」を作詞し、同校内に記念館「海風会館」がある、今年生誕 100 年を迎えた芥川賞作家は。

問題 84

新川郡魚津町（現・魚津市）出身で、明治時代の社会問題を取材した『日本之下層社会』を発表した社会

思想家は。

問題 85

現在の立山町出身で、小説家・ジャーナリスト・郷土史家・宗教活動家として知られる翁久允が、昭和 11

年（１936）に創刊した郷土研究誌は。

問題 86

氷見市出身の童謡詩人で、児童文芸雑誌「赤い鳥」などで活躍し、代表作に「くらら咲くころ」があるのは。

問題 87

県内最大のフルマラソン大会「富山マラソン」の成績上位者には、翌年、提携大会である「○○マラソン」

の出走権が与えられるが、○に入る語句は。

問題 88

南砺市上平地域の行徳寺から井波別院瑞泉寺まで、浄土真宗ゆかりの山岳古道を駆ける「世界遺産五箇山・

○○トレイルラン」の○に入る語句は。

問題 89

南砺市福光美術館が常設展示している、明治から昭和にかけて京都画壇で活躍した同地域出身の日本画家

は。

問題 90

万葉歌人・大伴家持ゆかりの地、高岡で、「○○万葉短歌バトル in 高岡」が今年８月に開催されたが、○に

入る語句は。

問題 91

今年公開された、氷見市を主な舞台にした篠原哲雄監督の映画「ばぁちゃんロード」で、主人公の祖母を

演じたのは。

問題 92

池井戸潤の同名小説を原作にした、今年公開の映画「空飛ぶタイヤ」を手がけた富山市出身の監督は。

問題 93

大相撲で活躍する富山市出身力士・朝乃山の幕下までのしこ名は。

問題 94

「劔岳　点の記」「春を背負って」に続く木村大作監督の３作目となる、県内各地で撮影されて今年公開さ

れた映画のタイトルは。

問題 95

県内で、生産年齢人口（15～64 歳）の割合が 61.2％（平成 28 年統計）と最も高い市町村はどこか。

問題 96

公募の歌詞に作曲家・久石譲が曲をつけて発表された「富山県ふるさとの歌」のタイトルは。

問題 97

富山の戦後復興のシンボル的な建造物として評価され、今年、その本館と新館が国の登録有形文化財となっ

たのは富山○○ビルデイング。○に入る名称は。

問題 98

「日本の棚田百選」には県内から２カ所が選ばれているが、三乗（富山市）ともう１カ所は○○（氷見市）。

○に入る地名は。

問題 99

富山弁で、漁師が獲物の中からまかない用に持ち帰るものを「○○」と言い、船上などで作る魚介のみそ

汁を○○汁と呼ぶが、○に入る語句は。

問題 100

「しばらく見んだら、なんちゅう○○（かわいい様子）になられたがけ」のように用いる、「いたいけ」が変

化したとされる富山弁は。



問題１

弥陀ケ原周辺や白木峰などで多く見られる橙黄色のユリ科植物は。

問題２

平成 19 年（2007）に「日本の○○百選」として、富山県から「立山カルデラ」と「魚津埋没林」の２件が

選ばれた。○に入る漢字は。

問題３

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４

県内の名水百選のうち、瑞泉寺の開祖・綽如【しゃくにょ】上人の故事に由来する名水は。

問題５

幻の淡水魚と呼ばれるイタセンパラが生息している、氷見市にある川は仏生寺川ともう一つは何川か。

問題６

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、富山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７

急流河川の多い富山県の中でも日本屈指の平均勾配 8.5％をもつ、魚津市を流れる河川は。

問題８

○○の稜線東側に並ぶ４つの圏谷群は、圏谷群としては唯一、国の特別天然記念物に指定されているが、○

に入る山名は。

問題９

昨年、立山砂防工事の本宮えん堤と泥谷えん堤が国の重要文化財に指定されたが、既に重文になっている白

岩えん堤と合わせた新たな指定名称は。

問題 10

今年、剱岳で新たに認められた氷河で、平野部から眺望できる唯一の氷河でもあるものは。

問題 11

富山市にある「八尾化石資料館 ○○」では、古生代以前につくられた日本列島最古の岩石や、中生代をへて

新生代に至るまでの地層や化石を見ることができるが、○に入る名称を漢字で書け。

問題 12

平成 28 年（2016）から「常時観測火山」として 24 時間体制の監視が続いている県内の火山の名称は。

問題 13

魚津市で植物研究家が栽培してきた自然植物園を地元のボランティア団体が引き継ぎ、ボタンやシャクヤク、

シャクナゲなどの名所となっている「花の森・○○」の○に入る語句は。

問題 14

地形や風向の自然条件に恵まれていることから、全国初の民間企業による「洋上風力発電事業」が沖合いで

計画されている自治体は。

問題 15

今年、氷見市では初めて確認された、澄んだ渓流にすむアオガエルの仲間で美しい鳴き声が特徴の希少なカ

エルは。

問題 16

県内で、立山、剱岳に次いで３番目に高い山は。

問題 17

富山市に事務局が置かれている、日本、中国、韓国、ロシアの４カ国が共同で日本海と黄海の環境保全に取

り組む「北西太平洋地域海行動計画」の略称は。

問題 18

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の古墳を漢字で書け。

問題 19

源平盛衰記によれば、木曽義仲が倶利伽羅合戦で用いたとされる奇襲を「○○の計」と記されているが、○

に入る漢字を書け。

問題 20

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

問題 21

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 22

富山売薬の創始者とされる富山藩２代藩主はだれか、漢字で書け。

問題 23

明治２年（1869）に起こった農民一揆「ばんどり騒動」の集結の地として知られるのは、現在のどの市町村か。

問題 24

富山県内最古の木造建築物で、国の重要文化財に指定されている本殿がある、南砺市の神社の名称を漢字

で書け。

問題 25

富山市の呉羽丘陵南側にある「古沢塚山古墳」は古墳時代中期に造られ、「県内一きれいな形の○○墳」と

言われる。○に入る古墳の形状は。

問題 26

平安末期の豪族の屋敷跡とされる場所に文化人の学びの拠点として建てられた、南砺市の市指定文化財で

もある福光城址「せいかえん」を漢字で書け。

問題 27

昨年、国指定史跡「○○城跡」の城下町跡「○○遺跡」の調査で、建物や井戸の遺構約 350 基や、作物の種子、

木製品などの遺物が出土したが、○に入る語句は。

問題 28

今年のノーベル医学生理学賞を受賞した、両親が富山県出身というゆかりを持つ研究者は。

問題 29

大正時代、富山県から全国に広まった米騒動の影響で総辞職した内閣は。

問題 30

室町時代の僧・蓮如上人が、越中布教の際に最初の拠点にしたとされるのは。

問題 31

今年、南砺市の「宮大工の鑿【のみ】一丁から生まれた木彫刻美術館・○○」が、文化庁の「日本遺産」に

認められた。○に入る語句は。

問題 32

○○病が、厚生省（当時）により、全国で初めて公害病と認定されてから 50 年になる。○に入る語句を書け。

問題 33

県人が設立した造船会社で造られ、第１次南極観測隊として立山ガイドたちが乗り組んだことなどで知られ

る、今年建造 80 年を迎えた船は。

問題 34

後醍醐天皇の皇子で、鎌倉幕府倒幕計画の失敗に連座して現在の高岡市二塚に追放され、同地で亡くなった

人物は。

問題 35

射水市の特産品「○○梨」は、夏に収穫した梨を氷温保存、熟成させることで糖度が増し、年中みずみずし

い味わいを楽しめるのが特長。○に入る言葉を書け。

問題 36

弘法大師が植えたのが始まりと伝えられる、砺波市庄川町金屋地区を中心に生産されている特産品は。

問題 37

平成８年（1996）に富山県が定めた「県のさかな」３種類をすべて書け。

問題 38

農林水産省の「農山漁村の郷土料理百選」に選ばれているのは、「ます寿し」と何か。

問題 39

明治時代、富山電燈が上新川郡塩村（現・富山市）に建設した北陸初の発電所は。

問題 40

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 41

高岡市の有礒正【ありそしょう】八幡宮に伝わる、鋳物の神に感謝と祈りをささげ、伝統技法による勾玉【ま

がたま】の鋳造を披露する全国でも珍しい祭りは。

問題 42

今年、復元工事を終えた名古屋城本丸御殿では、ふすまの下貼りなどに越中和紙が用いられているが、そ

の産地は。

問題 43

法隆寺の国宝釈迦三尊像の再現プロジェクトに関わった実績から、東京芸術大学と連携して文化財の修復

や再現の事業化に取り組んでいる、県内の伝統産業は。

問題 44

砺波市栴檀山地区の特産で、「となみブランド」にも認定されている、さわし柿（渋柿の渋味を抜いたもの）

の名称は。

問題 45

富山市八尾町の上新町商店街では、平成 15 年（2003）から地産地消や地域活性化をテーマに特産品などを

販売する「なりひら○○」を開き、今年７月に 120 回目を迎えたが、○に入る語句は。

問題 46

フランスの著名シャンパン醸造家により、富山の米を使った○○を世界に向けて売り出す企画が立山町を

拠点として始まっている。○に入る語句は。

問題 47

JA となみ野が平成 21 年（2009）から生産を始め、現在では販売額約７億円を見込むまでの一大産地に成

長した作物は。

問題 48

かつて一大産地だった魚津市西布施地区の農家有志と、県中央植物園が存続に向け取り組んでいる、同市

の花にも指定されている植物は。

問題 49

今年、本格販売が始まった富山米の新品種「富富富」の CMキャラクターを務める女優は。

問題 50

昨年 11 月、県内から高岡銅器、井波彫刻などに次ぐ６品目の国の伝統的工芸品に指定されたのは。

問題 51

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 52

その水音が「残したい日本の音風景 100 選」にも選ばれている、富山市八尾町の旧町を流れる火防・流雪

用水路のことを何というか。

問題 53

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 54

富山県西部に多い、正面玄関側が大きな屋根の切妻造りで、格子状の白壁が特徴の建築様式を何というか。

問題 55

「公共交通を軸としたコンパクトなまちづくり」を進める富山市が平成 22 年（2010）から開始した、自転

車市民共同利用システムの愛称は。

問題 56

「とやま○○遺産」は、身近なところにある「地域の宝物」を再発見する県の取り組みで、これまでに「飛

越地震（安政の大地震）の記憶を留める常願寺川大転石群」などが選定されているが、○に入る語句は。

問題 57

小矢部園芸高校専攻科の卒業生と在校生によるボランティアグループ「カイニョ○○支援隊」は、砺波の

散居村の屋敷林を整備する活動を行っているが、○に入る語句は。

問題 58

射水市大島絵本館のシンボルマークになっているキャラクターの名前は。

問題 59

今年 10 月１日から交付が始まった図柄入り自動車ナンバープレートの富山版は、海越しの立山連峰に○○

を組み合わせたデザインだが、○に入る語句は。

問題 60

新産業都市計画の一環として昭和 43 年（1968）に開港。環日本海の物流拠点として発展し、今年 50 周年

を迎えた港湾は。

問題 61

かつて県内でよく見られた屋敷に付属する小さな建物で、田畑の肥料や消雪に用いるいろりの灰を保管し

た場所は。

問題 62

公共施設や住宅を中心部に集めるコンパクトシティーや公共交通網の再構築に取り組む国のモデル都市と

して、今年、県内から初めて選ばれた自治体は。

問題 63

総務省の平成 29 年（2017）の家計調査において、富山市の１世帯当たりの支出額が全国１位となった食料

品は、ブリ、昆布、魚介の漬物と、もう一つは。

問題 64

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 65

県内で唯一、「日本の渚百選」および「快水浴場百選」の両方に選定されている海岸は。

問題 66

国登録有形文化財・小杉展示館（旧小杉貯金銀行）、竹内源造記念館（旧小杉町役場）、旧小杉郵便局など

の建物から連想される建築装飾は。

問題 67

平成 22 年（2010）、国の重要無形民俗文化財に指定された入善町の伝統行事は「邑町【むらまち】の○○」

である。○に入る語句をカタカナで書け。

問題 68

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。

問題 69

毎年夏、南砺市福野で開催される異文化交流と音楽の祭典を何というか。

問題 70

今年 150 年祭が開催された「水橋橋まつり」は、町中を流れる川に初めて橋（現在の東西橋）が架けられ

たのを祝って始まった。この川の現在の名称を漢字で書け。

問題 71

入善町には大正時代の水力発電所を再生した、ユニークな「○○発電所美術館」がある。○に入る言葉を書け。

問題 72

昨年、地域団体商標に登録された、県産米と富山湾の魚介類を使った料理の名称は。

問題 73

射水市の放生津八幡宮の秋季例大祭として、「新湊曳山まつり」（曳山行事）とともに伝承されている、神

仏習合の形式を残す祭壇を飾る行事は。

問題 74

南砺市福光地域ゆかりの板画家・棟方志功のアトリエであり、家族との住居でもあった建物「りうがさい」

を、漢字で書け。

問題 75

かつて宿場町として栄えた滑川市に今も残る、国登録有形文化財「旧宮崎酒造」の愛称は。

問題 76

東日本大震災被災地で引き回しを披露するなどの活動が評価されて、昨年、日本ユネスコ協会連盟の「プ

A

ロジェクト未来遺産」に選ばれた祭りは。

問題 77

高岡市金屋町で開かれる「御印祭」で、「エンヤシャ、ヤッシャイ」の勇ましい掛け声とともに歌い踊られ

る作業歌は。

問題 78

今年、小矢部市の新たな観光スポットとして○○メルヘン牛やメルヘンポークのメニューが楽しめる「○

○山カフェレストラン」がオープンしたが、○に入る語句は。

問題 79

南砺市城端地区出身の農業研究家、稲塚権次郎を顕彰して開催される「権次郎まつり」で人気の牛肉と米

を使ったメニュー「権次郎○○」の、○に入る語句は。

問題 80

東京都内には県のアンテナショップが２カ所あるが、今年開館２周年を迎えた「富山のライフスタイルを

発信する」をテーマとしている店舗は。

問題 81

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 82

高岡市出身で、蒼生短歌会を創立するなど昭和歌壇に大きな足跡を残し、高岡古城公園に俳人の父の句碑

とともに歌碑が建つ歌人は。

問題 83

「伏木中学校の歌」を作詞し、同校内に記念館「海風会館」がある、今年生誕 100 年を迎えた芥川賞作家は。

問題 84

新川郡魚津町（現・魚津市）出身で、明治時代の社会問題を取材した『日本之下層社会』を発表した社会

思想家は。

問題 85

現在の立山町出身で、小説家・ジャーナリスト・郷土史家・宗教活動家として知られる翁久允が、昭和 11

年（１936）に創刊した郷土研究誌は。

問題 86

氷見市出身の童謡詩人で、児童文芸雑誌「赤い鳥」などで活躍し、代表作に「くらら咲くころ」があるのは。

問題 87

県内最大のフルマラソン大会「富山マラソン」の成績上位者には、翌年、提携大会である「○○マラソン」

の出走権が与えられるが、○に入る語句は。

問題 88

南砺市上平地域の行徳寺から井波別院瑞泉寺まで、浄土真宗ゆかりの山岳古道を駆ける「世界遺産五箇山・

○○トレイルラン」の○に入る語句は。

問題 89

南砺市福光美術館が常設展示している、明治から昭和にかけて京都画壇で活躍した同地域出身の日本画家

は。

問題 90

万葉歌人・大伴家持ゆかりの地、高岡で、「○○万葉短歌バトル in 高岡」が今年８月に開催されたが、○に

入る語句は。

問題 91

今年公開された、氷見市を主な舞台にした篠原哲雄監督の映画「ばぁちゃんロード」で、主人公の祖母を

演じたのは。

問題 92

池井戸潤の同名小説を原作にした、今年公開の映画「空飛ぶタイヤ」を手がけた富山市出身の監督は。

問題 93

大相撲で活躍する富山市出身力士・朝乃山の幕下までのしこ名は。

問題 94

「劔岳　点の記」「春を背負って」に続く木村大作監督の３作目となる、県内各地で撮影されて今年公開さ

れた映画のタイトルは。

問題 95

県内で、生産年齢人口（15～64 歳）の割合が 61.2％（平成 28 年統計）と最も高い市町村はどこか。

問題 96

公募の歌詞に作曲家・久石譲が曲をつけて発表された「富山県ふるさとの歌」のタイトルは。

問題 97

富山の戦後復興のシンボル的な建造物として評価され、今年、その本館と新館が国の登録有形文化財となっ

たのは富山○○ビルデイング。○に入る名称は。

問題 98

「日本の棚田百選」には県内から２カ所が選ばれているが、三乗（富山市）ともう１カ所は○○（氷見市）。

○に入る地名は。

問題 99

富山弁で、漁師が獲物の中からまかない用に持ち帰るものを「○○」と言い、船上などで作る魚介のみそ

汁を○○汁と呼ぶが、○に入る語句は。

問題 100

「しばらく見んだら、なんちゅう○○（かわいい様子）になられたがけ」のように用いる、「いたいけ」が変

化したとされる富山弁は。



問題１

弥陀ケ原周辺や白木峰などで多く見られる橙黄色のユリ科植物は。

問題２

平成 19 年（2007）に「日本の○○百選」として、富山県から「立山カルデラ」と「魚津埋没林」の２件が

選ばれた。○に入る漢字は。

問題３

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４

県内の名水百選のうち、瑞泉寺の開祖・綽如【しゃくにょ】上人の故事に由来する名水は。

問題５

幻の淡水魚と呼ばれるイタセンパラが生息している、氷見市にある川は仏生寺川ともう一つは何川か。

問題６

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、富山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７

急流河川の多い富山県の中でも日本屈指の平均勾配 8.5％をもつ、魚津市を流れる河川は。

問題８

○○の稜線東側に並ぶ４つの圏谷群は、圏谷群としては唯一、国の特別天然記念物に指定されているが、○

に入る山名は。

問題９

昨年、立山砂防工事の本宮えん堤と泥谷えん堤が国の重要文化財に指定されたが、既に重文になっている白

岩えん堤と合わせた新たな指定名称は。

問題 10

今年、剱岳で新たに認められた氷河で、平野部から眺望できる唯一の氷河でもあるものは。

問題 11

富山市にある「八尾化石資料館 ○○」では、古生代以前につくられた日本列島最古の岩石や、中生代をへて

新生代に至るまでの地層や化石を見ることができるが、○に入る名称を漢字で書け。

問題 12

平成 28 年（2016）から「常時観測火山」として 24 時間体制の監視が続いている県内の火山の名称は。

問題 13

魚津市で植物研究家が栽培してきた自然植物園を地元のボランティア団体が引き継ぎ、ボタンやシャクヤク、

シャクナゲなどの名所となっている「花の森・○○」の○に入る語句は。

問題 14

地形や風向の自然条件に恵まれていることから、全国初の民間企業による「洋上風力発電事業」が沖合いで

計画されている自治体は。

問題 15

今年、氷見市では初めて確認された、澄んだ渓流にすむアオガエルの仲間で美しい鳴き声が特徴の希少なカ

エルは。

問題 16

県内で、立山、剱岳に次いで３番目に高い山は。

問題 17

富山市に事務局が置かれている、日本、中国、韓国、ロシアの４カ国が共同で日本海と黄海の環境保全に取

り組む「北西太平洋地域海行動計画」の略称は。

問題 18

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の古墳を漢字で書け。

問題 19

源平盛衰記によれば、木曽義仲が倶利伽羅合戦で用いたとされる奇襲を「○○の計」と記されているが、○

に入る漢字を書け。

問題 20

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

問題 21

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 22

富山売薬の創始者とされる富山藩２代藩主はだれか、漢字で書け。

問題 23

明治２年（1869）に起こった農民一揆「ばんどり騒動」の集結の地として知られるのは、現在のどの市町村か。

問題 24

富山県内最古の木造建築物で、国の重要文化財に指定されている本殿がある、南砺市の神社の名称を漢字

で書け。

問題 25

富山市の呉羽丘陵南側にある「古沢塚山古墳」は古墳時代中期に造られ、「県内一きれいな形の○○墳」と

言われる。○に入る古墳の形状は。

問題 26

平安末期の豪族の屋敷跡とされる場所に文化人の学びの拠点として建てられた、南砺市の市指定文化財で

もある福光城址「せいかえん」を漢字で書け。

問題 27

昨年、国指定史跡「○○城跡」の城下町跡「○○遺跡」の調査で、建物や井戸の遺構約 350 基や、作物の種子、

木製品などの遺物が出土したが、○に入る語句は。

問題 28

今年のノーベル医学生理学賞を受賞した、両親が富山県出身というゆかりを持つ研究者は。

問題 29

大正時代、富山県から全国に広まった米騒動の影響で総辞職した内閣は。

問題 30

室町時代の僧・蓮如上人が、越中布教の際に最初の拠点にしたとされるのは。

問題 31

今年、南砺市の「宮大工の鑿【のみ】一丁から生まれた木彫刻美術館・○○」が、文化庁の「日本遺産」に

認められた。○に入る語句は。

問題 32

○○病が、厚生省（当時）により、全国で初めて公害病と認定されてから 50 年になる。○に入る語句を書け。

問題 33

県人が設立した造船会社で造られ、第１次南極観測隊として立山ガイドたちが乗り組んだことなどで知られ

る、今年建造 80 年を迎えた船は。

問題 34

後醍醐天皇の皇子で、鎌倉幕府倒幕計画の失敗に連座して現在の高岡市二塚に追放され、同地で亡くなった

人物は。

問題 35

射水市の特産品「○○梨」は、夏に収穫した梨を氷温保存、熟成させることで糖度が増し、年中みずみずし

い味わいを楽しめるのが特長。○に入る言葉を書け。

問題 36

弘法大師が植えたのが始まりと伝えられる、砺波市庄川町金屋地区を中心に生産されている特産品は。

問題 37

平成８年（1996）に富山県が定めた「県のさかな」３種類をすべて書け。

問題 38

農林水産省の「農山漁村の郷土料理百選」に選ばれているのは、「ます寿し」と何か。

問題 39

明治時代、富山電燈が上新川郡塩村（現・富山市）に建設した北陸初の発電所は。

問題 40

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 41

高岡市の有礒正【ありそしょう】八幡宮に伝わる、鋳物の神に感謝と祈りをささげ、伝統技法による勾玉【ま

がたま】の鋳造を披露する全国でも珍しい祭りは。

問題 42

今年、復元工事を終えた名古屋城本丸御殿では、ふすまの下貼りなどに越中和紙が用いられているが、そ

の産地は。

問題 43

法隆寺の国宝釈迦三尊像の再現プロジェクトに関わった実績から、東京芸術大学と連携して文化財の修復

や再現の事業化に取り組んでいる、県内の伝統産業は。

問題 44

砺波市栴檀山地区の特産で、「となみブランド」にも認定されている、さわし柿（渋柿の渋味を抜いたもの）

の名称は。

問題 45

富山市八尾町の上新町商店街では、平成 15 年（2003）から地産地消や地域活性化をテーマに特産品などを

販売する「なりひら○○」を開き、今年７月に 120 回目を迎えたが、○に入る語句は。

問題 46

フランスの著名シャンパン醸造家により、富山の米を使った○○を世界に向けて売り出す企画が立山町を

拠点として始まっている。○に入る語句は。

問題 47

JA となみ野が平成 21 年（2009）から生産を始め、現在では販売額約７億円を見込むまでの一大産地に成

長した作物は。

問題 48

かつて一大産地だった魚津市西布施地区の農家有志と、県中央植物園が存続に向け取り組んでいる、同市

の花にも指定されている植物は。

問題 49

今年、本格販売が始まった富山米の新品種「富富富」の CMキャラクターを務める女優は。

問題 50

昨年 11 月、県内から高岡銅器、井波彫刻などに次ぐ６品目の国の伝統的工芸品に指定されたのは。

問題 51

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 52

その水音が「残したい日本の音風景 100 選」にも選ばれている、富山市八尾町の旧町を流れる火防・流雪

用水路のことを何というか。

問題 53

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 54

富山県西部に多い、正面玄関側が大きな屋根の切妻造りで、格子状の白壁が特徴の建築様式を何というか。

問題 55

「公共交通を軸としたコンパクトなまちづくり」を進める富山市が平成 22 年（2010）から開始した、自転

車市民共同利用システムの愛称は。

問題 56

「とやま○○遺産」は、身近なところにある「地域の宝物」を再発見する県の取り組みで、これまでに「飛

越地震（安政の大地震）の記憶を留める常願寺川大転石群」などが選定されているが、○に入る語句は。

問題 57

小矢部園芸高校専攻科の卒業生と在校生によるボランティアグループ「カイニョ○○支援隊」は、砺波の

散居村の屋敷林を整備する活動を行っているが、○に入る語句は。

問題 58

射水市大島絵本館のシンボルマークになっているキャラクターの名前は。

問題 59

今年 10 月１日から交付が始まった図柄入り自動車ナンバープレートの富山版は、海越しの立山連峰に○○

を組み合わせたデザインだが、○に入る語句は。

問題 60

新産業都市計画の一環として昭和 43 年（1968）に開港。環日本海の物流拠点として発展し、今年 50 周年

を迎えた港湾は。

問題 61

かつて県内でよく見られた屋敷に付属する小さな建物で、田畑の肥料や消雪に用いるいろりの灰を保管し

た場所は。

問題 62

公共施設や住宅を中心部に集めるコンパクトシティーや公共交通網の再構築に取り組む国のモデル都市と

して、今年、県内から初めて選ばれた自治体は。

問題 63

総務省の平成 29 年（2017）の家計調査において、富山市の１世帯当たりの支出額が全国１位となった食料

品は、ブリ、昆布、魚介の漬物と、もう一つは。

問題 64

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 65

県内で唯一、「日本の渚百選」および「快水浴場百選」の両方に選定されている海岸は。

問題 66

国登録有形文化財・小杉展示館（旧小杉貯金銀行）、竹内源造記念館（旧小杉町役場）、旧小杉郵便局など

の建物から連想される建築装飾は。

問題 67

平成 22 年（2010）、国の重要無形民俗文化財に指定された入善町の伝統行事は「邑町【むらまち】の○○」

である。○に入る語句をカタカナで書け。

問題 68

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。

問題 69

毎年夏、南砺市福野で開催される異文化交流と音楽の祭典を何というか。

問題 70

今年 150 年祭が開催された「水橋橋まつり」は、町中を流れる川に初めて橋（現在の東西橋）が架けられ

たのを祝って始まった。この川の現在の名称を漢字で書け。

問題 71

入善町には大正時代の水力発電所を再生した、ユニークな「○○発電所美術館」がある。○に入る言葉を書け。

問題 72

昨年、地域団体商標に登録された、県産米と富山湾の魚介類を使った料理の名称は。

問題 73

射水市の放生津八幡宮の秋季例大祭として、「新湊曳山まつり」（曳山行事）とともに伝承されている、神

仏習合の形式を残す祭壇を飾る行事は。

問題 74

南砺市福光地域ゆかりの板画家・棟方志功のアトリエであり、家族との住居でもあった建物「りうがさい」

を、漢字で書け。

問題 75

かつて宿場町として栄えた滑川市に今も残る、国登録有形文化財「旧宮崎酒造」の愛称は。

問題 76

東日本大震災被災地で引き回しを披露するなどの活動が評価されて、昨年、日本ユネスコ協会連盟の「プ

ロジェクト未来遺産」に選ばれた祭りは。

問題 77

高岡市金屋町で開かれる「御印祭」で、「エンヤシャ、ヤッシャイ」の勇ましい掛け声とともに歌い踊られ

る作業歌は。

問題 78

今年、小矢部市の新たな観光スポットとして○○メルヘン牛やメルヘンポークのメニューが楽しめる「○

○山カフェレストラン」がオープンしたが、○に入る語句は。

問題 79

南砺市城端地区出身の農業研究家、稲塚権次郎を顕彰して開催される「権次郎まつり」で人気の牛肉と米

を使ったメニュー「権次郎○○」の、○に入る語句は。

問題 80

東京都内には県のアンテナショップが２カ所あるが、今年開館２周年を迎えた「富山のライフスタイルを

発信する」をテーマとしている店舗は。

問題 81

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 82

高岡市出身で、蒼生短歌会を創立するなど昭和歌壇に大きな足跡を残し、高岡古城公園に俳人の父の句碑

とともに歌碑が建つ歌人は。

問題 83

「伏木中学校の歌」を作詞し、同校内に記念館「海風会館」がある、今年生誕 100 年を迎えた芥川賞作家は。

問題 84

新川郡魚津町（現・魚津市）出身で、明治時代の社会問題を取材した『日本之下層社会』を発表した社会

思想家は。

問題 85

現在の立山町出身で、小説家・ジャーナリスト・郷土史家・宗教活動家として知られる翁久允が、昭和 11

年（１936）に創刊した郷土研究誌は。

問題 86

氷見市出身の童謡詩人で、児童文芸雑誌「赤い鳥」などで活躍し、代表作に「くらら咲くころ」があるのは。

問題 87

県内最大のフルマラソン大会「富山マラソン」の成績上位者には、翌年、提携大会である「○○マラソン」

の出走権が与えられるが、○に入る語句は。

問題 88

南砺市上平地域の行徳寺から井波別院瑞泉寺まで、浄土真宗ゆかりの山岳古道を駆ける「世界遺産五箇山・

○○トレイルラン」の○に入る語句は。

問題 89

南砺市福光美術館が常設展示している、明治から昭和にかけて京都画壇で活躍した同地域出身の日本画家

は。

問題 90

万葉歌人・大伴家持ゆかりの地、高岡で、「○○万葉短歌バトル in 高岡」が今年８月に開催されたが、○に

入る語句は。

問題 91

今年公開された、氷見市を主な舞台にした篠原哲雄監督の映画「ばぁちゃんロード」で、主人公の祖母を

演じたのは。

問題 92

池井戸潤の同名小説を原作にした、今年公開の映画「空飛ぶタイヤ」を手がけた富山市出身の監督は。

問題 93

大相撲で活躍する富山市出身力士・朝乃山の幕下までのしこ名は。

問題 94

「劔岳　点の記」「春を背負って」に続く木村大作監督の３作目となる、県内各地で撮影されて今年公開さ

れた映画のタイトルは。

問題 95

県内で、生産年齢人口（15～64 歳）の割合が 61.2％（平成 28 年統計）と最も高い市町村はどこか。

問題 96

公募の歌詞に作曲家・久石譲が曲をつけて発表された「富山県ふるさとの歌」のタイトルは。

問題 97

富山の戦後復興のシンボル的な建造物として評価され、今年、その本館と新館が国の登録有形文化財となっ

たのは富山○○ビルデイング。○に入る名称は。

問題 98

「日本の棚田百選」には県内から２カ所が選ばれているが、三乗（富山市）ともう１カ所は○○（氷見市）。

○に入る地名は。

問題 99

富山弁で、漁師が獲物の中からまかない用に持ち帰るものを「○○」と言い、船上などで作る魚介のみそ

汁を○○汁と呼ぶが、○に入る語句は。

問題 100

「しばらく見んだら、なんちゅう○○（かわいい様子）になられたがけ」のように用いる、「いたいけ」が変

化したとされる富山弁は。



問題１

弥陀ケ原周辺や白木峰などで多く見られる橙黄色のユリ科植物は。

問題２

平成 19 年（2007）に「日本の○○百選」として、富山県から「立山カルデラ」と「魚津埋没林」の２件が

選ばれた。○に入る漢字は。

問題３

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４

県内の名水百選のうち、瑞泉寺の開祖・綽如【しゃくにょ】上人の故事に由来する名水は。

問題５

幻の淡水魚と呼ばれるイタセンパラが生息している、氷見市にある川は仏生寺川ともう一つは何川か。

問題６

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、富山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７

急流河川の多い富山県の中でも日本屈指の平均勾配 8.5％をもつ、魚津市を流れる河川は。

問題８

○○の稜線東側に並ぶ４つの圏谷群は、圏谷群としては唯一、国の特別天然記念物に指定されているが、○

に入る山名は。

問題９

昨年、立山砂防工事の本宮えん堤と泥谷えん堤が国の重要文化財に指定されたが、既に重文になっている白

岩えん堤と合わせた新たな指定名称は。

問題 10

今年、剱岳で新たに認められた氷河で、平野部から眺望できる唯一の氷河でもあるものは。

問題 11

富山市にある「八尾化石資料館 ○○」では、古生代以前につくられた日本列島最古の岩石や、中生代をへて

新生代に至るまでの地層や化石を見ることができるが、○に入る名称を漢字で書け。

問題 12

平成 28 年（2016）から「常時観測火山」として 24 時間体制の監視が続いている県内の火山の名称は。

問題 13

魚津市で植物研究家が栽培してきた自然植物園を地元のボランティア団体が引き継ぎ、ボタンやシャクヤク、

シャクナゲなどの名所となっている「花の森・○○」の○に入る語句は。

問題 14

地形や風向の自然条件に恵まれていることから、全国初の民間企業による「洋上風力発電事業」が沖合いで

計画されている自治体は。

問題 15

今年、氷見市では初めて確認された、澄んだ渓流にすむアオガエルの仲間で美しい鳴き声が特徴の希少なカ

エルは。

問題 16

県内で、立山、剱岳に次いで３番目に高い山は。

問題 17

富山市に事務局が置かれている、日本、中国、韓国、ロシアの４カ国が共同で日本海と黄海の環境保全に取

り組む「北西太平洋地域海行動計画」の略称は。

問題 18

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の古墳を漢字で書け。

問題 19

源平盛衰記によれば、木曽義仲が倶利伽羅合戦で用いたとされる奇襲を「○○の計」と記されているが、○

に入る漢字を書け。

問題 20

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

問題 21

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 22

富山売薬の創始者とされる富山藩２代藩主はだれか、漢字で書け。

問題 23

明治２年（1869）に起こった農民一揆「ばんどり騒動」の集結の地として知られるのは、現在のどの市町村か。

問題 24

富山県内最古の木造建築物で、国の重要文化財に指定されている本殿がある、南砺市の神社の名称を漢字

で書け。

問題 25

富山市の呉羽丘陵南側にある「古沢塚山古墳」は古墳時代中期に造られ、「県内一きれいな形の○○墳」と

言われる。○に入る古墳の形状は。

問題 26

平安末期の豪族の屋敷跡とされる場所に文化人の学びの拠点として建てられた、南砺市の市指定文化財で

もある福光城址「せいかえん」を漢字で書け。

問題 27

昨年、国指定史跡「○○城跡」の城下町跡「○○遺跡」の調査で、建物や井戸の遺構約 350 基や、作物の種子、

木製品などの遺物が出土したが、○に入る語句は。

問題 28

今年のノーベル医学生理学賞を受賞した、両親が富山県出身というゆかりを持つ研究者は。

問題 29

大正時代、富山県から全国に広まった米騒動の影響で総辞職した内閣は。

問題 30

室町時代の僧・蓮如上人が、越中布教の際に最初の拠点にしたとされるのは。

問題 31

今年、南砺市の「宮大工の鑿【のみ】一丁から生まれた木彫刻美術館・○○」が、文化庁の「日本遺産」に

認められた。○に入る語句は。

問題 32

○○病が、厚生省（当時）により、全国で初めて公害病と認定されてから 50 年になる。○に入る語句を書け。

問題 33

県人が設立した造船会社で造られ、第１次南極観測隊として立山ガイドたちが乗り組んだことなどで知られ

る、今年建造 80 年を迎えた船は。

問題 34

後醍醐天皇の皇子で、鎌倉幕府倒幕計画の失敗に連座して現在の高岡市二塚に追放され、同地で亡くなった

人物は。

問題 35

射水市の特産品「○○梨」は、夏に収穫した梨を氷温保存、熟成させることで糖度が増し、年中みずみずし

い味わいを楽しめるのが特長。○に入る言葉を書け。

問題 36

弘法大師が植えたのが始まりと伝えられる、砺波市庄川町金屋地区を中心に生産されている特産品は。

問題 37

平成８年（1996）に富山県が定めた「県のさかな」３種類をすべて書け。

問題 38

農林水産省の「農山漁村の郷土料理百選」に選ばれているのは、「ます寿し」と何か。

問題 39

明治時代、富山電燈が上新川郡塩村（現・富山市）に建設した北陸初の発電所は。

問題 40

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 41

高岡市の有礒正【ありそしょう】八幡宮に伝わる、鋳物の神に感謝と祈りをささげ、伝統技法による勾玉【ま

がたま】の鋳造を披露する全国でも珍しい祭りは。

問題 42

今年、復元工事を終えた名古屋城本丸御殿では、ふすまの下貼りなどに越中和紙が用いられているが、そ

の産地は。

問題 43

法隆寺の国宝釈迦三尊像の再現プロジェクトに関わった実績から、東京芸術大学と連携して文化財の修復

や再現の事業化に取り組んでいる、県内の伝統産業は。

問題 44

砺波市栴檀山地区の特産で、「となみブランド」にも認定されている、さわし柿（渋柿の渋味を抜いたもの）

の名称は。

問題 45

富山市八尾町の上新町商店街では、平成 15 年（2003）から地産地消や地域活性化をテーマに特産品などを

販売する「なりひら○○」を開き、今年７月に 120 回目を迎えたが、○に入る語句は。

問題 46

フランスの著名シャンパン醸造家により、富山の米を使った○○を世界に向けて売り出す企画が立山町を

拠点として始まっている。○に入る語句は。

問題 47

JA となみ野が平成 21 年（2009）から生産を始め、現在では販売額約７億円を見込むまでの一大産地に成

長した作物は。

問題 48

かつて一大産地だった魚津市西布施地区の農家有志と、県中央植物園が存続に向け取り組んでいる、同市

の花にも指定されている植物は。

問題 49

今年、本格販売が始まった富山米の新品種「富富富」の CMキャラクターを務める女優は。

問題 50

昨年 11 月、県内から高岡銅器、井波彫刻などに次ぐ６品目の国の伝統的工芸品に指定されたのは。

問題 51

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 52

その水音が「残したい日本の音風景 100 選」にも選ばれている、富山市八尾町の旧町を流れる火防・流雪

用水路のことを何というか。

問題 53

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 54

富山県西部に多い、正面玄関側が大きな屋根の切妻造りで、格子状の白壁が特徴の建築様式を何というか。

問題 55

「公共交通を軸としたコンパクトなまちづくり」を進める富山市が平成 22 年（2010）から開始した、自転

車市民共同利用システムの愛称は。

問題 56

「とやま○○遺産」は、身近なところにある「地域の宝物」を再発見する県の取り組みで、これまでに「飛

越地震（安政の大地震）の記憶を留める常願寺川大転石群」などが選定されているが、○に入る語句は。

問題 57

小矢部園芸高校専攻科の卒業生と在校生によるボランティアグループ「カイニョ○○支援隊」は、砺波の

散居村の屋敷林を整備する活動を行っているが、○に入る語句は。

問題 58

射水市大島絵本館のシンボルマークになっているキャラクターの名前は。

問題 59

今年 10 月１日から交付が始まった図柄入り自動車ナンバープレートの富山版は、海越しの立山連峰に○○

を組み合わせたデザインだが、○に入る語句は。

問題 60

新産業都市計画の一環として昭和 43 年（1968）に開港。環日本海の物流拠点として発展し、今年 50 周年

を迎えた港湾は。

問題 61

かつて県内でよく見られた屋敷に付属する小さな建物で、田畑の肥料や消雪に用いるいろりの灰を保管し

た場所は。

問題 62

公共施設や住宅を中心部に集めるコンパクトシティーや公共交通網の再構築に取り組む国のモデル都市と

して、今年、県内から初めて選ばれた自治体は。

問題 63

総務省の平成 29 年（2017）の家計調査において、富山市の１世帯当たりの支出額が全国１位となった食料

品は、ブリ、昆布、魚介の漬物と、もう一つは。

問題 64

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 65

県内で唯一、「日本の渚百選」および「快水浴場百選」の両方に選定されている海岸は。

問題 66

国登録有形文化財・小杉展示館（旧小杉貯金銀行）、竹内源造記念館（旧小杉町役場）、旧小杉郵便局など

の建物から連想される建築装飾は。

問題 67

平成 22 年（2010）、国の重要無形民俗文化財に指定された入善町の伝統行事は「邑町【むらまち】の○○」

である。○に入る語句をカタカナで書け。

問題 68

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。

問題 69

毎年夏、南砺市福野で開催される異文化交流と音楽の祭典を何というか。

問題 70

今年 150 年祭が開催された「水橋橋まつり」は、町中を流れる川に初めて橋（現在の東西橋）が架けられ

たのを祝って始まった。この川の現在の名称を漢字で書け。

問題 71

入善町には大正時代の水力発電所を再生した、ユニークな「○○発電所美術館」がある。○に入る言葉を書け。

問題 72

昨年、地域団体商標に登録された、県産米と富山湾の魚介類を使った料理の名称は。

問題 73

射水市の放生津八幡宮の秋季例大祭として、「新湊曳山まつり」（曳山行事）とともに伝承されている、神

仏習合の形式を残す祭壇を飾る行事は。

問題 74

南砺市福光地域ゆかりの板画家・棟方志功のアトリエであり、家族との住居でもあった建物「りうがさい」

を、漢字で書け。

問題 75

かつて宿場町として栄えた滑川市に今も残る、国登録有形文化財「旧宮崎酒造」の愛称は。

問題 76

東日本大震災被災地で引き回しを披露するなどの活動が評価されて、昨年、日本ユネスコ協会連盟の「プ

ロジェクト未来遺産」に選ばれた祭りは。

問題 77

高岡市金屋町で開かれる「御印祭」で、「エンヤシャ、ヤッシャイ」の勇ましい掛け声とともに歌い踊られ

る作業歌は。

問題 78

今年、小矢部市の新たな観光スポットとして○○メルヘン牛やメルヘンポークのメニューが楽しめる「○

○山カフェレストラン」がオープンしたが、○に入る語句は。

問題 79

南砺市城端地区出身の農業研究家、稲塚権次郎を顕彰して開催される「権次郎まつり」で人気の牛肉と米

を使ったメニュー「権次郎○○」の、○に入る語句は。

問題 80

東京都内には県のアンテナショップが２カ所あるが、今年開館２周年を迎えた「富山のライフスタイルを

発信する」をテーマとしている店舗は。

問題 81

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 82

高岡市出身で、蒼生短歌会を創立するなど昭和歌壇に大きな足跡を残し、高岡古城公園に俳人の父の句碑

とともに歌碑が建つ歌人は。

問題 83

「伏木中学校の歌」を作詞し、同校内に記念館「海風会館」がある、今年生誕 100 年を迎えた芥川賞作家は。

問題 84

新川郡魚津町（現・魚津市）出身で、明治時代の社会問題を取材した『日本之下層社会』を発表した社会

思想家は。

問題 85

現在の立山町出身で、小説家・ジャーナリスト・郷土史家・宗教活動家として知られる翁久允が、昭和 11

年（１936）に創刊した郷土研究誌は。

問題 86

氷見市出身の童謡詩人で、児童文芸雑誌「赤い鳥」などで活躍し、代表作に「くらら咲くころ」があるのは。

問題 87

県内最大のフルマラソン大会「富山マラソン」の成績上位者には、翌年、提携大会である「○○マラソン」

の出走権が与えられるが、○に入る語句は。

問題 88

南砺市上平地域の行徳寺から井波別院瑞泉寺まで、浄土真宗ゆかりの山岳古道を駆ける「世界遺産五箇山・

○○トレイルラン」の○に入る語句は。

問題 89

南砺市福光美術館が常設展示している、明治から昭和にかけて京都画壇で活躍した同地域出身の日本画家

は。

問題 90

万葉歌人・大伴家持ゆかりの地、高岡で、「○○万葉短歌バトル in 高岡」が今年８月に開催されたが、○に

入る語句は。

問題 91

今年公開された、氷見市を主な舞台にした篠原哲雄監督の映画「ばぁちゃんロード」で、主人公の祖母を

演じたのは。

問題 92

池井戸潤の同名小説を原作にした、今年公開の映画「空飛ぶタイヤ」を手がけた富山市出身の監督は。

問題 93

大相撲で活躍する富山市出身力士・朝乃山の幕下までのしこ名は。

問題 94

「劔岳　点の記」「春を背負って」に続く木村大作監督の３作目となる、県内各地で撮影されて今年公開さ

れた映画のタイトルは。

問題 95

県内で、生産年齢人口（15～64 歳）の割合が 61.2％（平成 28 年統計）と最も高い市町村はどこか。

問題 96

公募の歌詞に作曲家・久石譲が曲をつけて発表された「富山県ふるさとの歌」のタイトルは。

問題 97

富山の戦後復興のシンボル的な建造物として評価され、今年、その本館と新館が国の登録有形文化財となっ

たのは富山○○ビルデイング。○に入る名称は。

問題 98

「日本の棚田百選」には県内から２カ所が選ばれているが、三乗（富山市）ともう１カ所は○○（氷見市）。

○に入る地名は。

問題 99

富山弁で、漁師が獲物の中からまかない用に持ち帰るものを「○○」と言い、船上などで作る魚介のみそ

汁を○○汁と呼ぶが、○に入る語句は。

問題 100

「しばらく見んだら、なんちゅう○○（かわいい様子）になられたがけ」のように用いる、「いたいけ」が変

化したとされる富山弁は。



問題１

弥陀ケ原周辺や白木峰などで多く見られる橙黄色のユリ科植物は。

問題２

平成 19 年（2007）に「日本の○○百選」として、富山県から「立山カルデラ」と「魚津埋没林」の２件が

選ばれた。○に入る漢字は。

問題３

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４

県内の名水百選のうち、瑞泉寺の開祖・綽如【しゃくにょ】上人の故事に由来する名水は。

問題５

幻の淡水魚と呼ばれるイタセンパラが生息している、氷見市にある川は仏生寺川ともう一つは何川か。

問題６

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、富山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７

急流河川の多い富山県の中でも日本屈指の平均勾配 8.5％をもつ、魚津市を流れる河川は。

問題８

○○の稜線東側に並ぶ４つの圏谷群は、圏谷群としては唯一、国の特別天然記念物に指定されているが、○

に入る山名は。

問題９

昨年、立山砂防工事の本宮えん堤と泥谷えん堤が国の重要文化財に指定されたが、既に重文になっている白

岩えん堤と合わせた新たな指定名称は。

問題 10

今年、剱岳で新たに認められた氷河で、平野部から眺望できる唯一の氷河でもあるものは。

問題 11

富山市にある「八尾化石資料館 ○○」では、古生代以前につくられた日本列島最古の岩石や、中生代をへて

新生代に至るまでの地層や化石を見ることができるが、○に入る名称を漢字で書け。

問題 12

平成 28 年（2016）から「常時観測火山」として 24 時間体制の監視が続いている県内の火山の名称は。

問題 13

魚津市で植物研究家が栽培してきた自然植物園を地元のボランティア団体が引き継ぎ、ボタンやシャクヤク、

シャクナゲなどの名所となっている「花の森・○○」の○に入る語句は。

問題 14

地形や風向の自然条件に恵まれていることから、全国初の民間企業による「洋上風力発電事業」が沖合いで

計画されている自治体は。

問題 15

今年、氷見市では初めて確認された、澄んだ渓流にすむアオガエルの仲間で美しい鳴き声が特徴の希少なカ

エルは。

問題 16

県内で、立山、剱岳に次いで３番目に高い山は。

問題 17

富山市に事務局が置かれている、日本、中国、韓国、ロシアの４カ国が共同で日本海と黄海の環境保全に取

り組む「北西太平洋地域海行動計画」の略称は。

問題 18

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の古墳を漢字で書け。

問題 19

源平盛衰記によれば、木曽義仲が倶利伽羅合戦で用いたとされる奇襲を「○○の計」と記されているが、○

に入る漢字を書け。

問題 20

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

問題 21

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 22

富山売薬の創始者とされる富山藩２代藩主はだれか、漢字で書け。

問題 23

明治２年（1869）に起こった農民一揆「ばんどり騒動」の集結の地として知られるのは、現在のどの市町村か。

問題 24

富山県内最古の木造建築物で、国の重要文化財に指定されている本殿がある、南砺市の神社の名称を漢字

で書け。

問題 25

富山市の呉羽丘陵南側にある「古沢塚山古墳」は古墳時代中期に造られ、「県内一きれいな形の○○墳」と

言われる。○に入る古墳の形状は。

問題 26

平安末期の豪族の屋敷跡とされる場所に文化人の学びの拠点として建てられた、南砺市の市指定文化財で

もある福光城址「せいかえん」を漢字で書け。

問題 27

昨年、国指定史跡「○○城跡」の城下町跡「○○遺跡」の調査で、建物や井戸の遺構約 350 基や、作物の種子、

木製品などの遺物が出土したが、○に入る語句は。

問題 28

今年のノーベル医学生理学賞を受賞した、両親が富山県出身というゆかりを持つ研究者は。

問題 29

大正時代、富山県から全国に広まった米騒動の影響で総辞職した内閣は。

問題 30

室町時代の僧・蓮如上人が、越中布教の際に最初の拠点にしたとされるのは。

問題 31

今年、南砺市の「宮大工の鑿【のみ】一丁から生まれた木彫刻美術館・○○」が、文化庁の「日本遺産」に

認められた。○に入る語句は。

問題 32

○○病が、厚生省（当時）により、全国で初めて公害病と認定されてから 50 年になる。○に入る語句を書け。

問題 33

県人が設立した造船会社で造られ、第１次南極観測隊として立山ガイドたちが乗り組んだことなどで知られ

る、今年建造 80 年を迎えた船は。

問題 34

後醍醐天皇の皇子で、鎌倉幕府倒幕計画の失敗に連座して現在の高岡市二塚に追放され、同地で亡くなった

人物は。

問題 35

射水市の特産品「○○梨」は、夏に収穫した梨を氷温保存、熟成させることで糖度が増し、年中みずみずし

い味わいを楽しめるのが特長。○に入る言葉を書け。

問題 36

弘法大師が植えたのが始まりと伝えられる、砺波市庄川町金屋地区を中心に生産されている特産品は。

問題 37

平成８年（1996）に富山県が定めた「県のさかな」３種類をすべて書け。

問題 38

農林水産省の「農山漁村の郷土料理百選」に選ばれているのは、「ます寿し」と何か。

問題 39

明治時代、富山電燈が上新川郡塩村（現・富山市）に建設した北陸初の発電所は。

問題 40

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 41

高岡市の有礒正【ありそしょう】八幡宮に伝わる、鋳物の神に感謝と祈りをささげ、伝統技法による勾玉【ま

がたま】の鋳造を披露する全国でも珍しい祭りは。

問題 42

今年、復元工事を終えた名古屋城本丸御殿では、ふすまの下貼りなどに越中和紙が用いられているが、そ

の産地は。

問題 43

法隆寺の国宝釈迦三尊像の再現プロジェクトに関わった実績から、東京芸術大学と連携して文化財の修復

や再現の事業化に取り組んでいる、県内の伝統産業は。

問題 44

砺波市栴檀山地区の特産で、「となみブランド」にも認定されている、さわし柿（渋柿の渋味を抜いたもの）

の名称は。

問題 45

富山市八尾町の上新町商店街では、平成 15 年（2003）から地産地消や地域活性化をテーマに特産品などを

販売する「なりひら○○」を開き、今年７月に 120 回目を迎えたが、○に入る語句は。

問題 46

フランスの著名シャンパン醸造家により、富山の米を使った○○を世界に向けて売り出す企画が立山町を

拠点として始まっている。○に入る語句は。

問題 47

JA となみ野が平成 21 年（2009）から生産を始め、現在では販売額約７億円を見込むまでの一大産地に成

長した作物は。

問題 48

かつて一大産地だった魚津市西布施地区の農家有志と、県中央植物園が存続に向け取り組んでいる、同市

の花にも指定されている植物は。

問題 49

今年、本格販売が始まった富山米の新品種「富富富」の CMキャラクターを務める女優は。

問題 50

昨年 11 月、県内から高岡銅器、井波彫刻などに次ぐ６品目の国の伝統的工芸品に指定されたのは。

問題 51

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 52

その水音が「残したい日本の音風景 100 選」にも選ばれている、富山市八尾町の旧町を流れる火防・流雪

用水路のことを何というか。

問題 53

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 54

富山県西部に多い、正面玄関側が大きな屋根の切妻造りで、格子状の白壁が特徴の建築様式を何というか。

問題 55

「公共交通を軸としたコンパクトなまちづくり」を進める富山市が平成 22 年（2010）から開始した、自転

車市民共同利用システムの愛称は。

問題 56

「とやま○○遺産」は、身近なところにある「地域の宝物」を再発見する県の取り組みで、これまでに「飛

越地震（安政の大地震）の記憶を留める常願寺川大転石群」などが選定されているが、○に入る語句は。

問題 57

小矢部園芸高校専攻科の卒業生と在校生によるボランティアグループ「カイニョ○○支援隊」は、砺波の

散居村の屋敷林を整備する活動を行っているが、○に入る語句は。

問題 58

射水市大島絵本館のシンボルマークになっているキャラクターの名前は。

問題 59

今年 10 月１日から交付が始まった図柄入り自動車ナンバープレートの富山版は、海越しの立山連峰に○○

を組み合わせたデザインだが、○に入る語句は。

問題 60

新産業都市計画の一環として昭和 43 年（1968）に開港。環日本海の物流拠点として発展し、今年 50 周年

を迎えた港湾は。

問題 61

かつて県内でよく見られた屋敷に付属する小さな建物で、田畑の肥料や消雪に用いるいろりの灰を保管し

た場所は。

問題 62

公共施設や住宅を中心部に集めるコンパクトシティーや公共交通網の再構築に取り組む国のモデル都市と

して、今年、県内から初めて選ばれた自治体は。

問題 63

総務省の平成 29 年（2017）の家計調査において、富山市の１世帯当たりの支出額が全国１位となった食料

品は、ブリ、昆布、魚介の漬物と、もう一つは。

問題 64

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 65

県内で唯一、「日本の渚百選」および「快水浴場百選」の両方に選定されている海岸は。

問題 66

国登録有形文化財・小杉展示館（旧小杉貯金銀行）、竹内源造記念館（旧小杉町役場）、旧小杉郵便局など

の建物から連想される建築装飾は。

問題 67

平成 22 年（2010）、国の重要無形民俗文化財に指定された入善町の伝統行事は「邑町【むらまち】の○○」

である。○に入る語句をカタカナで書け。

問題 68

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。

問題 69

毎年夏、南砺市福野で開催される異文化交流と音楽の祭典を何というか。

問題 70

今年 150 年祭が開催された「水橋橋まつり」は、町中を流れる川に初めて橋（現在の東西橋）が架けられ

たのを祝って始まった。この川の現在の名称を漢字で書け。

問題 71

入善町には大正時代の水力発電所を再生した、ユニークな「○○発電所美術館」がある。○に入る言葉を書け。

問題 72

昨年、地域団体商標に登録された、県産米と富山湾の魚介類を使った料理の名称は。

問題 73

射水市の放生津八幡宮の秋季例大祭として、「新湊曳山まつり」（曳山行事）とともに伝承されている、神

仏習合の形式を残す祭壇を飾る行事は。

問題 74

南砺市福光地域ゆかりの板画家・棟方志功のアトリエであり、家族との住居でもあった建物「りうがさい」

を、漢字で書け。

問題 75

かつて宿場町として栄えた滑川市に今も残る、国登録有形文化財「旧宮崎酒造」の愛称は。

問題 76

東日本大震災被災地で引き回しを披露するなどの活動が評価されて、昨年、日本ユネスコ協会連盟の「プ

ロジェクト未来遺産」に選ばれた祭りは。

問題 77

高岡市金屋町で開かれる「御印祭」で、「エンヤシャ、ヤッシャイ」の勇ましい掛け声とともに歌い踊られ

る作業歌は。

問題 78

今年、小矢部市の新たな観光スポットとして○○メルヘン牛やメルヘンポークのメニューが楽しめる「○

○山カフェレストラン」がオープンしたが、○に入る語句は。

問題 79

南砺市城端地区出身の農業研究家、稲塚権次郎を顕彰して開催される「権次郎まつり」で人気の牛肉と米

を使ったメニュー「権次郎○○」の、○に入る語句は。

問題 80

東京都内には県のアンテナショップが２カ所あるが、今年開館２周年を迎えた「富山のライフスタイルを

発信する」をテーマとしている店舗は。

問題 81

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 82

高岡市出身で、蒼生短歌会を創立するなど昭和歌壇に大きな足跡を残し、高岡古城公園に俳人の父の句碑

とともに歌碑が建つ歌人は。

問題 83

「伏木中学校の歌」を作詞し、同校内に記念館「海風会館」がある、今年生誕 100 年を迎えた芥川賞作家は。

問題 84

新川郡魚津町（現・魚津市）出身で、明治時代の社会問題を取材した『日本之下層社会』を発表した社会

思想家は。

問題 85

現在の立山町出身で、小説家・ジャーナリスト・郷土史家・宗教活動家として知られる翁久允が、昭和 11

年（１936）に創刊した郷土研究誌は。

問題 86

氷見市出身の童謡詩人で、児童文芸雑誌「赤い鳥」などで活躍し、代表作に「くらら咲くころ」があるのは。

問題 87

県内最大のフルマラソン大会「富山マラソン」の成績上位者には、翌年、提携大会である「○○マラソン」

の出走権が与えられるが、○に入る語句は。

問題 88

南砺市上平地域の行徳寺から井波別院瑞泉寺まで、浄土真宗ゆかりの山岳古道を駆ける「世界遺産五箇山・

○○トレイルラン」の○に入る語句は。

問題 89

南砺市福光美術館が常設展示している、明治から昭和にかけて京都画壇で活躍した同地域出身の日本画家

は。

問題 90

万葉歌人・大伴家持ゆかりの地、高岡で、「○○万葉短歌バトル in 高岡」が今年８月に開催されたが、○に

入る語句は。

問題 91

今年公開された、氷見市を主な舞台にした篠原哲雄監督の映画「ばぁちゃんロード」で、主人公の祖母を

演じたのは。

問題 92

池井戸潤の同名小説を原作にした、今年公開の映画「空飛ぶタイヤ」を手がけた富山市出身の監督は。

問題 93

大相撲で活躍する富山市出身力士・朝乃山の幕下までのしこ名は。

問題 94

「劔岳　点の記」「春を背負って」に続く木村大作監督の３作目となる、県内各地で撮影されて今年公開さ

れた映画のタイトルは。

問題 95

県内で、生産年齢人口（15～64 歳）の割合が 61.2％（平成 28 年統計）と最も高い市町村はどこか。

問題 96

公募の歌詞に作曲家・久石譲が曲をつけて発表された「富山県ふるさとの歌」のタイトルは。

問題 97

富山の戦後復興のシンボル的な建造物として評価され、今年、その本館と新館が国の登録有形文化財となっ

たのは富山○○ビルデイング。○に入る名称は。

問題 98

「日本の棚田百選」には県内から２カ所が選ばれているが、三乗（富山市）ともう１カ所は○○（氷見市）。

○に入る地名は。

問題 99

富山弁で、漁師が獲物の中からまかない用に持ち帰るものを「○○」と言い、船上などで作る魚介のみそ

汁を○○汁と呼ぶが、○に入る語句は。

問題 100

「しばらく見んだら、なんちゅう○○（かわいい様子）になられたがけ」のように用いる、「いたいけ」が変

化したとされる富山弁は。



問題１

弥陀ケ原周辺や白木峰などで多く見られる橙黄色のユリ科植物は。

問題２

平成 19 年（2007）に「日本の○○百選」として、富山県から「立山カルデラ」と「魚津埋没林」の２件が

選ばれた。○に入る漢字は。

問題３

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４

県内の名水百選のうち、瑞泉寺の開祖・綽如【しゃくにょ】上人の故事に由来する名水は。

問題５

幻の淡水魚と呼ばれるイタセンパラが生息している、氷見市にある川は仏生寺川ともう一つは何川か。

問題６

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、富山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７

急流河川の多い富山県の中でも日本屈指の平均勾配 8.5％をもつ、魚津市を流れる河川は。

問題８

○○の稜線東側に並ぶ４つの圏谷群は、圏谷群としては唯一、国の特別天然記念物に指定されているが、○

に入る山名は。

問題９

昨年、立山砂防工事の本宮えん堤と泥谷えん堤が国の重要文化財に指定されたが、既に重文になっている白

岩えん堤と合わせた新たな指定名称は。

問題 10

今年、剱岳で新たに認められた氷河で、平野部から眺望できる唯一の氷河でもあるものは。

問題 11

富山市にある「八尾化石資料館 ○○」では、古生代以前につくられた日本列島最古の岩石や、中生代をへて

新生代に至るまでの地層や化石を見ることができるが、○に入る名称を漢字で書け。

問題 12

平成 28 年（2016）から「常時観測火山」として 24 時間体制の監視が続いている県内の火山の名称は。

問題 13

魚津市で植物研究家が栽培してきた自然植物園を地元のボランティア団体が引き継ぎ、ボタンやシャクヤク、

シャクナゲなどの名所となっている「花の森・○○」の○に入る語句は。

問題 14

地形や風向の自然条件に恵まれていることから、全国初の民間企業による「洋上風力発電事業」が沖合いで

計画されている自治体は。

問題 15

今年、氷見市では初めて確認された、澄んだ渓流にすむアオガエルの仲間で美しい鳴き声が特徴の希少なカ

エルは。

問題 16

県内で、立山、剱岳に次いで３番目に高い山は。

問題 17

富山市に事務局が置かれている、日本、中国、韓国、ロシアの４カ国が共同で日本海と黄海の環境保全に取

り組む「北西太平洋地域海行動計画」の略称は。

問題 18

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の古墳を漢字で書け。

問題 19

源平盛衰記によれば、木曽義仲が倶利伽羅合戦で用いたとされる奇襲を「○○の計」と記されているが、○

に入る漢字を書け。

問題 20

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

問題 21

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 22

富山売薬の創始者とされる富山藩２代藩主はだれか、漢字で書け。

問題 23

明治２年（1869）に起こった農民一揆「ばんどり騒動」の集結の地として知られるのは、現在のどの市町村か。

問題 24

富山県内最古の木造建築物で、国の重要文化財に指定されている本殿がある、南砺市の神社の名称を漢字

で書け。

問題 25

富山市の呉羽丘陵南側にある「古沢塚山古墳」は古墳時代中期に造られ、「県内一きれいな形の○○墳」と

言われる。○に入る古墳の形状は。

問題 26

平安末期の豪族の屋敷跡とされる場所に文化人の学びの拠点として建てられた、南砺市の市指定文化財で

もある福光城址「せいかえん」を漢字で書け。

問題 27

昨年、国指定史跡「○○城跡」の城下町跡「○○遺跡」の調査で、建物や井戸の遺構約 350 基や、作物の種子、

木製品などの遺物が出土したが、○に入る語句は。

問題 28

今年のノーベル医学生理学賞を受賞した、両親が富山県出身というゆかりを持つ研究者は。

問題 29

大正時代、富山県から全国に広まった米騒動の影響で総辞職した内閣は。

問題 30

室町時代の僧・蓮如上人が、越中布教の際に最初の拠点にしたとされるのは。

問題 31

今年、南砺市の「宮大工の鑿【のみ】一丁から生まれた木彫刻美術館・○○」が、文化庁の「日本遺産」に

認められた。○に入る語句は。

問題 32

○○病が、厚生省（当時）により、全国で初めて公害病と認定されてから 50 年になる。○に入る語句を書け。

問題 33

県人が設立した造船会社で造られ、第１次南極観測隊として立山ガイドたちが乗り組んだことなどで知られ

る、今年建造 80 年を迎えた船は。

問題 34

後醍醐天皇の皇子で、鎌倉幕府倒幕計画の失敗に連座して現在の高岡市二塚に追放され、同地で亡くなった

人物は。

問題 35

射水市の特産品「○○梨」は、夏に収穫した梨を氷温保存、熟成させることで糖度が増し、年中みずみずし

い味わいを楽しめるのが特長。○に入る言葉を書け。

問題 36

弘法大師が植えたのが始まりと伝えられる、砺波市庄川町金屋地区を中心に生産されている特産品は。

問題 37

平成８年（1996）に富山県が定めた「県のさかな」３種類をすべて書け。

問題 38

農林水産省の「農山漁村の郷土料理百選」に選ばれているのは、「ます寿し」と何か。

問題 39

明治時代、富山電燈が上新川郡塩村（現・富山市）に建設した北陸初の発電所は。

問題 40

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 41

高岡市の有礒正【ありそしょう】八幡宮に伝わる、鋳物の神に感謝と祈りをささげ、伝統技法による勾玉【ま

がたま】の鋳造を披露する全国でも珍しい祭りは。

問題 42

今年、復元工事を終えた名古屋城本丸御殿では、ふすまの下貼りなどに越中和紙が用いられているが、そ

の産地は。

問題 43

法隆寺の国宝釈迦三尊像の再現プロジェクトに関わった実績から、東京芸術大学と連携して文化財の修復

や再現の事業化に取り組んでいる、県内の伝統産業は。

問題 44

砺波市栴檀山地区の特産で、「となみブランド」にも認定されている、さわし柿（渋柿の渋味を抜いたもの）

の名称は。

問題 45

富山市八尾町の上新町商店街では、平成 15 年（2003）から地産地消や地域活性化をテーマに特産品などを

販売する「なりひら○○」を開き、今年７月に 120 回目を迎えたが、○に入る語句は。

問題 46

フランスの著名シャンパン醸造家により、富山の米を使った○○を世界に向けて売り出す企画が立山町を

拠点として始まっている。○に入る語句は。

問題 47

JA となみ野が平成 21 年（2009）から生産を始め、現在では販売額約７億円を見込むまでの一大産地に成

長した作物は。

問題 48

かつて一大産地だった魚津市西布施地区の農家有志と、県中央植物園が存続に向け取り組んでいる、同市

の花にも指定されている植物は。

問題 49

今年、本格販売が始まった富山米の新品種「富富富」の CMキャラクターを務める女優は。

問題 50

昨年 11 月、県内から高岡銅器、井波彫刻などに次ぐ６品目の国の伝統的工芸品に指定されたのは。

問題 51

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 52

その水音が「残したい日本の音風景 100 選」にも選ばれている、富山市八尾町の旧町を流れる火防・流雪

用水路のことを何というか。

問題 53

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 54

富山県西部に多い、正面玄関側が大きな屋根の切妻造りで、格子状の白壁が特徴の建築様式を何というか。

問題 55

「公共交通を軸としたコンパクトなまちづくり」を進める富山市が平成 22 年（2010）から開始した、自転

車市民共同利用システムの愛称は。

問題 56

「とやま○○遺産」は、身近なところにある「地域の宝物」を再発見する県の取り組みで、これまでに「飛

越地震（安政の大地震）の記憶を留める常願寺川大転石群」などが選定されているが、○に入る語句は。

問題 57

小矢部園芸高校専攻科の卒業生と在校生によるボランティアグループ「カイニョ○○支援隊」は、砺波の

散居村の屋敷林を整備する活動を行っているが、○に入る語句は。

問題 58

射水市大島絵本館のシンボルマークになっているキャラクターの名前は。

問題 59

今年 10 月１日から交付が始まった図柄入り自動車ナンバープレートの富山版は、海越しの立山連峰に○○

を組み合わせたデザインだが、○に入る語句は。

問題 60

新産業都市計画の一環として昭和 43 年（1968）に開港。環日本海の物流拠点として発展し、今年 50 周年

を迎えた港湾は。

問題 61

かつて県内でよく見られた屋敷に付属する小さな建物で、田畑の肥料や消雪に用いるいろりの灰を保管し

た場所は。

問題 62

公共施設や住宅を中心部に集めるコンパクトシティーや公共交通網の再構築に取り組む国のモデル都市と

して、今年、県内から初めて選ばれた自治体は。

問題 63

総務省の平成 29 年（2017）の家計調査において、富山市の１世帯当たりの支出額が全国１位となった食料

品は、ブリ、昆布、魚介の漬物と、もう一つは。

問題 64

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 65

県内で唯一、「日本の渚百選」および「快水浴場百選」の両方に選定されている海岸は。

問題 66

国登録有形文化財・小杉展示館（旧小杉貯金銀行）、竹内源造記念館（旧小杉町役場）、旧小杉郵便局など

の建物から連想される建築装飾は。

問題 67

平成 22 年（2010）、国の重要無形民俗文化財に指定された入善町の伝統行事は「邑町【むらまち】の○○」

である。○に入る語句をカタカナで書け。

問題 68

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。

問題 69

毎年夏、南砺市福野で開催される異文化交流と音楽の祭典を何というか。

問題 70

今年 150 年祭が開催された「水橋橋まつり」は、町中を流れる川に初めて橋（現在の東西橋）が架けられ

たのを祝って始まった。この川の現在の名称を漢字で書け。

問題 71

入善町には大正時代の水力発電所を再生した、ユニークな「○○発電所美術館」がある。○に入る言葉を書け。

問題 72

昨年、地域団体商標に登録された、県産米と富山湾の魚介類を使った料理の名称は。

問題 73

射水市の放生津八幡宮の秋季例大祭として、「新湊曳山まつり」（曳山行事）とともに伝承されている、神

仏習合の形式を残す祭壇を飾る行事は。

問題 74

南砺市福光地域ゆかりの板画家・棟方志功のアトリエであり、家族との住居でもあった建物「りうがさい」

を、漢字で書け。

問題 75

かつて宿場町として栄えた滑川市に今も残る、国登録有形文化財「旧宮崎酒造」の愛称は。

問題 76

東日本大震災被災地で引き回しを披露するなどの活動が評価されて、昨年、日本ユネスコ協会連盟の「プ

ロジェクト未来遺産」に選ばれた祭りは。

問題 77

高岡市金屋町で開かれる「御印祭」で、「エンヤシャ、ヤッシャイ」の勇ましい掛け声とともに歌い踊られ

る作業歌は。

問題 78

今年、小矢部市の新たな観光スポットとして○○メルヘン牛やメルヘンポークのメニューが楽しめる「○

○山カフェレストラン」がオープンしたが、○に入る語句は。

問題 79

南砺市城端地区出身の農業研究家、稲塚権次郎を顕彰して開催される「権次郎まつり」で人気の牛肉と米

を使ったメニュー「権次郎○○」の、○に入る語句は。

問題 80

東京都内には県のアンテナショップが２カ所あるが、今年開館２周年を迎えた「富山のライフスタイルを

発信する」をテーマとしている店舗は。

問題 81

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 82

高岡市出身で、蒼生短歌会を創立するなど昭和歌壇に大きな足跡を残し、高岡古城公園に俳人の父の句碑

とともに歌碑が建つ歌人は。

問題 83

「伏木中学校の歌」を作詞し、同校内に記念館「海風会館」がある、今年生誕 100 年を迎えた芥川賞作家は。

問題 84

新川郡魚津町（現・魚津市）出身で、明治時代の社会問題を取材した『日本之下層社会』を発表した社会

思想家は。

問題 85

現在の立山町出身で、小説家・ジャーナリスト・郷土史家・宗教活動家として知られる翁久允が、昭和 11

年（１936）に創刊した郷土研究誌は。

問題 86

氷見市出身の童謡詩人で、児童文芸雑誌「赤い鳥」などで活躍し、代表作に「くらら咲くころ」があるのは。

問題 87

県内最大のフルマラソン大会「富山マラソン」の成績上位者には、翌年、提携大会である「○○マラソン」

の出走権が与えられるが、○に入る語句は。

問題 88

南砺市上平地域の行徳寺から井波別院瑞泉寺まで、浄土真宗ゆかりの山岳古道を駆ける「世界遺産五箇山・

○○トレイルラン」の○に入る語句は。

問題 89

南砺市福光美術館が常設展示している、明治から昭和にかけて京都画壇で活躍した同地域出身の日本画家

は。

問題 90

万葉歌人・大伴家持ゆかりの地、高岡で、「○○万葉短歌バトル in 高岡」が今年８月に開催されたが、○に

入る語句は。

問題 91

今年公開された、氷見市を主な舞台にした篠原哲雄監督の映画「ばぁちゃんロード」で、主人公の祖母を

演じたのは。

問題 92

池井戸潤の同名小説を原作にした、今年公開の映画「空飛ぶタイヤ」を手がけた富山市出身の監督は。

問題 93

大相撲で活躍する富山市出身力士・朝乃山の幕下までのしこ名は。

問題 94

「劔岳　点の記」「春を背負って」に続く木村大作監督の３作目となる、県内各地で撮影されて今年公開さ

れた映画のタイトルは。

問題 95

県内で、生産年齢人口（15～64 歳）の割合が 61.2％（平成 28 年統計）と最も高い市町村はどこか。

問題 96

公募の歌詞に作曲家・久石譲が曲をつけて発表された「富山県ふるさとの歌」のタイトルは。

問題 97

富山の戦後復興のシンボル的な建造物として評価され、今年、その本館と新館が国の登録有形文化財となっ

たのは富山○○ビルデイング。○に入る名称は。

問題 98

「日本の棚田百選」には県内から２カ所が選ばれているが、三乗（富山市）ともう１カ所は○○（氷見市）。

○に入る地名は。

問題 99

富山弁で、漁師が獲物の中からまかない用に持ち帰るものを「○○」と言い、船上などで作る魚介のみそ

汁を○○汁と呼ぶが、○に入る語句は。

問題 100

「しばらく見んだら、なんちゅう○○（かわいい様子）になられたがけ」のように用いる、「いたいけ」が変

化したとされる富山弁は。



問題１

弥陀ケ原周辺や白木峰などで多く見られる橙黄色のユリ科植物は。

問題２

平成 19 年（2007）に「日本の○○百選」として、富山県から「立山カルデラ」と「魚津埋没林」の２件が

選ばれた。○に入る漢字は。

問題３

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４

県内の名水百選のうち、瑞泉寺の開祖・綽如【しゃくにょ】上人の故事に由来する名水は。

問題５

幻の淡水魚と呼ばれるイタセンパラが生息している、氷見市にある川は仏生寺川ともう一つは何川か。

問題６

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、富山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７

急流河川の多い富山県の中でも日本屈指の平均勾配 8.5％をもつ、魚津市を流れる河川は。

問題８

○○の稜線東側に並ぶ４つの圏谷群は、圏谷群としては唯一、国の特別天然記念物に指定されているが、○

に入る山名は。

問題９

昨年、立山砂防工事の本宮えん堤と泥谷えん堤が国の重要文化財に指定されたが、既に重文になっている白

岩えん堤と合わせた新たな指定名称は。

問題 10

今年、剱岳で新たに認められた氷河で、平野部から眺望できる唯一の氷河でもあるものは。

問題 11

富山市にある「八尾化石資料館 ○○」では、古生代以前につくられた日本列島最古の岩石や、中生代をへて

新生代に至るまでの地層や化石を見ることができるが、○に入る名称を漢字で書け。

問題 12

平成 28 年（2016）から「常時観測火山」として 24 時間体制の監視が続いている県内の火山の名称は。

問題 13

魚津市で植物研究家が栽培してきた自然植物園を地元のボランティア団体が引き継ぎ、ボタンやシャクヤク、

シャクナゲなどの名所となっている「花の森・○○」の○に入る語句は。

問題 14

地形や風向の自然条件に恵まれていることから、全国初の民間企業による「洋上風力発電事業」が沖合いで

計画されている自治体は。

問題 15

今年、氷見市では初めて確認された、澄んだ渓流にすむアオガエルの仲間で美しい鳴き声が特徴の希少なカ

エルは。

問題 16

県内で、立山、剱岳に次いで３番目に高い山は。

問題 17

富山市に事務局が置かれている、日本、中国、韓国、ロシアの４カ国が共同で日本海と黄海の環境保全に取

り組む「北西太平洋地域海行動計画」の略称は。

問題 18

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の古墳を漢字で書け。

問題 19

源平盛衰記によれば、木曽義仲が倶利伽羅合戦で用いたとされる奇襲を「○○の計」と記されているが、○

に入る漢字を書け。

問題 20

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

問題 21

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 22

富山売薬の創始者とされる富山藩２代藩主はだれか、漢字で書け。

問題 23

明治２年（1869）に起こった農民一揆「ばんどり騒動」の集結の地として知られるのは、現在のどの市町村か。

問題 24

富山県内最古の木造建築物で、国の重要文化財に指定されている本殿がある、南砺市の神社の名称を漢字

で書け。

問題 25

富山市の呉羽丘陵南側にある「古沢塚山古墳」は古墳時代中期に造られ、「県内一きれいな形の○○墳」と

言われる。○に入る古墳の形状は。

問題 26

平安末期の豪族の屋敷跡とされる場所に文化人の学びの拠点として建てられた、南砺市の市指定文化財で

もある福光城址「せいかえん」を漢字で書け。

問題 27

昨年、国指定史跡「○○城跡」の城下町跡「○○遺跡」の調査で、建物や井戸の遺構約 350 基や、作物の種子、

木製品などの遺物が出土したが、○に入る語句は。

問題 28

今年のノーベル医学生理学賞を受賞した、両親が富山県出身というゆかりを持つ研究者は。

問題 29

大正時代、富山県から全国に広まった米騒動の影響で総辞職した内閣は。

問題 30

室町時代の僧・蓮如上人が、越中布教の際に最初の拠点にしたとされるのは。

問題 31

今年、南砺市の「宮大工の鑿【のみ】一丁から生まれた木彫刻美術館・○○」が、文化庁の「日本遺産」に

認められた。○に入る語句は。

問題 32

○○病が、厚生省（当時）により、全国で初めて公害病と認定されてから 50 年になる。○に入る語句を書け。

問題 33

県人が設立した造船会社で造られ、第１次南極観測隊として立山ガイドたちが乗り組んだことなどで知られ

る、今年建造 80 年を迎えた船は。

問題 34

後醍醐天皇の皇子で、鎌倉幕府倒幕計画の失敗に連座して現在の高岡市二塚に追放され、同地で亡くなった

人物は。

問題 35

射水市の特産品「○○梨」は、夏に収穫した梨を氷温保存、熟成させることで糖度が増し、年中みずみずし

い味わいを楽しめるのが特長。○に入る言葉を書け。

問題 36

弘法大師が植えたのが始まりと伝えられる、砺波市庄川町金屋地区を中心に生産されている特産品は。

問題 37

平成８年（1996）に富山県が定めた「県のさかな」３種類をすべて書け。

問題 38

農林水産省の「農山漁村の郷土料理百選」に選ばれているのは、「ます寿し」と何か。

問題 39

明治時代、富山電燈が上新川郡塩村（現・富山市）に建設した北陸初の発電所は。

問題 40

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 41

高岡市の有礒正【ありそしょう】八幡宮に伝わる、鋳物の神に感謝と祈りをささげ、伝統技法による勾玉【ま

がたま】の鋳造を披露する全国でも珍しい祭りは。

問題 42

今年、復元工事を終えた名古屋城本丸御殿では、ふすまの下貼りなどに越中和紙が用いられているが、そ

の産地は。

問題 43

法隆寺の国宝釈迦三尊像の再現プロジェクトに関わった実績から、東京芸術大学と連携して文化財の修復

や再現の事業化に取り組んでいる、県内の伝統産業は。

問題 44

砺波市栴檀山地区の特産で、「となみブランド」にも認定されている、さわし柿（渋柿の渋味を抜いたもの）

の名称は。

問題 45

富山市八尾町の上新町商店街では、平成 15 年（2003）から地産地消や地域活性化をテーマに特産品などを

販売する「なりひら○○」を開き、今年７月に 120 回目を迎えたが、○に入る語句は。

問題 46

フランスの著名シャンパン醸造家により、富山の米を使った○○を世界に向けて売り出す企画が立山町を

拠点として始まっている。○に入る語句は。

問題 47

JA となみ野が平成 21 年（2009）から生産を始め、現在では販売額約７億円を見込むまでの一大産地に成

長した作物は。

問題 48

かつて一大産地だった魚津市西布施地区の農家有志と、県中央植物園が存続に向け取り組んでいる、同市

の花にも指定されている植物は。

問題 49

今年、本格販売が始まった富山米の新品種「富富富」の CMキャラクターを務める女優は。

問題 50

昨年 11 月、県内から高岡銅器、井波彫刻などに次ぐ６品目の国の伝統的工芸品に指定されたのは。

問題 51

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 52

その水音が「残したい日本の音風景 100 選」にも選ばれている、富山市八尾町の旧町を流れる火防・流雪

用水路のことを何というか。

問題 53

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 54

富山県西部に多い、正面玄関側が大きな屋根の切妻造りで、格子状の白壁が特徴の建築様式を何というか。

問題 55

「公共交通を軸としたコンパクトなまちづくり」を進める富山市が平成 22 年（2010）から開始した、自転

車市民共同利用システムの愛称は。

問題 56

「とやま○○遺産」は、身近なところにある「地域の宝物」を再発見する県の取り組みで、これまでに「飛

越地震（安政の大地震）の記憶を留める常願寺川大転石群」などが選定されているが、○に入る語句は。

問題 57

小矢部園芸高校専攻科の卒業生と在校生によるボランティアグループ「カイニョ○○支援隊」は、砺波の

散居村の屋敷林を整備する活動を行っているが、○に入る語句は。

問題 58

射水市大島絵本館のシンボルマークになっているキャラクターの名前は。

問題 59

今年 10 月１日から交付が始まった図柄入り自動車ナンバープレートの富山版は、海越しの立山連峰に○○

を組み合わせたデザインだが、○に入る語句は。

問題 60

新産業都市計画の一環として昭和 43 年（1968）に開港。環日本海の物流拠点として発展し、今年 50 周年

を迎えた港湾は。

問題 61

かつて県内でよく見られた屋敷に付属する小さな建物で、田畑の肥料や消雪に用いるいろりの灰を保管し

た場所は。

問題 62

公共施設や住宅を中心部に集めるコンパクトシティーや公共交通網の再構築に取り組む国のモデル都市と

して、今年、県内から初めて選ばれた自治体は。

問題 63

総務省の平成 29 年（2017）の家計調査において、富山市の１世帯当たりの支出額が全国１位となった食料

品は、ブリ、昆布、魚介の漬物と、もう一つは。

問題 64

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 65

県内で唯一、「日本の渚百選」および「快水浴場百選」の両方に選定されている海岸は。

問題 66

国登録有形文化財・小杉展示館（旧小杉貯金銀行）、竹内源造記念館（旧小杉町役場）、旧小杉郵便局など

の建物から連想される建築装飾は。

問題 67

平成 22 年（2010）、国の重要無形民俗文化財に指定された入善町の伝統行事は「邑町【むらまち】の○○」

である。○に入る語句をカタカナで書け。

問題 68

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。

問題 69

毎年夏、南砺市福野で開催される異文化交流と音楽の祭典を何というか。

問題 70

今年 150 年祭が開催された「水橋橋まつり」は、町中を流れる川に初めて橋（現在の東西橋）が架けられ

たのを祝って始まった。この川の現在の名称を漢字で書け。

問題 71

入善町には大正時代の水力発電所を再生した、ユニークな「○○発電所美術館」がある。○に入る言葉を書け。

問題 72

昨年、地域団体商標に登録された、県産米と富山湾の魚介類を使った料理の名称は。

問題 73

射水市の放生津八幡宮の秋季例大祭として、「新湊曳山まつり」（曳山行事）とともに伝承されている、神

仏習合の形式を残す祭壇を飾る行事は。

問題 74

南砺市福光地域ゆかりの板画家・棟方志功のアトリエであり、家族との住居でもあった建物「りうがさい」

を、漢字で書け。

問題 75

かつて宿場町として栄えた滑川市に今も残る、国登録有形文化財「旧宮崎酒造」の愛称は。

問題 76

東日本大震災被災地で引き回しを披露するなどの活動が評価されて、昨年、日本ユネスコ協会連盟の「プ

ロジェクト未来遺産」に選ばれた祭りは。

問題 77

高岡市金屋町で開かれる「御印祭」で、「エンヤシャ、ヤッシャイ」の勇ましい掛け声とともに歌い踊られ

る作業歌は。

問題 78

今年、小矢部市の新たな観光スポットとして○○メルヘン牛やメルヘンポークのメニューが楽しめる「○

○山カフェレストラン」がオープンしたが、○に入る語句は。

問題 79

南砺市城端地区出身の農業研究家、稲塚権次郎を顕彰して開催される「権次郎まつり」で人気の牛肉と米

を使ったメニュー「権次郎○○」の、○に入る語句は。

問題 80

東京都内には県のアンテナショップが２カ所あるが、今年開館２周年を迎えた「富山のライフスタイルを

発信する」をテーマとしている店舗は。

問題 81

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 82

高岡市出身で、蒼生短歌会を創立するなど昭和歌壇に大きな足跡を残し、高岡古城公園に俳人の父の句碑

とともに歌碑が建つ歌人は。

問題 83

「伏木中学校の歌」を作詞し、同校内に記念館「海風会館」がある、今年生誕 100 年を迎えた芥川賞作家は。

問題 84

新川郡魚津町（現・魚津市）出身で、明治時代の社会問題を取材した『日本之下層社会』を発表した社会

思想家は。

問題 85

現在の立山町出身で、小説家・ジャーナリスト・郷土史家・宗教活動家として知られる翁久允が、昭和 11

年（１936）に創刊した郷土研究誌は。

問題 86

氷見市出身の童謡詩人で、児童文芸雑誌「赤い鳥」などで活躍し、代表作に「くらら咲くころ」があるのは。

問題 87

県内最大のフルマラソン大会「富山マラソン」の成績上位者には、翌年、提携大会である「○○マラソン」

の出走権が与えられるが、○に入る語句は。

問題 88

南砺市上平地域の行徳寺から井波別院瑞泉寺まで、浄土真宗ゆかりの山岳古道を駆ける「世界遺産五箇山・

○○トレイルラン」の○に入る語句は。

問題 89

南砺市福光美術館が常設展示している、明治から昭和にかけて京都画壇で活躍した同地域出身の日本画家

は。

問題 90

万葉歌人・大伴家持ゆかりの地、高岡で、「○○万葉短歌バトル in 高岡」が今年８月に開催されたが、○に

入る語句は。

問題 91

今年公開された、氷見市を主な舞台にした篠原哲雄監督の映画「ばぁちゃんロード」で、主人公の祖母を

演じたのは。

問題 92

池井戸潤の同名小説を原作にした、今年公開の映画「空飛ぶタイヤ」を手がけた富山市出身の監督は。

問題 93

大相撲で活躍する富山市出身力士・朝乃山の幕下までのしこ名は。

問題 94

「劔岳　点の記」「春を背負って」に続く木村大作監督の３作目となる、県内各地で撮影されて今年公開さ

れた映画のタイトルは。

問題 95

県内で、生産年齢人口（15～64 歳）の割合が 61.2％（平成 28 年統計）と最も高い市町村はどこか。

問題 96

公募の歌詞に作曲家・久石譲が曲をつけて発表された「富山県ふるさとの歌」のタイトルは。

問題 97

富山の戦後復興のシンボル的な建造物として評価され、今年、その本館と新館が国の登録有形文化財となっ

たのは富山○○ビルデイング。○に入る名称は。

問題 98

「日本の棚田百選」には県内から２カ所が選ばれているが、三乗（富山市）ともう１カ所は○○（氷見市）。

○に入る地名は。

問題 99

富山弁で、漁師が獲物の中からまかない用に持ち帰るものを「○○」と言い、船上などで作る魚介のみそ

汁を○○汁と呼ぶが、○に入る語句は。

問題 100

「しばらく見んだら、なんちゅう○○（かわいい様子）になられたがけ」のように用いる、「いたいけ」が変

化したとされる富山弁は。



問題１

弥陀ケ原周辺や白木峰などで多く見られる橙黄色のユリ科植物は。

問題２

平成 19 年（2007）に「日本の○○百選」として、富山県から「立山カルデラ」と「魚津埋没林」の２件が

選ばれた。○に入る漢字は。

問題３

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４

県内の名水百選のうち、瑞泉寺の開祖・綽如【しゃくにょ】上人の故事に由来する名水は。

問題５

幻の淡水魚と呼ばれるイタセンパラが生息している、氷見市にある川は仏生寺川ともう一つは何川か。

問題６

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、富山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７

急流河川の多い富山県の中でも日本屈指の平均勾配 8.5％をもつ、魚津市を流れる河川は。

問題８

○○の稜線東側に並ぶ４つの圏谷群は、圏谷群としては唯一、国の特別天然記念物に指定されているが、○

に入る山名は。

問題９

昨年、立山砂防工事の本宮えん堤と泥谷えん堤が国の重要文化財に指定されたが、既に重文になっている白

岩えん堤と合わせた新たな指定名称は。

問題 10

今年、剱岳で新たに認められた氷河で、平野部から眺望できる唯一の氷河でもあるものは。

問題 11

富山市にある「八尾化石資料館 ○○」では、古生代以前につくられた日本列島最古の岩石や、中生代をへて

新生代に至るまでの地層や化石を見ることができるが、○に入る名称を漢字で書け。

問題 12

平成 28 年（2016）から「常時観測火山」として 24 時間体制の監視が続いている県内の火山の名称は。

問題 13

魚津市で植物研究家が栽培してきた自然植物園を地元のボランティア団体が引き継ぎ、ボタンやシャクヤク、

シャクナゲなどの名所となっている「花の森・○○」の○に入る語句は。

問題 14

地形や風向の自然条件に恵まれていることから、全国初の民間企業による「洋上風力発電事業」が沖合いで

計画されている自治体は。

問題 15

今年、氷見市では初めて確認された、澄んだ渓流にすむアオガエルの仲間で美しい鳴き声が特徴の希少なカ

エルは。

問題 16

県内で、立山、剱岳に次いで３番目に高い山は。

問題 17

富山市に事務局が置かれている、日本、中国、韓国、ロシアの４カ国が共同で日本海と黄海の環境保全に取

り組む「北西太平洋地域海行動計画」の略称は。

問題 18

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の古墳を漢字で書け。

問題 19

源平盛衰記によれば、木曽義仲が倶利伽羅合戦で用いたとされる奇襲を「○○の計」と記されているが、○

に入る漢字を書け。

問題 20

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

問題 21

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 22

富山売薬の創始者とされる富山藩２代藩主はだれか、漢字で書け。

問題 23

明治２年（1869）に起こった農民一揆「ばんどり騒動」の集結の地として知られるのは、現在のどの市町村か。

問題 24

富山県内最古の木造建築物で、国の重要文化財に指定されている本殿がある、南砺市の神社の名称を漢字

で書け。

問題 25

富山市の呉羽丘陵南側にある「古沢塚山古墳」は古墳時代中期に造られ、「県内一きれいな形の○○墳」と

言われる。○に入る古墳の形状は。

問題 26

平安末期の豪族の屋敷跡とされる場所に文化人の学びの拠点として建てられた、南砺市の市指定文化財で

もある福光城址「せいかえん」を漢字で書け。

問題 27

昨年、国指定史跡「○○城跡」の城下町跡「○○遺跡」の調査で、建物や井戸の遺構約 350 基や、作物の種子、

木製品などの遺物が出土したが、○に入る語句は。

問題 28

今年のノーベル医学生理学賞を受賞した、両親が富山県出身というゆかりを持つ研究者は。

問題 29

大正時代、富山県から全国に広まった米騒動の影響で総辞職した内閣は。

問題 30

室町時代の僧・蓮如上人が、越中布教の際に最初の拠点にしたとされるのは。

問題 31

今年、南砺市の「宮大工の鑿【のみ】一丁から生まれた木彫刻美術館・○○」が、文化庁の「日本遺産」に

認められた。○に入る語句は。

問題 32

○○病が、厚生省（当時）により、全国で初めて公害病と認定されてから 50 年になる。○に入る語句を書け。

問題 33

県人が設立した造船会社で造られ、第１次南極観測隊として立山ガイドたちが乗り組んだことなどで知られ

る、今年建造 80 年を迎えた船は。

問題 34

後醍醐天皇の皇子で、鎌倉幕府倒幕計画の失敗に連座して現在の高岡市二塚に追放され、同地で亡くなった

人物は。

問題 35

射水市の特産品「○○梨」は、夏に収穫した梨を氷温保存、熟成させることで糖度が増し、年中みずみずし

い味わいを楽しめるのが特長。○に入る言葉を書け。

問題 36

弘法大師が植えたのが始まりと伝えられる、砺波市庄川町金屋地区を中心に生産されている特産品は。

問題 37

平成８年（1996）に富山県が定めた「県のさかな」３種類をすべて書け。

問題 38

農林水産省の「農山漁村の郷土料理百選」に選ばれているのは、「ます寿し」と何か。

問題 39

明治時代、富山電燈が上新川郡塩村（現・富山市）に建設した北陸初の発電所は。

問題 40

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 41

高岡市の有礒正【ありそしょう】八幡宮に伝わる、鋳物の神に感謝と祈りをささげ、伝統技法による勾玉【ま

がたま】の鋳造を披露する全国でも珍しい祭りは。

問題 42

今年、復元工事を終えた名古屋城本丸御殿では、ふすまの下貼りなどに越中和紙が用いられているが、そ

の産地は。

問題 43

法隆寺の国宝釈迦三尊像の再現プロジェクトに関わった実績から、東京芸術大学と連携して文化財の修復

や再現の事業化に取り組んでいる、県内の伝統産業は。

問題 44

砺波市栴檀山地区の特産で、「となみブランド」にも認定されている、さわし柿（渋柿の渋味を抜いたもの）

の名称は。

問題 45

富山市八尾町の上新町商店街では、平成 15 年（2003）から地産地消や地域活性化をテーマに特産品などを

販売する「なりひら○○」を開き、今年７月に 120 回目を迎えたが、○に入る語句は。

問題 46

フランスの著名シャンパン醸造家により、富山の米を使った○○を世界に向けて売り出す企画が立山町を

拠点として始まっている。○に入る語句は。

問題 47

JA となみ野が平成 21 年（2009）から生産を始め、現在では販売額約７億円を見込むまでの一大産地に成

長した作物は。

問題 48

かつて一大産地だった魚津市西布施地区の農家有志と、県中央植物園が存続に向け取り組んでいる、同市

の花にも指定されている植物は。

問題 49

今年、本格販売が始まった富山米の新品種「富富富」の CMキャラクターを務める女優は。

問題 50

昨年 11 月、県内から高岡銅器、井波彫刻などに次ぐ６品目の国の伝統的工芸品に指定されたのは。

問題 51

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 52

その水音が「残したい日本の音風景 100 選」にも選ばれている、富山市八尾町の旧町を流れる火防・流雪

用水路のことを何というか。

問題 53

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 54

富山県西部に多い、正面玄関側が大きな屋根の切妻造りで、格子状の白壁が特徴の建築様式を何というか。

問題 55

「公共交通を軸としたコンパクトなまちづくり」を進める富山市が平成 22 年（2010）から開始した、自転

車市民共同利用システムの愛称は。

問題 56

「とやま○○遺産」は、身近なところにある「地域の宝物」を再発見する県の取り組みで、これまでに「飛

越地震（安政の大地震）の記憶を留める常願寺川大転石群」などが選定されているが、○に入る語句は。

問題 57

小矢部園芸高校専攻科の卒業生と在校生によるボランティアグループ「カイニョ○○支援隊」は、砺波の

散居村の屋敷林を整備する活動を行っているが、○に入る語句は。

問題 58

射水市大島絵本館のシンボルマークになっているキャラクターの名前は。

問題 59

今年 10 月１日から交付が始まった図柄入り自動車ナンバープレートの富山版は、海越しの立山連峰に○○

を組み合わせたデザインだが、○に入る語句は。

問題 60

新産業都市計画の一環として昭和 43 年（1968）に開港。環日本海の物流拠点として発展し、今年 50 周年

を迎えた港湾は。

問題 61

かつて県内でよく見られた屋敷に付属する小さな建物で、田畑の肥料や消雪に用いるいろりの灰を保管し

た場所は。

問題 62

公共施設や住宅を中心部に集めるコンパクトシティーや公共交通網の再構築に取り組む国のモデル都市と

して、今年、県内から初めて選ばれた自治体は。

問題 63

総務省の平成 29 年（2017）の家計調査において、富山市の１世帯当たりの支出額が全国１位となった食料

品は、ブリ、昆布、魚介の漬物と、もう一つは。

問題 64

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 65

県内で唯一、「日本の渚百選」および「快水浴場百選」の両方に選定されている海岸は。

問題 66

国登録有形文化財・小杉展示館（旧小杉貯金銀行）、竹内源造記念館（旧小杉町役場）、旧小杉郵便局など

の建物から連想される建築装飾は。

問題 67

平成 22 年（2010）、国の重要無形民俗文化財に指定された入善町の伝統行事は「邑町【むらまち】の○○」

である。○に入る語句をカタカナで書け。

問題 68

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。

問題 69

毎年夏、南砺市福野で開催される異文化交流と音楽の祭典を何というか。

問題 70

今年 150 年祭が開催された「水橋橋まつり」は、町中を流れる川に初めて橋（現在の東西橋）が架けられ

たのを祝って始まった。この川の現在の名称を漢字で書け。

問題 71

入善町には大正時代の水力発電所を再生した、ユニークな「○○発電所美術館」がある。○に入る言葉を書け。

問題 72

昨年、地域団体商標に登録された、県産米と富山湾の魚介類を使った料理の名称は。

問題 73

射水市の放生津八幡宮の秋季例大祭として、「新湊曳山まつり」（曳山行事）とともに伝承されている、神

仏習合の形式を残す祭壇を飾る行事は。

問題 74

南砺市福光地域ゆかりの板画家・棟方志功のアトリエであり、家族との住居でもあった建物「りうがさい」

を、漢字で書け。

問題 75

かつて宿場町として栄えた滑川市に今も残る、国登録有形文化財「旧宮崎酒造」の愛称は。

問題 76

東日本大震災被災地で引き回しを披露するなどの活動が評価されて、昨年、日本ユネスコ協会連盟の「プ

ロジェクト未来遺産」に選ばれた祭りは。

問題 77

高岡市金屋町で開かれる「御印祭」で、「エンヤシャ、ヤッシャイ」の勇ましい掛け声とともに歌い踊られ

る作業歌は。

問題 78

今年、小矢部市の新たな観光スポットとして○○メルヘン牛やメルヘンポークのメニューが楽しめる「○

○山カフェレストラン」がオープンしたが、○に入る語句は。

問題 79

南砺市城端地区出身の農業研究家、稲塚権次郎を顕彰して開催される「権次郎まつり」で人気の牛肉と米

を使ったメニュー「権次郎○○」の、○に入る語句は。

問題 80

東京都内には県のアンテナショップが２カ所あるが、今年開館２周年を迎えた「富山のライフスタイルを

発信する」をテーマとしている店舗は。

問題 81

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 82

高岡市出身で、蒼生短歌会を創立するなど昭和歌壇に大きな足跡を残し、高岡古城公園に俳人の父の句碑

とともに歌碑が建つ歌人は。

問題 83

「伏木中学校の歌」を作詞し、同校内に記念館「海風会館」がある、今年生誕 100 年を迎えた芥川賞作家は。

問題 84

新川郡魚津町（現・魚津市）出身で、明治時代の社会問題を取材した『日本之下層社会』を発表した社会

思想家は。

問題 85

現在の立山町出身で、小説家・ジャーナリスト・郷土史家・宗教活動家として知られる翁久允が、昭和 11

年（１936）に創刊した郷土研究誌は。

問題 86

氷見市出身の童謡詩人で、児童文芸雑誌「赤い鳥」などで活躍し、代表作に「くらら咲くころ」があるのは。

問題 87

県内最大のフルマラソン大会「富山マラソン」の成績上位者には、翌年、提携大会である「○○マラソン」

の出走権が与えられるが、○に入る語句は。

問題 88

南砺市上平地域の行徳寺から井波別院瑞泉寺まで、浄土真宗ゆかりの山岳古道を駆ける「世界遺産五箇山・

○○トレイルラン」の○に入る語句は。

問題 89

南砺市福光美術館が常設展示している、明治から昭和にかけて京都画壇で活躍した同地域出身の日本画家

は。

問題 90

万葉歌人・大伴家持ゆかりの地、高岡で、「○○万葉短歌バトル in 高岡」が今年８月に開催されたが、○に

入る語句は。

問題 91

今年公開された、氷見市を主な舞台にした篠原哲雄監督の映画「ばぁちゃんロード」で、主人公の祖母を

演じたのは。

問題 92

池井戸潤の同名小説を原作にした、今年公開の映画「空飛ぶタイヤ」を手がけた富山市出身の監督は。

問題 93

大相撲で活躍する富山市出身力士・朝乃山の幕下までのしこ名は。

問題 94

「劔岳　点の記」「春を背負って」に続く木村大作監督の３作目となる、県内各地で撮影されて今年公開さ

れた映画のタイトルは。

問題 95

県内で、生産年齢人口（15～64 歳）の割合が 61.2％（平成 28 年統計）と最も高い市町村はどこか。

問題 96

公募の歌詞に作曲家・久石譲が曲をつけて発表された「富山県ふるさとの歌」のタイトルは。

問題 97

富山の戦後復興のシンボル的な建造物として評価され、今年、その本館と新館が国の登録有形文化財となっ

たのは富山○○ビルデイング。○に入る名称は。

問題 98

「日本の棚田百選」には県内から２カ所が選ばれているが、三乗（富山市）ともう１カ所は○○（氷見市）。

○に入る地名は。

問題 99

富山弁で、漁師が獲物の中からまかない用に持ち帰るものを「○○」と言い、船上などで作る魚介のみそ

汁を○○汁と呼ぶが、○に入る語句は。

問題 100

「しばらく見んだら、なんちゅう○○（かわいい様子）になられたがけ」のように用いる、「いたいけ」が変

化したとされる富山弁は。
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