
上級の部

＜上級の部＞問題

問１　富山県［立山博物館］の主要な施設は展示館、遙望館と、もう一つは何か。

問２　高岡市出身のアニメーター・松原秀典が描いた高岡市の観光大使キャラク

ターの名称は。

問３　明治36年（1903）に来日した後、約半世紀にわたり富山の幼児教育の振興に

尽くした、カナダ出身の女性は。

問４　約60億kmを旅した小惑星探査機「はやぶさ」の模型や実物部品を、昨年、富

山県内で初めて展示した施設は。

問５　朝日町のイメージキャラクター「ヒスイ太郎」のモデルになった地元の豪族の名

前を漢字で書け。

問６　富山湾でホタルイカが獲れる沿岸は、「ホタルイカ○○海面」として国の特別天

然記念物に指定されている。○に入る漢字を書け。

問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８　富山ライトレールは、何という鉄道路線を路面電車化したものか。

問９　富山藩6代藩主・前田利與【としとも】が人材育成や士風振興を目的に設置し

た藩校を何というか、漢字で書け。

問10　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。

問11　南砺市福光にある棟方志功の元住居「りうがさい」を漢字で書け。

問12　高岡銅器産業の発展につながった鋳物づくりにちなみ、弥栄節【やがえふ】を

唄って町を練り歩く祭りは何か、漢字で書け。

問13　富山県出身の横綱は、太刀山ともう一人はだれか、しこ名を漢字で書け。

問14　北陸自動車道で富山県内に設置されているインターチェンジは何カ所か（ス

マートICを除く）。

問15　南砺市出身の実業家・政治家で、昭和21年（1946）に第一次吉田茂内閣の

厚生大臣に就任したのはだれか、漢字で書け。

問16　立山三山の一つで、一の越を挟んで雄山の反対にある山は。

問17　今年4月に開館した、富山県で発生した公害病に関する展示施設の名称は。

問18　東日本大震災の被災地・福島県南相馬市から小中学生を招く「南相馬こども

のつばさ」に、昨年、今年と協力している市町村は。

問19　カターレ富山が加盟するサッカーＪリーグ2部（J2）の、今季のチーム数を書
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け。

問20　地域経済活性化のため、平成21年（2009）からプレミアム付き商品券「（市町

村名）を元気にせんまい券」を発行している市町村は。

問21　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22　加賀藩が参勤交代の便のために黒部川に架けた橋で、日本三奇橋の一つに

数えられる「○○のはね橋」の、○に入る漢字を書け。

問23　今年のロンドン五輪に出場した富山県出身・県内団体や企業所属の選手は

何人か。

問24　今年8月、黒部市で19年ぶりに開催された野外音楽イベントは。

問25　厳冬期、黒部峡谷の地下トンネルなどで見られる、下から上に成長する氷の

柱を何というか。

問26　黒部市の「清水【しょうず】の里」や「生地の共同洗い場」などは、どのような総

称で環境省の「名水百選」に指定されているか。

問27　朝日町では、「元気ですか」という意味の方言にちなんだご当地ソング

「○○○○！ あさひ」や、ご当地ヒーロー「○○○○戦隊マメレンジャー」を考案し

地域活性化に取り組んでいる。○に入るひらがなを書け。

問28　魚津市出身の農学者で、世界で初めてイネ属植物とアブラナ属植物のゲノム

（染色体の基本的な一組）構造を解明したのはだれか。

問29　呉羽丘陵の北端にあり、近年の本格的調査で縄文時代後期から晩期の土

器･石器が大量に出土した遺跡は。

問30　食用や薬用に珍重される海浜植物ハマボウフウを、地域の新たな特産物に

する取り組みを進めている市町村は。

問31　安政5年（1858）の「安政飛越地震」を起こした活断層の名称を漢字で書け。

問32　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33　治山治水や教育に力を入れた、富山県の初代県令（のちの知事）の名前を漢

字で書け。

問34　万葉集で大伴家持が歌に詠んだ「奈呉の浦」は現在のどのあたりの海岸か。

問35　菊の栽培が盛んな南砺市福野地区にある植物園は。

問36　おやべ情報発信委員会が制作した市民による短編映画「埴生【はにゅう】の

八幡宮　そして葵【あおい】」は、何という武将にまつわる物語か。

問37　奈良県立万葉文化館館長で、今年7月に開館した「高志の国文学館」の館長

も務める国文学者は。

問38　昨年、富山県内で初めて確認された、熱帯を中心に生息するとされるガの名

称は。
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問39　平城としては珍しい多郭式構造をもつ、富山市の国指定史跡は。

問40　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41　今年9月、射水市新湊地区の東西埋め立て地を結び、日本海側最大級の斜

張橋として開通した橋は。

問42　松尾芭蕉が『奥の細道』で越中路を詠んだ一句、「わせの香や 分入【わけい

る】右は」に続く言葉は。

問43　早月川に架【か】かる橋「はいつき大橋」の「はいつき」を漢字で書け。

問44　今年、立山弥陀ヶ原・大日平が国際的に重要な湿地を保全する

「○○○○○○○」に登録された。○に入る言葉を書け。

問45　入善町で、「入善ブラウンラーメン」に続いて開発されたのは「入善○○○ラー

メン」である。○に入る語句を書け。

問46　「○○○型１％まちづくり事業」とは、市民税の１％を財源に市民活動を支援

する施策をいう。○に入る市町村名をひらがなで書け。

問47　渇筆【かっぴつ】技法で水墨画に新境地を開いた婦負郡桜谷村（現・富山市）

出身の水墨画家は。

問48　五箇山の合掌集落の背後にある雪崩防止のための森林を「○○○林」とい

う。○に入る語句を書け。

問49　今年3年目を迎えた黒部市宇奈月温泉の「湯の街ふれあい音楽祭

○○○○○○＠宇奈月」の○に入る音楽家名を書け。

問50　辺見じゅんが「富山発の総合文芸誌」として、平成19年（2007）に創刊した雑

誌の名称は。

問51　木曽義仲が平家と戦った「倶利伽羅合戦」は、別名「○○○合戦」ともいう。

○に入る語句を書け。

問52　「○○○○○総本店」は、富山市・総曲輪にある、生産者から直送された野

菜や果物、特産品を販売する店。○に入る言葉を書け。

問53　「らんかやす」という富山弁がさす意味は。

問54　木曽義仲が倶利伽羅合戦で戦勝を祈願したことで知られる神社は。

問55　浜山玉つくり遺跡で発掘された、Ｃ字型のヒスイでできた装飾品を何という

か、漢字で書け。

問56　朝日町で生産されている和紙の名前は。

問57　7月、市民パレードや民謡街流し、海上花火大会などが行われる滑川市の夏

のイベントは。

問58　昭和初期に起きた「○○○温泉事件」は、「権利の濫用【らんよう】」に関する

民法の重要な判例となった。○に入る漢字を書け。

問59　立山の山岳ガイドとして活躍し、南極観測隊員として第１次越冬隊に参加し
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たのはだれか。

問60　藤子不二雄 原作で、漫画家をめざす二人の少年の成長を描き、のちにテレ

ビドラマ化もされた作品は。

問61　昨年末、環境負荷の少ない街づくりをめざす「環境未来都市」に選定された富

山県内の市町村は。

問62　山町筋に続いて、国の重要伝統的建造物群保存地区に選定される見通しに

なった高岡市の地区名は。

問63　平成22年（2010）から開催されている、富山県内最大級の自転車長距離イベ

ントの名称は。

問64　立山山麓や上市町の森林は「森林○○○○基地」に認定されている。○に

入る言葉を書け。

問65　平成24年（2012）9月1日現在の富山県推計人口において、すべての市町村

で22年の国勢調査時から減少しているが、最も減少した市町村は。

問66　戦後の復興を受けて、昭和29年（1954）に富山県で開かれた全国規模のイベ

ントは。

問67　今年生誕100年を迎えた、サラリーマン小説で知られる富山市出身の直木賞

作家は。

問68　江戸時代、神通川を渡るために舟を並べて造った舟橋があったが、松川べり

に見られるその名残は。

問69　北陸新幹線の富山県内駅で、最初に着工された駅名（仮称）を書け。

問70　砺波地方でよく食べられる、ダイコンの葉などをゆでて細かく刻み、味噌であ

えた郷土料理を○○○という。○に入るひらがなを書け。

問71　ブルートレインとして親しまれたJR北陸本線の寝台特急で、今年3月のダイヤ

改正により廃止された列車名は。

問72　富山県の高等教育の発展を願って多額の寄付をし、旧制富山高等学校の創

設に貢献したのはだれか。

問73　北アルプスのほぼ中央部、黒部川の源流にある標高2924ｍの山は。

問74　今年8月、富山県内初の国際映画祭として開催された「第１回氷見○国際映

画祭」の○に入る語句を漢字で書け。

問75　今年、富山市ファミリーパークで、国内では初めてスバールバルライチョウの

○○繁殖によるひなが誕生した。○に入る漢字を書け。

問76　今年10月、富山県内へは初の誘致となる「全国○○サミット」が魚津市で開

催された。○に入る語句を書け。

問77　昨年3月、氷見市に次いで富山県内2番目のどぶろく特区に認定された市町

村は。

問78　今年3月、能越自動車道で氷見北IC－○○ICまでが開通したが、○○に入る
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名称を書け。

問79　富山県内最大の円墳とされる、立山町にある古墳は。

問80　高岡の伝統産業で、国の伝統的工芸品に指定されているのは高岡銅器と何

か、漢字で書け。

問81　今年3月、山形県の加茂水族館から魚津水族館に、繁殖のため「嫁入り」した

動物は。

問82　アニメ映画「おおかみこどもの雨と雪」の原作者で、監督･脚本も手掛けたの

はだれか。

問83　今年10月、氷見市に新しくオープンした商業施設は「氷見漁港場外市場　

○○○○○」と「氷見温泉郷　総湯」である。○に入る語句を書け。

問84　南砺市井波町にある地名「安室」の読みを書け。

問85　昭和60年（1985）の「全国名水百選」に選ばれた富山県内の名水のうち、砺

波市にあるものの名称を漢字で書け。

問86　射水市の赤田Ⅰ遺跡で発見された墨書土器に書かれた文字は、○○○とし

ては国内最古級といわれる。○に入る言葉を書け。

問87　とやま古洞の森自然活用村がある、古洞ダム周辺の県民公園の名称は。

問88　NPO法人グリーンツーリズムとやまが実施している農作業体験など、田舎暮

らしの体験講座の名称は。

問89　平成19年（2007）に「日本の地質百選」として富山県から2件選ばれたが、そ

れは「立山カルデラ」と何か。

問90　産地偽装防止のため、氷見市の特産品「ひみ寒ぶり」が登録したのは「○○

付き商標」である。○に入る語句を書け。

問91　ムササビ、または蓑【みの】（ムササビに形が似ている、わらで編んだ雨具）を

意味する富山弁を書け。

問92　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93　富山県のご当地アニメの代表ともいえる「true tears（トゥルー ティアーズ）」

で、作中の麦端町の主なモデルになっている地域は。

問94　今年、日本ユネスコ協会連盟の「○○○○」に、富山県内から「布橋灌 頂会

【かんじょうえ】」が登録された。○に入る漢字を書け。

問95　新川郡河内村（現・富山市）生まれの僧で、槍ケ岳の開山者は。

問96　富山県東部で初めてハトムギの特産化に取り組み、「越中はとむぎ茶」を売り

出している市町村は。

問97　明治32年（1899）に富山電燈が建設した北陸初の水力発電所は。

問98　高岡市福岡町の「洋遊会」は何を伝承するグループか。
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問99　震災や原発事故を受けて注目が集まる自然エネルギーの一つ、小水力を

テーマにした「全国小水力発電サミット」が昨年開かれた市町村は。

問100　公募の歌詞に作曲家・久石譲が曲をつけて、今年発表された「富山県ふる

さとの歌」のタイトルは。

＜上級の部＞解答

問１ まんだら遊苑 問51 砺波山

問２ あみたん娘 問52 地場もん屋

問３ アームストロング 問53 大騒ぎする、大喜びする

問４ 砺波市美術館 問54 護国八幡宮

問５ 宮崎太郎 問55 勾玉

問６ 群遊 問56 蛭谷（和）紙

問７ 片貝川 問57 ふるさと龍宮まつり

問８ JR富山港線 問58 宇奈月

問９ 広徳館 問59 佐伯富男

問10 万尾川 問60 まんが道

問11 鯉雨画斎 問61 富山市

問12 御印祭 問62 金屋（地区）

問13 梅ヶ谷 問63 グランフォンド富山

問14 10カ所 問64 セラピー

問15 河合良成 問65 高岡市

問16 浄土山 問66 富山産業大博覧会

問17 富山県立イタイイタイ病資料館 問67 源氏鶏太

問18 南砺市 問68 常夜燈

問19 22チーム 問69 新黒部駅

問20 射水市 問70 よごし

問21 人形山 問71 日本海

問22 愛本 問72 馬場はる

問23 8人 問73 鷲羽岳

問24 ホットフィールド（2012） 問74 絆

問25 氷筍（ひょうじゅん） 問75 自然

問26 黒部川扇状地湧水群 問76 山城

問27 まめなけ 問77 南砺市

問28 盛永俊太郎 問78 灘浦

問29 百塚遺跡 問79 稚児塚古墳

問30 氷見市 問80 高岡漆器

問31 跡津川断層 問81 ゴマフアザラシ

問32 懸場帳 問82 細田　守

問33 国重正文 問83 ひみ番屋街
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問34 （射水市）放生津（町） 問84 あじつ

問35
南砺市園芸植物園（フローラル
パーク）

問85 瓜裂清水

問36 木曽義仲 問86 草仮名

問37 中西　進 問87 野鳥の園

問38 クロメンガタスズメ 問88 とやま帰農塾

問39 安田城跡 問89 魚津埋没林

問40 庄川水記念公園 問90 図形

問41 新湊大橋 問91 ばんどり

問42 有磯海 問92 ミライクル館

問43 延槻 問93 南砺市城端

問44 ラムサール条約 問94 未来遺産

問45 レッド 問95 播隆（上人）

問46 おやべ 問96 朝日町

問47 篁　牛人 問97 大久保発電所

問48 雪持ち 問98 雅楽

問49 モーツァルト 問99 黒部市

問50 弦（GEN） 問100 ふるさとの空

Copyright©2010 越中富山ふるさとチャレンジ実行委員会 All rights reserved.

7


