
上級の部

＜上級の部＞問題

問１　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２　富山湾の魚類を豊かにしている要因は、暖流の対馬海流と、○○と呼ばれる

冷たい海洋深層水である。○に入る名称を漢字で書け。

問３　今年、35年ぶりに県内で幼虫が大量発生し、山間部の広葉樹や水稲に被害

を与えた虫は。

問４　今年５月から、県自然保護協会などによる総合学術調査が始まったラムサー

ル条約登録湿地の名称は。

問５　国土交通省が発表した昨年の全国１級河川の水質調査結果で、２年連続「最

も良好」となった県内河川は。

問６　氷見市が、大小５カ所の池や学習棟、高温水やプランクトンを池に供給するた

めの水田などを整備して保護に努めている生物は。

問７　今年、国連教育科学文化機関（ユネスコ）後援の非政府組織（NGO）で、日本

の松島湾を含め24カ国１地域の36湾が加盟する「○○クラブ」に富山湾が加盟した。

○に入る語句を書け。

問８　今年、「有磯海（○○）」が県内では40年ぶり、３件目の国の名勝に指定され

た。○に入る語句を書け。

問９　入善町の国指定天然記念物「杉沢の沢スギ」の林内には、新種の桜「○○キ

クザクラ」が自生する。○に入る語句を書け。

問10　総称して「立山」と呼ばれる、３つの山の名称をすべて書け。

問11　ホタルイカは体の３カ所に約1,000個の発光器を持つが、その部位は「眼」と

「皮膚」とどこか。

問12　1890年代に上市川上流で発見され、榎本武揚が「流星刀」を作る材になった

隕石の呼び名は。

問13　大山村（現・富山市）出身の立山案内人で、黒部峡谷に精通して「渓谷歩き

の天才」といわれ、剱岳の地形にその名が付けられている人物は。

問14　初代立山砂防工事事務所長として白岩堰堤砂防施設を計画するなど、わが

国の近代砂防の発展に貢献し「砂防の父」と呼ばれた人物は。

問15　「ふるさといきものの里百選」に県内から唯一選ばれている施設は。

問16　平成24年（2012）に立山で日本初の氷河が認定されたが、それに続く認定を

めざして調査が進められているのは池ノ谷右俣雪渓とどこか。

問17　江戸時代、越中と飛騨の国境に設けられた関所の名称を漢字で書け。
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問18　神通川下流域で発生した公害病の治療と原因究明に奔走し、患者が「痛い

痛い」と訴えたことからその病名をイタイイタイ病と付けた医師は。

問19　文化庁が、日本各地の「山・鉾【ほこ】・屋台行事」をユネスコ無形文化遺産の

候補として提案したが、その中には県内の「高岡御車山祭の御車山行事」と「魚津

のタテモン行事」「○○神明宮祭の曳山行事」も含まれる。○に入る語句を書け。

問20　南砺市利賀村では、演劇を核に芸術文化活動を展開し地域活性化につなげ

る「TOGA○○構想」が進められている。○に入る語句を書け。

問21　江戸時代からの由緒ある旧町名の「袋町」や「平米町」を復活させようと、地

元住民が取り組んでいる市町村はどこか。

問22　「本能寺の変」の翌日、越中で織田軍が上杉軍を破った戦いは。

問23　江戸時代、立山信仰で使われる登拝道を「ぜんじょうどう」と言った。これを漢

字で書け。

問24　今年、富山市に家屋や収蔵品が寄贈された、岩瀬大町の旧北前船廻船問屋

は。

問25　「富山」の地名の初見資料として知られる「地頭職寄進状」を残した南北朝時

代の武将は。

問26　江戸時代の射水郡（現・射水市）出身で、和算、測量、天文学などを学び活躍

した石黒信由が、伊能忠敬と面会した場所は。

問27　高岡古城公園に残っている築城当時のものの一つに「○○の井戸」がある。

○に入る語句は。

問28　江戸時代、室山野用水や十二貫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29　奈良時代の正倉院古文書にも出てくる、越中の特産品は。

問30　明治時代に滑川のねぶた流しを見て、帰国後の論文に「日本の印象深かっ

た奇妙な行事」として記述したドイツ人地質学者は。

問31　射水郡伏木町（現・高岡市）出身で、大正時代に県内初の私設託児所「伏木

町託児所」を開くなど母子福祉に尽力した、作家の堀田善衞の母でもある人物は。

問32 南砺市特産の富山干柿の原料となる柿の品種は。

問33　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34　富山県の伝統野菜の一つに、その長さから「富山○○」と呼ばれるキュウリ

がある。○に入る語句は。

問35　JAとなみ野が商品化した本格焼酎「雪たまそだち」の原料となったのは、米、

県産の麦こうじと、地元産の何か。

問36　富山売薬の始まりとなった漢方薬「反魂丹」の処方を富山藩に伝えたとされ

る、備前の藩医は。

2



問37　富山市は、インドネシア・バリ島のタバナン県と「再生可能エネルギーを活用

した農業活性化」に関する協定を結び、現地での○○発電施設の整備をめざす。○

に入る語句を書け。

問38　黒部市が運営する新川育成牧場の新しい名称は「くろべ牧場　○○」となっ

た。○に入る語句を書け。

問39　高岡市金屋町には、若手作家の活動拠点となる「金属工芸工房○○」があ

り、作品制作などを通じて交流を深めている。○に入る語句を書け。

問40　自校の実習棟で飼育したサクラマスや、県産の米、酢、深層水から精製した

塩など、すべての材料が「オール富山」のますずしづくりに取り組んでいる高校は。

問41　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42　県の海産物で、経済産業省地域団体商標に登録されているのは「富山湾の

○○」。○に入る語句は。

問43　富山県立大学講師の鎌倉昌樹が世界で初めて発見した、女王蜂を育むカギ

となるローヤルゼリーの中の物質は。

問44　「○○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45　富山生まれの稲の早生品種「てんたかく」は、ハナエチゼンと何を交配してで

きたものか。

問46　富山市婦中町地区で栽培される「○○すいか」は、糖度14～15度と大変甘い

ことで知られるが、○に入る語句は。

問47　昭和30年代に県内に導入された、丸や俵型で粘りがあって柔らかいのが特

長の、南砺市や上市町を主な産地とする里芋の品種は。

問48　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49　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50　黒部漁港入り口に架かる、日本初の片持ち式旋回式可動橋の名称は。

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

活性化につなげる富山県の取り組みである。〇に入る言葉は何か。

問52　平成27年（2015）春に開業する北陸新幹線の運行形態のうち、富山－金沢

間を往復するシャトルタイプの列車名は。

問53　富山市が、市民の地元への愛着や誇りを醸成し、良好な都市イメージを広め

るために新しく作ったキーワード「○○ TOYAMA」の○に入る言葉は（カタカナでも

可）。

問54　インターネット投票で人気ナンバーワンを決める「ゆるキャラグランプリ2014ご

当地ゆるキャラ部門」で、県内からのエントリーでは最高位の25位になったゆるキャ
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ラは。

問55　ゲリラ豪雨などによる浸水被害を減らすために、富山市の中心市街地地下で

「○○貯留管」の建設工事が進められている。○に入る語句を書け。

問56　ふるさとの名所やキャラクターなどをデザインして、まちのイメージアップを図

るミニバイク向けの「ご当地ナンバープレート」を、県内で最初に導入した市町村は。

問57　今年、富山と飛騨を結ぶ鉄道高山本線は全線開通何周年を迎えたか。

問58　毎年、高岡市の御旅屋通り商店街で市民が巨大なクリスマスツリーを組み立

てて飾り、ライトアップする催しがあるが、そのツリーの材料は。

問59　平成23年（2011）、九州新幹線を手掛けた工業デザイナーによる特別車両ア

ルプス・エキスプレスが富山地鉄でデビューしたが、そのもとになった車両の愛称

は。

問60　北陸新幹線開業に合わせたJR西日本のキャンペーンで、北陸をテーマにし

た新曲を作る予定の歌手は。

問61　日本ユネスコ協会が途上国を教育支援する「世界寺子屋運動」の一環とし

て、立山連峰の湧き水を安全な飲み水としてカンボジアに提供する「○○プロジェク

ト」の、○に入る語句は。

問62　県内で唯一、「日本の渚百選」および「快水浴場百選」に選定されている海岸

は。

問63　富山県立山博物館の「まんだら遊苑」では、○○の世界を「地界」「陽の道」

「天界」「闇の道」の４つのエリアで体感できる。○に入る語句は。

問64　江戸時代、氏神として伊勢神宮からの分霊を行燈をともして迎えたのが始ま

りとなった、南砺市の伝統行事は。

問65　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66　昨年、県内に宿泊した外国人客数は延べ12万9,255人で過去最多となった

が、国・地域別で最も多かったのはどこか。

問67　約300品種、1,000点の花々が見られる「南砺いのくち椿まつり」の会場となる

施設は。

問68　立山町の町民有志が実行委員会を作って呼びかけている、立山に向かう電

車や観光バスに手を振る「○○プロジェクト」。○に入る漢字は。

問69　観光庁の「究極のお土産」として全国９品の一つに選ばれた小矢部市の和菓

子の名称は。

問70　大伴家持が神通川の鵜飼い漁を和歌に詠んだ故事にちなんで、富山市婦中

町で行われているイベント名を漢字で書け。

問71　今年、立山黒部アルペンルートの黒部ダム駅に、「生涯心残る日となる事で

あろう」という直筆入りプレートが飾られた、黒部ダムゆかりの人物は。
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問72　水神の大蛇に嫁いだ娘お光の伝説を再現した婚礼行列が呼び物の、黒部市

のまつりは。

問73　県内で最も多い13台の山車が曳き回されるまつりは。

問74　来春オープンの「高岡御車山会館」では、平成の御車山に乗る前田利長の娘

○○のからくり人形（模型）が公開される予定だが、○に入る名前は。

問75　「○○魚津まつり」では、たてもん祭りやせり込み蝶六街流しなどが行われ

る。○に入る言葉は。

問76　平成18年（2006）、侵食に見舞われた海岸を整備して完成した、300ｍの人工

の砂浜の海水浴場がある射水市の公園は。

問77　中河与一が発表した、薬師岳が舞台の純愛小説のタイトルは何か。

問78　上新川郡東谷村（現・立山町）出身のジャーナリストで、富山の郷土文化を研

究する雑誌『高志人』を37年間にわたって刊行したのはだれか。

問79　「時計台の鐘」の作詞･作曲で知られる上新川郡滑川町（現・滑川市）生まれ

の音楽家は。

問80　砺波市庄川町の庄川水記念公園には「○○記念庄川美術館」がある。○に

入る人物名を書け。

問81　射水郡作道村（現・射水市）出身で、古代中国の「木の葉天目茶碗」の技法を

独学で再現し、後に人間国宝となった陶芸家は。

問82　雑誌「ミュージカル」の「2013年ミュージカル・ベストテン」で作品部門２位に、

また、主演した剣幸さん（富山市出身）が最優秀女優に選ばれた、富山市民文化事

業団が自主制作した作品は。

問83　昨年夏の甲子園で県勢40年ぶりの８強となり、今年１月には全国高校サッ

カー選手権で初優勝した学校は。

問84 今年６月、南砺市利賀村で開催された、最小限の装備で山野を走る競技

「TOGA○○トレイルラン」の○に入る語句を書け。

問85　立山連峰の山小屋を舞台にした、松山ケンイチ主演の映画「春を背負って」の

監督は。

問86　昨年９月にハンガリーで開かれた世界選手権で優勝した登坂絵莉選手（高岡

市出身）の競技種目は。

問87　５日以内に福島から江戸に参勤せよという幕府の命令に挑む男たちの奮闘

を描いた、本木克英監督（富山市出身）の映画のタイトルは。

問88　地域の若者の伝統芸能継承への熱意を描く映画「獅子舞ボーイズ」（仮称）の

舞台になっている市町村は。

問89　来年秋に全国公開予定の映画「NORIN TEN“農の神”と呼ばれた男　○○物

語」の○に入る、南砺市出身の農業技術者は。

問90　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。
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問91　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92　黒部市出身の漫画家・吉本浩二が、東日本大震災後の復旧への軌跡を描い

た作品「○○　日本鉄道旅行地図帳　三陸鉄道　大震災の記録」の○に入る語句

は。

問93　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94　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95　県内で、生産年齢人口（15～64歳）の割合が61.2％と最も高い市町村はどこ

か。

問96　高岡市の地名「百橋」の読みは。

問97　平成10年（1998）選定の「公共建築100選」には富山県から３カ所が選ばれて

いるが、「富山県立山博物館展示館・遙望館」「富山県利賀芸術公園」ともう一つ

は。

問98　平成29年（2017）に全国植樹祭が開催される県内施設は。

問99　富山弁で、子どもがすねたり、むずかったりすることを「○○ふる」というが、

○に入る語句は。

問100　富山市八尾町の地名「鼠谷」の読みは。

＜上級の部＞解答

問１ 跡津川断層 問51 未来

問２ 日本海固有水 問52 つるぎ

問３ マイマイガ 問53 AMAZING（アメイジング）

問４ 立山弥陀ケ原・大日平 問54 ジャンボ～ル三世

問５ 庄川 問55 松川

問６ イタセンパラ 問56 小矢部市

問７ 世界で最も美しい湾 問57 80周年

問８ 女岩 問58 ペットボトル

問９ 入善乙女 問59 レッドアロー

問10 雄山、大汝山、富士ノ折立 問60 谷村新司

問11 腕 問61 天空の杜

問12 白萩隕鉄 問62 宮崎・境海岸

問13 宇治長次郎 問63 立山曼荼羅

問14 赤木正雄 問64 福野夜高祭

問15 あしつき公園 問65 御印祭

問16 内蔵助雪渓 問66 台湾
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問17 猪谷関所 問67 いのくち椿館

問18 萩野昇 問68 多手山

問19 城端 問69 T五（ティーゴ）

問20 国際芸術村 問70 売比河鵜飼祭

問21 高岡市 問71 石原裕次郎

問22 魚津城の戦い 問72 愛本姫社まつり

問23 禅定道 問73 新湊曳山まつり

問24 馬場家 問74 満姫

問25 吉見詮頼 問75 じゃんとこい

問26 放生津 問76 海老江海浜公園

問27 民部 問77 天の夕顔

問28 椎名道三 問78 翁久允

問29 和紙 問79 高階哲夫

問30 （エドムント・）ナウマン 問80 松村外次郎

問31 堀田くに 問81 石黒宗麿

問32 三社柿 問82 ハロー・ドーリー！

問33 懸場帳 問83 富山第一高校

問34 三尺 問84 天空

問35 タマネギ 問85 木村大作

問36 万代常閑 問86 レスリング

問37 小水力 問87 超高速！参勤交代

問38 まきばの風 問88 高岡市

問39 かんか 問89 稲塚権次郎

問40 滑川高校 問90 梅ヶ谷

問41 大久保発電所 問91 筏井嘉一

問42 シロエビ 問92 さんてつ

問43 ロイヤラクチン 問93 まんが道

問44 地場もん屋 問94 ふるさとの空

問45 ひとめぼれ 問95 舟橋村

問46 朝日 問96 どのはし

問47 大和（やまと） 問97 高岡市美術館

問48 報恩講 問98 桃山運動公園

問49 ミライクル館 問99 こじんぼ

問50 生地中橋 問100 よめだん
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