
問題１

○○堰堤砂防施設は、現在は本宮堰堤、泥谷堰堤を加えて「常願寺川砂防施設」の名称で国の重要文化財に

指定されている。○に入る漢字を書け。

問題２

富山・石川・福井・岐阜県にかけて分布し、恐竜化石を多く産出する「○○層群」。○に入る漢字を書け。

問題３

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「魚津埋没林」と何か。

問題４

富山県内から富山市八尾町三乗【みのり】地区と氷見市長坂地区が選ばれている「日本の○○百選」の、○

に入る語句は。

問題５

大正 12 年（1923）に、富山県内唯一のオニバス自生地として国の天然記念物に指定された場所は氷見市の

どこか。

問題６

片貝川上流部に生育するタテヤマスギは、太い幹に空洞があることから何と呼ぶか漢字で書け。

問題７

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。

問題８

富山湾の水深 300ｍより下にある海水で、ミネラル分をバランスよく含むことから、魚の養殖や、食品、医

薬品づくりなどに活用されているのは。

問題９

弥陀ケ原に点在する、「餓鬼の田んぼ」と呼ばれる水たまりを漢字で書け。

問題 10

屋根付きの東橋、ステンドグラスで飾られた神楽橋などのユニークな橋が架かり、周辺には「川の駅」も整

備されている射水市の河川の名称を漢字で書け。

問題 11

「無花粉の○○を植ゑにけり患ふ人のなきを願ひて」は、平成 29 年（2017）に魚津市で開かれた全国植樹

祭で富山県が開発した無花粉杉を植えられたことを詠んだ御製【ぎょせい】だが、○に入る語句をひらがな

で書け。

問題 12

朝日町にある国の天然記念物で、イノデ－タブ群落とヤブコウジ－スダジイ群落の２つの暖温帯の群落が明

瞭に分かれている、日本海側では特異な生育地となっているのは。

問題 13

明治期に富山県の治水土木事業の最高責任者として招かれた熊本県出身の土木技師で、近年の研究で常願寺

川を「川というより滝」と表現した人物かといわれているのは。

問題 14

富山県では、昭和 41 年（1966）から冬に○○周辺に登る人に詳細な登山届（登山計画書）の提出を条例で

義務付けているが、○に入る山名は。

問題 15

今年、魚津埋没林博物館では○○の発生メカニズムを研究するために初めて小型無人機ドローンを使って海

上観測を行ったが、○に入る語句は。

問題 16

南砺市城端小学校は、絶滅が危ぶまれている生き物を育て、毎年、東海北陸自動車道の城端 SA（サービス

エリア）の緑地に放しているが、その生き物とは。

問題 17

「越中」が初めて記されたとされる歴史書名を漢字で書け。

問題 18

源平盛衰記によれば、倶利伽羅合戦で木曽義仲が何という戦法を用いて勝利したと記されているか。

問題 19

松倉城、守山城とならぶ「越中三大山城」で、平成 21 年（2009）に国指定史跡となり、平成 29 年（2017）には「続

日本 100 名城」に選定された。その城の名前を漢字で書け。

問題 20

住宅が国の重要文化財に指定されている富山市の「浮田家」が、加賀藩時代に任じられていた役は。

問題 21

富山藩６代藩主・前田利與【としとも】が人材育成や士風振興を目的に設置した藩校を何というか、漢字

で書け。

問題 22

高岡開町の祖・前田利長をしのび、金属文化の発展を願う「御印祭」で踊りとともに奉納される鋳物作業

歌を漢字で書け。

問題 23

南砺市の瑞泉寺の前から続く、木彫りの工房が立ち並ぶ道の名前は。

問題 24

新川郡入膳村（現・入善町）出身で、明治時代、石川県から越中国を独立させるため、「越中改進党」をつ

くって運動した人物は。

問題 25

砺波郡福光町（現・南砺市）出身で、厚生大臣や文部大臣、農林大臣を務め、晩年は日中国交回復にも尽

力した政治家の名前は。

問題 26

大正時代に射水郡長として着任し、今年 100 周年を迎えた小杉高校の前身、射水郡立農業公民学校の創設

や射水平野の乾田化事業などに尽力し、戦後は東大総長も務めた人物は。

問題 27

射水郡仏生寺村（現・氷見市）出身で、昭和７年（1932）に富山県人初の大臣として逓信大臣に就いた、

今年生誕 150 年となる人物は。

問題 28

庄川の洪水を治める堤防の根固めとして、江戸時代に数百本の松で築かれた跡が残る砺波市庄川地域の「ま

つがいけ」（「まつかわよけ」）を漢字で書け。

問題 29

戦時下最大の言論弾圧事件「○○・横浜事件」で逮捕された富山県出身の政治学者・細川嘉六が記した新資

料が今年発表されたが、○に入る地名は。

問題 30

氷見市出身の実業家○○の顕彰と、その縁を通じた地域活性化に取り組んできた「九転十起交流会」が今年

解散した。今後個人レベルで活動を続けるという。○に入る人名は。

問題 31

射水市の下村加茂神社に伝わる富山県無形民俗文化財「やんさんま祭り」は、京都市の下鴨神社の葵祭の影

響を受けた「流鏑馬式」と「○○」を融合した祭りとされるが、○に入る語句は。

問題 32

大伴家持が越中国守として着任したころからすでに港として利用されていた歴史があり、明治時代に開港場

に指定されて今年で開港 120 周年を迎えた港は。

問題 33

水稲や小麦の品種改良に従事し、世界的な食糧不足を解決する「緑の革命」の功労者と呼ばれたのはだれか。

問題 34

富山県森林研究所が増産を進めている、無花粉の性質と木材としての優れた品質を併せ持つ優良無花粉スギ

の名称は。

問題 35

かつて一大産地だった魚津市西布施地区の農家有志と、富山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 36

保水性の高い粘土質の土壌に改良するため、昭和 26 年（1951）に黒部川流域で始まった周辺台地の赤土を

水と混合して水田に引き入れる工法を漢字で書け。

問題 37

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

ランド名称は。

問題 38

魚のすり身と昆布を使った味わいが人気の、学校給食にも採用されている高岡市のまちおこしグルメ「高

岡流お好み焼き○○」の○に入る語句は。

問題 39

「○○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だが、○

に入る言葉は。

問題 40

富山県は、冬の寒さで甘くなる野菜を期間限定の「とやまの○○野菜」としてPRしているが、○に入る語句は。

問題 41

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

前は。

問題 42

富山藩２代藩主・前田正甫が売薬商人に全国を行商させて、富山のくすりが発展する基礎となった漢方薬

の名を漢字で書け。

問題 43

国の伝統的工芸品に指定され、砺波市の特産品「となみブランド」にも認定されている「しょうがわひき

ものきじ」を漢字で書け。

問題 44

ミネラル豊富な温泉水を使って地元農家が栽培する「○○おんせん野菜」の特産化を進めている、○に入る

地名は。

問題 45

富山市が特産化を進め、６次産業化にも取り組む農産品は。

問題 46

富山市民プラザが、昨年から同プラザの屋上で富山商業高校などと連携して◯◯を採取し、商品化している。

◯に入る語句は。

問題 47

富山湾で獲れるマイワシの中でも、「○○鰯」は広辞苑にも載る全国ブランドだが、○に入る地名は。

問題 48

欅平【けやきだいら】からの約 18 キロメートルの物資輸送路「関西電力◯◯ルート」が令和６年（2024）

から一般開放されることが決まっているが、◯に入る語句は。

問題 49

安土桃山時代から一子相伝で技法を継承する○○の 16 代「小原治五右衛門」を小原好喬氏が受け継いだが、

城端曳山祭ともかかわりが深い○に入る伝統技法は。

問題 50

「ほんこはん」とも呼ばれる報恩講は、だれの命日（忌日）にちなんだ仏事か。

問題 51

平成 20 年（2008）から、ごみ減量などを目的として、富山県が全国に先駆けてスーパーなどでの○○削減

運動に取り組んでいる。○に入る言葉を書け。

問題 52

新元号「令和」の考案者とされる国文学者・中西進氏が、館長を務める富山県内の施設名は。

問題 53

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

（1943）に設立された。その母体となった会社名は。

問題 54

富山ライトレールは、JR 西日本の何という鉄道路線を路面電車化したものか。

問題 55

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

○に入る語句は。

問題 56

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たりもする「○○のは

ね橋」の、○に入る漢字を書け。

問題 57

富山ライトレール「ポートラム」、富山市の市内電車環状線「セントラム」、高岡市と射水市を結ぶ万葉線「ア

イトラム」。これらの愛称に共通するトラムの意味は。

問題 58

平成 27 年（2015）、富山市の惣万佳代子さんが、看護活動の功績をたたえる世界最高の記章「フローレンス・

ナイチンゲール記章」を受けたが、その受章理由となった福祉サービスの名称は。

問題 59

特定分野の看護で優れた技術や知識を持つ「○○」について、昨年、富山県が人口 10 万人当たりの数で初

めて全国１位になったが、○に入る語句は。

問題 60

医師による早期の応急処置での救命率アップや後遺症の軽減をめざして、今年度、南砺市民病院が富山県

内で初めて導入するシステムは。

問題 61

今年、○○がないドーナツ形の環状交差点（ラウンドアバウト）が、富山県内で初めて上市町にできたが、

○に入る語句は。

問題 62

国連の「持続可能な開発目標（SDGs）」の達成に向けて、県内で国から「SDGs 未来都市」に選定されたのは、

富山県、富山市、○○市の３自治体となった。○に入る名称は。

問題 63

今年、富山県警ヘリ「○○」の生存者救助実績が 700 人に達したとして、同機を製造したイタリア・レオ

ナルド社から記念プレートが贈られたが、○に入る語句は。

問題 64

富山県では「14 歳の挑戦」に続き、今年度から新たな年代のインターンシップ（就業体験）のプログラム

を充実させているが、その名称は。

問題 65

平成 21 年（2009）に立山山麓エリアが北陸初の「森林○○基地」に認定された。○に入る言葉を書け。

問題 66

射水市新湊博物館には石黒信由【のぶよし】とその子孫の著書や蔵書を集めた「○○文庫」が収蔵されている。

○に入る漢字を書け。

問題 67

立山カルデラの自然とそこで続けられている砂防事業をテーマにした屋内展示や、野外体験学習を展開す

る文化施設の名称は。

問題 68

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。

問題 69

富山市ファミリーパークの、タヌキをモチーフにしたマスコットキャラクターの名前を書け。

問題 70

４月に氷見市で行われる、昔の雨ごいにちなんだ祭りの名称は。

問題 71

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。

問題 72

毎年４月、富山市婦中地域にある各願寺で古式ゆかしい行事「ふちゅう○○」が開かれる。○に入る名称は。

問題 73

富山駅前の CiC ビル１階にある、富山の土産物や工芸品を幅広く扱う物産店の名称は。

問題 74

朝日町の名所・ヒスイ海岸に、通年でのにぎわい創出をめざして昨年オープンした観光交流拠点施設は。

問題 75

今年から運行を開始した、あいの風とやま鉄道で初となる観光列車の名称は。

問題 76

高岡古城公園では、濠【ほり】を巡る遊覧船２隻が運航されているが、船名は「利長号」ともう一つは。

問題 77

昭和初期に詩人の西条八十が採譜のため南砺市平地域を訪れたことが世に知られるきっかけになった、日

本最古とされる民謡は。

問題 78

朝日町の護国寺は、庭園に約 30 品種 300 株が咲く「○○寺」の愛称があるが、○に入る花の名前は。

問題 79

滑川沖を周遊する「富山湾岸クルージング」で使用される滑川市の観光遊覧船の名称は。

問題 80

明治 36 年（1903）に来日し、約半世紀にわたり富山の幼児教育の振興に尽くした、カナダ出身の人物の、

日本に帰化後の名前は。

問題 81

富山県の高等教育の発展を願って多額の寄付をし、旧制富山高等学校の創設に貢献したのはだれか。

問題 82

江戸時代、富山西三番町に私塾「臨池居【りんちきょ】」を開いた人物の名前を漢字で書け。

問題 83

松尾芭蕉の門人だった瑞泉寺 11 代住職・浪化が、師の遺髪を納めたとされる浄蓮寺境内の〇〇庵には、翁

塚のほか茅葺きの芭蕉堂もある。〇に入る漢字を書け。

問題 84

富山県初の児童文学作品とされる『越中お伽噺【とぎばなし】』や『越中昔噺』を刊行した、富山市出身の

童話作家の名前を漢字で書け。

問題 85

東京都出身で、青春時代を富山で過ごし、代表作にテレビドラマ「寺内貫太郎一家」「時間ですよ」などが

ある作家・演出家は。

問題 86

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。

問題 87

高岡市出身の音楽教育家で、童謡「夕日」を作曲した人物名を漢字で書け。

問題 88

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走イベントの名称は。

問題 89

小学生時代の１年８カ月を富山市で過ごし、通っていた学校跡地の富山城址公園近くに少年像が建つ、「花」

「荒城の月」などで知られる明治時代の作曲家は。

問題 90

太平洋戦争末期に八尾町（現・富山市八尾地域）に疎開し、富山大空襲の被害や、「おわら風の盆」の中止

などを記したはがきが今年新たに見つかった歌人は。

問題 91

昨年公開された木村大作監督の映画で、「劔岳 点の記」「春を背負って」に続いて富山県内各地でロケが行

われた作品名は。

問題 92

今年の大相撲夏場所で朝乃山が初優勝し、富山県出身力士の優勝では第22代横綱○○以来103年ぶりとなっ

たが、○に入る力士名は。

問題 93

今年５月、立山ガイドの佐伯知彦さんが富山県人では初めて登頂に成功した世界最高峰の山は。

問題 94

昭和 33 年（1958）、富山国体の開催を機に建設された、県営富山球場などがある「富山県○○公園」は、

昨年 60 周年を迎えたが、○に入る語句は。

問題 95

朝日町で、60 歳以上を対象とした「翡翠カップ全国大会」が開かれる、同町で誕生したスポーツは。

問題 96

富山県内で、生産年齢人口（15～64 歳）の割合が 62.0％（平成 29 年統計）と最も高い市町村はどこか。

問題 97

急病や交通・山岳事故、災害時に活用される救急医療システムで、「空飛ぶ救命室」とも呼ばれるのは。

問題 98

上市町にある地名「さっか」を漢字で書け。

問題 99

木曽義仲の部下が矢試しをした由緒から「一羽【ひとはね】」と呼ばれるようになったと伝承される、氷見

市の地名「ひとはね」を漢字で書け。

問題 100

「機転が利く」「すばしこい」「ずる賢い」「痛がゆい」など、さまざまな意味を持つ富山弁は。
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問題１

○○堰堤砂防施設は、現在は本宮堰堤、泥谷堰堤を加えて「常願寺川砂防施設」の名称で国の重要文化財に

指定されている。○に入る漢字を書け。

問題２

富山・石川・福井・岐阜県にかけて分布し、恐竜化石を多く産出する「○○層群」。○に入る漢字を書け。

問題３

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「魚津埋没林」と何か。

問題４

富山県内から富山市八尾町三乗【みのり】地区と氷見市長坂地区が選ばれている「日本の○○百選」の、○

に入る語句は。

問題５

大正 12 年（1923）に、富山県内唯一のオニバス自生地として国の天然記念物に指定された場所は氷見市の

どこか。

問題６

片貝川上流部に生育するタテヤマスギは、太い幹に空洞があることから何と呼ぶか漢字で書け。

問題７

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。

問題８

富山湾の水深 300ｍより下にある海水で、ミネラル分をバランスよく含むことから、魚の養殖や、食品、医

薬品づくりなどに活用されているのは。

問題９

弥陀ケ原に点在する、「餓鬼の田んぼ」と呼ばれる水たまりを漢字で書け。

問題 10

屋根付きの東橋、ステンドグラスで飾られた神楽橋などのユニークな橋が架かり、周辺には「川の駅」も整

備されている射水市の河川の名称を漢字で書け。

問題 11

「無花粉の○○を植ゑにけり患ふ人のなきを願ひて」は、平成 29 年（2017）に魚津市で開かれた全国植樹

祭で富山県が開発した無花粉杉を植えられたことを詠んだ御製【ぎょせい】だが、○に入る語句をひらがな

で書け。

問題 12

朝日町にある国の天然記念物で、イノデ－タブ群落とヤブコウジ－スダジイ群落の２つの暖温帯の群落が明

瞭に分かれている、日本海側では特異な生育地となっているのは。

問題 13

明治期に富山県の治水土木事業の最高責任者として招かれた熊本県出身の土木技師で、近年の研究で常願寺

川を「川というより滝」と表現した人物かといわれているのは。

問題 14

富山県では、昭和 41 年（1966）から冬に○○周辺に登る人に詳細な登山届（登山計画書）の提出を条例で

義務付けているが、○に入る山名は。

問題 15

今年、魚津埋没林博物館では○○の発生メカニズムを研究するために初めて小型無人機ドローンを使って海

上観測を行ったが、○に入る語句は。

問題 16

南砺市城端小学校は、絶滅が危ぶまれている生き物を育て、毎年、東海北陸自動車道の城端 SA（サービス

エリア）の緑地に放しているが、その生き物とは。

問題 17

「越中」が初めて記されたとされる歴史書名を漢字で書け。

問題 18

源平盛衰記によれば、倶利伽羅合戦で木曽義仲が何という戦法を用いて勝利したと記されているか。

問題 19

松倉城、守山城とならぶ「越中三大山城」で、平成 21 年（2009）に国指定史跡となり、平成 29 年（2017）には「続

日本 100 名城」に選定された。その城の名前を漢字で書け。

問題 20

住宅が国の重要文化財に指定されている富山市の「浮田家」が、加賀藩時代に任じられていた役は。

問題 21

富山藩６代藩主・前田利與【としとも】が人材育成や士風振興を目的に設置した藩校を何というか、漢字

で書け。

問題 22

高岡開町の祖・前田利長をしのび、金属文化の発展を願う「御印祭」で踊りとともに奉納される鋳物作業

歌を漢字で書け。

問題 23

南砺市の瑞泉寺の前から続く、木彫りの工房が立ち並ぶ道の名前は。

問題 24

新川郡入膳村（現・入善町）出身で、明治時代、石川県から越中国を独立させるため、「越中改進党」をつ

くって運動した人物は。

問題 25

砺波郡福光町（現・南砺市）出身で、厚生大臣や文部大臣、農林大臣を務め、晩年は日中国交回復にも尽

力した政治家の名前は。

問題 26

大正時代に射水郡長として着任し、今年 100 周年を迎えた小杉高校の前身、射水郡立農業公民学校の創設

や射水平野の乾田化事業などに尽力し、戦後は東大総長も務めた人物は。

問題 27

射水郡仏生寺村（現・氷見市）出身で、昭和７年（1932）に富山県人初の大臣として逓信大臣に就いた、

今年生誕 150 年となる人物は。

問題 28

庄川の洪水を治める堤防の根固めとして、江戸時代に数百本の松で築かれた跡が残る砺波市庄川地域の「ま

つがいけ」（「まつかわよけ」）を漢字で書け。

問題 29

戦時下最大の言論弾圧事件「○○・横浜事件」で逮捕された富山県出身の政治学者・細川嘉六が記した新資

料が今年発表されたが、○に入る地名は。

問題 30

氷見市出身の実業家○○の顕彰と、その縁を通じた地域活性化に取り組んできた「九転十起交流会」が今年

解散した。今後個人レベルで活動を続けるという。○に入る人名は。

問題 31

射水市の下村加茂神社に伝わる富山県無形民俗文化財「やんさんま祭り」は、京都市の下鴨神社の葵祭の影

響を受けた「流鏑馬式」と「○○」を融合した祭りとされるが、○に入る語句は。

問題 32

大伴家持が越中国守として着任したころからすでに港として利用されていた歴史があり、明治時代に開港場

に指定されて今年で開港 120 周年を迎えた港は。

問題 33

水稲や小麦の品種改良に従事し、世界的な食糧不足を解決する「緑の革命」の功労者と呼ばれたのはだれか。

問題 34

富山県森林研究所が増産を進めている、無花粉の性質と木材としての優れた品質を併せ持つ優良無花粉スギ

の名称は。

問題 35

かつて一大産地だった魚津市西布施地区の農家有志と、富山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 36

保水性の高い粘土質の土壌に改良するため、昭和 26 年（1951）に黒部川流域で始まった周辺台地の赤土を

水と混合して水田に引き入れる工法を漢字で書け。

問題 37

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

ランド名称は。

問題 38

魚のすり身と昆布を使った味わいが人気の、学校給食にも採用されている高岡市のまちおこしグルメ「高

岡流お好み焼き○○」の○に入る語句は。

問題 39

「○○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だが、○

に入る言葉は。

問題 40

富山県は、冬の寒さで甘くなる野菜を期間限定の「とやまの○○野菜」としてPRしているが、○に入る語句は。

問題 41

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

前は。

問題 42

富山藩２代藩主・前田正甫が売薬商人に全国を行商させて、富山のくすりが発展する基礎となった漢方薬

の名を漢字で書け。

問題 43

国の伝統的工芸品に指定され、砺波市の特産品「となみブランド」にも認定されている「しょうがわひき

ものきじ」を漢字で書け。

問題 44

ミネラル豊富な温泉水を使って地元農家が栽培する「○○おんせん野菜」の特産化を進めている、○に入る

地名は。

問題 45

富山市が特産化を進め、６次産業化にも取り組む農産品は。

問題 46

富山市民プラザが、昨年から同プラザの屋上で富山商業高校などと連携して◯◯を採取し、商品化している。

◯に入る語句は。

問題 47

富山湾で獲れるマイワシの中でも、「○○鰯」は広辞苑にも載る全国ブランドだが、○に入る地名は。

問題 48

欅平【けやきだいら】からの約 18 キロメートルの物資輸送路「関西電力◯◯ルート」が令和６年（2024）

から一般開放されることが決まっているが、◯に入る語句は。

問題 49

安土桃山時代から一子相伝で技法を継承する○○の 16 代「小原治五右衛門」を小原好喬氏が受け継いだが、

城端曳山祭ともかかわりが深い○に入る伝統技法は。

問題 50

「ほんこはん」とも呼ばれる報恩講は、だれの命日（忌日）にちなんだ仏事か。

問題 51

平成 20 年（2008）から、ごみ減量などを目的として、富山県が全国に先駆けてスーパーなどでの○○削減

運動に取り組んでいる。○に入る言葉を書け。

問題 52

新元号「令和」の考案者とされる国文学者・中西進氏が、館長を務める富山県内の施設名は。

問題 53

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

（1943）に設立された。その母体となった会社名は。

問題 54

富山ライトレールは、JR 西日本の何という鉄道路線を路面電車化したものか。

問題 55

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

○に入る語句は。

問題 56

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たりもする「○○のは

ね橋」の、○に入る漢字を書け。

問題 57

富山ライトレール「ポートラム」、富山市の市内電車環状線「セントラム」、高岡市と射水市を結ぶ万葉線「ア

イトラム」。これらの愛称に共通するトラムの意味は。

問題 58

平成 27 年（2015）、富山市の惣万佳代子さんが、看護活動の功績をたたえる世界最高の記章「フローレンス・

ナイチンゲール記章」を受けたが、その受章理由となった福祉サービスの名称は。

問題 59

特定分野の看護で優れた技術や知識を持つ「○○」について、昨年、富山県が人口 10 万人当たりの数で初

めて全国１位になったが、○に入る語句は。

問題 60

医師による早期の応急処置での救命率アップや後遺症の軽減をめざして、今年度、南砺市民病院が富山県

内で初めて導入するシステムは。

問題 61

今年、○○がないドーナツ形の環状交差点（ラウンドアバウト）が、富山県内で初めて上市町にできたが、

○に入る語句は。

問題 62

国連の「持続可能な開発目標（SDGs）」の達成に向けて、県内で国から「SDGs 未来都市」に選定されたのは、

富山県、富山市、○○市の３自治体となった。○に入る名称は。

問題 63

今年、富山県警ヘリ「○○」の生存者救助実績が 700 人に達したとして、同機を製造したイタリア・レオ

ナルド社から記念プレートが贈られたが、○に入る語句は。

問題 64

富山県では「14 歳の挑戦」に続き、今年度から新たな年代のインターンシップ（就業体験）のプログラム

を充実させているが、その名称は。

問題 65

平成 21 年（2009）に立山山麓エリアが北陸初の「森林○○基地」に認定された。○に入る言葉を書け。

問題 66

射水市新湊博物館には石黒信由【のぶよし】とその子孫の著書や蔵書を集めた「○○文庫」が収蔵されている。

○に入る漢字を書け。

問題 67

立山カルデラの自然とそこで続けられている砂防事業をテーマにした屋内展示や、野外体験学習を展開す

る文化施設の名称は。

問題 68

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。

問題 69

富山市ファミリーパークの、タヌキをモチーフにしたマスコットキャラクターの名前を書け。

問題 70

４月に氷見市で行われる、昔の雨ごいにちなんだ祭りの名称は。

問題 71

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。

問題 72

毎年４月、富山市婦中地域にある各願寺で古式ゆかしい行事「ふちゅう○○」が開かれる。○に入る名称は。

問題 73

富山駅前の CiC ビル１階にある、富山の土産物や工芸品を幅広く扱う物産店の名称は。

問題 74

朝日町の名所・ヒスイ海岸に、通年でのにぎわい創出をめざして昨年オープンした観光交流拠点施設は。

問題 75

今年から運行を開始した、あいの風とやま鉄道で初となる観光列車の名称は。

問題 76

高岡古城公園では、濠【ほり】を巡る遊覧船２隻が運航されているが、船名は「利長号」ともう一つは。

問題 77

昭和初期に詩人の西条八十が採譜のため南砺市平地域を訪れたことが世に知られるきっかけになった、日

本最古とされる民謡は。

問題 78

朝日町の護国寺は、庭園に約 30 品種 300 株が咲く「○○寺」の愛称があるが、○に入る花の名前は。

問題 79

滑川沖を周遊する「富山湾岸クルージング」で使用される滑川市の観光遊覧船の名称は。

問題 80

明治 36 年（1903）に来日し、約半世紀にわたり富山の幼児教育の振興に尽くした、カナダ出身の人物の、

日本に帰化後の名前は。

問題 81

富山県の高等教育の発展を願って多額の寄付をし、旧制富山高等学校の創設に貢献したのはだれか。

問題 82

江戸時代、富山西三番町に私塾「臨池居【りんちきょ】」を開いた人物の名前を漢字で書け。

問題 83

松尾芭蕉の門人だった瑞泉寺 11 代住職・浪化が、師の遺髪を納めたとされる浄蓮寺境内の〇〇庵には、翁

塚のほか茅葺きの芭蕉堂もある。〇に入る漢字を書け。

問題 84

富山県初の児童文学作品とされる『越中お伽噺【とぎばなし】』や『越中昔噺』を刊行した、富山市出身の

童話作家の名前を漢字で書け。

問題 85

東京都出身で、青春時代を富山で過ごし、代表作にテレビドラマ「寺内貫太郎一家」「時間ですよ」などが

ある作家・演出家は。

問題 86

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。

問題 87

高岡市出身の音楽教育家で、童謡「夕日」を作曲した人物名を漢字で書け。

問題 88

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走イベントの名称は。

問題 89

小学生時代の１年８カ月を富山市で過ごし、通っていた学校跡地の富山城址公園近くに少年像が建つ、「花」

「荒城の月」などで知られる明治時代の作曲家は。

問題 90

太平洋戦争末期に八尾町（現・富山市八尾地域）に疎開し、富山大空襲の被害や、「おわら風の盆」の中止

などを記したはがきが今年新たに見つかった歌人は。

問題 91

昨年公開された木村大作監督の映画で、「劔岳 点の記」「春を背負って」に続いて富山県内各地でロケが行

われた作品名は。

問題 92

今年の大相撲夏場所で朝乃山が初優勝し、富山県出身力士の優勝では第22代横綱○○以来103年ぶりとなっ

たが、○に入る力士名は。

問題 93

今年５月、立山ガイドの佐伯知彦さんが富山県人では初めて登頂に成功した世界最高峰の山は。

問題 94

昭和 33 年（1958）、富山国体の開催を機に建設された、県営富山球場などがある「富山県○○公園」は、

昨年 60 周年を迎えたが、○に入る語句は。

問題 95

朝日町で、60 歳以上を対象とした「翡翠カップ全国大会」が開かれる、同町で誕生したスポーツは。

問題 96

富山県内で、生産年齢人口（15～64 歳）の割合が 62.0％（平成 29 年統計）と最も高い市町村はどこか。

問題 97

急病や交通・山岳事故、災害時に活用される救急医療システムで、「空飛ぶ救命室」とも呼ばれるのは。

問題 98

上市町にある地名「さっか」を漢字で書け。

問題 99

木曽義仲の部下が矢試しをした由緒から「一羽【ひとはね】」と呼ばれるようになったと伝承される、氷見

市の地名「ひとはね」を漢字で書け。

問題 100

「機転が利く」「すばしこい」「ずる賢い」「痛がゆい」など、さまざまな意味を持つ富山弁は。



問題１

○○堰堤砂防施設は、現在は本宮堰堤、泥谷堰堤を加えて「常願寺川砂防施設」の名称で国の重要文化財に

指定されている。○に入る漢字を書け。

問題２

富山・石川・福井・岐阜県にかけて分布し、恐竜化石を多く産出する「○○層群」。○に入る漢字を書け。

問題３

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「魚津埋没林」と何か。

問題４

富山県内から富山市八尾町三乗【みのり】地区と氷見市長坂地区が選ばれている「日本の○○百選」の、○

に入る語句は。

問題５

大正 12 年（1923）に、富山県内唯一のオニバス自生地として国の天然記念物に指定された場所は氷見市の

どこか。

問題６

片貝川上流部に生育するタテヤマスギは、太い幹に空洞があることから何と呼ぶか漢字で書け。

問題７

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。

問題８

富山湾の水深 300ｍより下にある海水で、ミネラル分をバランスよく含むことから、魚の養殖や、食品、医

薬品づくりなどに活用されているのは。

問題９

弥陀ケ原に点在する、「餓鬼の田んぼ」と呼ばれる水たまりを漢字で書け。

問題 10

屋根付きの東橋、ステンドグラスで飾られた神楽橋などのユニークな橋が架かり、周辺には「川の駅」も整

備されている射水市の河川の名称を漢字で書け。

問題 11

「無花粉の○○を植ゑにけり患ふ人のなきを願ひて」は、平成 29 年（2017）に魚津市で開かれた全国植樹

祭で富山県が開発した無花粉杉を植えられたことを詠んだ御製【ぎょせい】だが、○に入る語句をひらがな

で書け。

問題 12

朝日町にある国の天然記念物で、イノデ－タブ群落とヤブコウジ－スダジイ群落の２つの暖温帯の群落が明

瞭に分かれている、日本海側では特異な生育地となっているのは。

問題 13

明治期に富山県の治水土木事業の最高責任者として招かれた熊本県出身の土木技師で、近年の研究で常願寺

川を「川というより滝」と表現した人物かといわれているのは。

問題 14

富山県では、昭和 41 年（1966）から冬に○○周辺に登る人に詳細な登山届（登山計画書）の提出を条例で

義務付けているが、○に入る山名は。

問題 15

今年、魚津埋没林博物館では○○の発生メカニズムを研究するために初めて小型無人機ドローンを使って海

上観測を行ったが、○に入る語句は。

問題 16

南砺市城端小学校は、絶滅が危ぶまれている生き物を育て、毎年、東海北陸自動車道の城端 SA（サービス

エリア）の緑地に放しているが、その生き物とは。

問題 17

「越中」が初めて記されたとされる歴史書名を漢字で書け。

問題 18

源平盛衰記によれば、倶利伽羅合戦で木曽義仲が何という戦法を用いて勝利したと記されているか。

問題 19

松倉城、守山城とならぶ「越中三大山城」で、平成 21 年（2009）に国指定史跡となり、平成 29 年（2017）には「続

日本 100 名城」に選定された。その城の名前を漢字で書け。

問題 20

住宅が国の重要文化財に指定されている富山市の「浮田家」が、加賀藩時代に任じられていた役は。

問題 21

富山藩６代藩主・前田利與【としとも】が人材育成や士風振興を目的に設置した藩校を何というか、漢字

で書け。

問題 22

高岡開町の祖・前田利長をしのび、金属文化の発展を願う「御印祭」で踊りとともに奉納される鋳物作業

歌を漢字で書け。

問題 23

南砺市の瑞泉寺の前から続く、木彫りの工房が立ち並ぶ道の名前は。

問題 24

新川郡入膳村（現・入善町）出身で、明治時代、石川県から越中国を独立させるため、「越中改進党」をつ

くって運動した人物は。

問題 25

砺波郡福光町（現・南砺市）出身で、厚生大臣や文部大臣、農林大臣を務め、晩年は日中国交回復にも尽

力した政治家の名前は。

問題 26

大正時代に射水郡長として着任し、今年 100 周年を迎えた小杉高校の前身、射水郡立農業公民学校の創設

や射水平野の乾田化事業などに尽力し、戦後は東大総長も務めた人物は。

問題 27

射水郡仏生寺村（現・氷見市）出身で、昭和７年（1932）に富山県人初の大臣として逓信大臣に就いた、

今年生誕 150 年となる人物は。

問題 28

庄川の洪水を治める堤防の根固めとして、江戸時代に数百本の松で築かれた跡が残る砺波市庄川地域の「ま

つがいけ」（「まつかわよけ」）を漢字で書け。

問題 29

戦時下最大の言論弾圧事件「○○・横浜事件」で逮捕された富山県出身の政治学者・細川嘉六が記した新資

料が今年発表されたが、○に入る地名は。

問題 30

氷見市出身の実業家○○の顕彰と、その縁を通じた地域活性化に取り組んできた「九転十起交流会」が今年

解散した。今後個人レベルで活動を続けるという。○に入る人名は。

問題 31

射水市の下村加茂神社に伝わる富山県無形民俗文化財「やんさんま祭り」は、京都市の下鴨神社の葵祭の影

響を受けた「流鏑馬式」と「○○」を融合した祭りとされるが、○に入る語句は。

問題 32

大伴家持が越中国守として着任したころからすでに港として利用されていた歴史があり、明治時代に開港場

に指定されて今年で開港 120 周年を迎えた港は。

問題 33

水稲や小麦の品種改良に従事し、世界的な食糧不足を解決する「緑の革命」の功労者と呼ばれたのはだれか。

問題 34

富山県森林研究所が増産を進めている、無花粉の性質と木材としての優れた品質を併せ持つ優良無花粉スギ

の名称は。

問題 35

かつて一大産地だった魚津市西布施地区の農家有志と、富山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 36

保水性の高い粘土質の土壌に改良するため、昭和 26 年（1951）に黒部川流域で始まった周辺台地の赤土を

水と混合して水田に引き入れる工法を漢字で書け。

問題 37

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

ランド名称は。

問題 38

魚のすり身と昆布を使った味わいが人気の、学校給食にも採用されている高岡市のまちおこしグルメ「高

岡流お好み焼き○○」の○に入る語句は。

問題 39

「○○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だが、○

に入る言葉は。

問題 40

富山県は、冬の寒さで甘くなる野菜を期間限定の「とやまの○○野菜」としてPRしているが、○に入る語句は。

問題 41

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

前は。

問題 42

富山藩２代藩主・前田正甫が売薬商人に全国を行商させて、富山のくすりが発展する基礎となった漢方薬

の名を漢字で書け。

問題 43

国の伝統的工芸品に指定され、砺波市の特産品「となみブランド」にも認定されている「しょうがわひき

ものきじ」を漢字で書け。

問題 44

ミネラル豊富な温泉水を使って地元農家が栽培する「○○おんせん野菜」の特産化を進めている、○に入る

地名は。

問題 45

富山市が特産化を進め、６次産業化にも取り組む農産品は。

問題 46

富山市民プラザが、昨年から同プラザの屋上で富山商業高校などと連携して◯◯を採取し、商品化している。

◯に入る語句は。

問題 47

富山湾で獲れるマイワシの中でも、「○○鰯」は広辞苑にも載る全国ブランドだが、○に入る地名は。

問題 48

欅平【けやきだいら】からの約 18 キロメートルの物資輸送路「関西電力◯◯ルート」が令和６年（2024）

から一般開放されることが決まっているが、◯に入る語句は。

問題 49

安土桃山時代から一子相伝で技法を継承する○○の 16 代「小原治五右衛門」を小原好喬氏が受け継いだが、

城端曳山祭ともかかわりが深い○に入る伝統技法は。

問題 50

「ほんこはん」とも呼ばれる報恩講は、だれの命日（忌日）にちなんだ仏事か。

問題 51

平成 20 年（2008）から、ごみ減量などを目的として、富山県が全国に先駆けてスーパーなどでの○○削減

運動に取り組んでいる。○に入る言葉を書け。

問題 52

新元号「令和」の考案者とされる国文学者・中西進氏が、館長を務める富山県内の施設名は。

問題 53

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

（1943）に設立された。その母体となった会社名は。

問題 54

富山ライトレールは、JR 西日本の何という鉄道路線を路面電車化したものか。

問題 55

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

○に入る語句は。

問題 56

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たりもする「○○のは

ね橋」の、○に入る漢字を書け。

問題 57

富山ライトレール「ポートラム」、富山市の市内電車環状線「セントラム」、高岡市と射水市を結ぶ万葉線「ア

イトラム」。これらの愛称に共通するトラムの意味は。

問題 58

平成 27 年（2015）、富山市の惣万佳代子さんが、看護活動の功績をたたえる世界最高の記章「フローレンス・

ナイチンゲール記章」を受けたが、その受章理由となった福祉サービスの名称は。

問題 59

特定分野の看護で優れた技術や知識を持つ「○○」について、昨年、富山県が人口 10 万人当たりの数で初

めて全国１位になったが、○に入る語句は。

問題 60

医師による早期の応急処置での救命率アップや後遺症の軽減をめざして、今年度、南砺市民病院が富山県

内で初めて導入するシステムは。

問題 61

今年、○○がないドーナツ形の環状交差点（ラウンドアバウト）が、富山県内で初めて上市町にできたが、

○に入る語句は。

問題 62

国連の「持続可能な開発目標（SDGs）」の達成に向けて、県内で国から「SDGs 未来都市」に選定されたのは、

富山県、富山市、○○市の３自治体となった。○に入る名称は。

問題 63

今年、富山県警ヘリ「○○」の生存者救助実績が 700 人に達したとして、同機を製造したイタリア・レオ

ナルド社から記念プレートが贈られたが、○に入る語句は。

問題 64

富山県では「14 歳の挑戦」に続き、今年度から新たな年代のインターンシップ（就業体験）のプログラム

を充実させているが、その名称は。

問題 65

平成 21 年（2009）に立山山麓エリアが北陸初の「森林○○基地」に認定された。○に入る言葉を書け。

問題 66

射水市新湊博物館には石黒信由【のぶよし】とその子孫の著書や蔵書を集めた「○○文庫」が収蔵されている。

○に入る漢字を書け。

問題 67

立山カルデラの自然とそこで続けられている砂防事業をテーマにした屋内展示や、野外体験学習を展開す

る文化施設の名称は。

問題 68

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。

問題 69

富山市ファミリーパークの、タヌキをモチーフにしたマスコットキャラクターの名前を書け。

問題 70

４月に氷見市で行われる、昔の雨ごいにちなんだ祭りの名称は。

問題 71

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。

問題 72

毎年４月、富山市婦中地域にある各願寺で古式ゆかしい行事「ふちゅう○○」が開かれる。○に入る名称は。

問題 73

富山駅前の CiC ビル１階にある、富山の土産物や工芸品を幅広く扱う物産店の名称は。

問題 74

朝日町の名所・ヒスイ海岸に、通年でのにぎわい創出をめざして昨年オープンした観光交流拠点施設は。

問題 75

今年から運行を開始した、あいの風とやま鉄道で初となる観光列車の名称は。

問題 76

高岡古城公園では、濠【ほり】を巡る遊覧船２隻が運航されているが、船名は「利長号」ともう一つは。

問題 77

昭和初期に詩人の西条八十が採譜のため南砺市平地域を訪れたことが世に知られるきっかけになった、日

本最古とされる民謡は。

問題 78

朝日町の護国寺は、庭園に約 30 品種 300 株が咲く「○○寺」の愛称があるが、○に入る花の名前は。

問題 79

滑川沖を周遊する「富山湾岸クルージング」で使用される滑川市の観光遊覧船の名称は。

問題 80

明治 36 年（1903）に来日し、約半世紀にわたり富山の幼児教育の振興に尽くした、カナダ出身の人物の、

日本に帰化後の名前は。

問題 81

富山県の高等教育の発展を願って多額の寄付をし、旧制富山高等学校の創設に貢献したのはだれか。

問題 82

江戸時代、富山西三番町に私塾「臨池居【りんちきょ】」を開いた人物の名前を漢字で書け。

問題 83

松尾芭蕉の門人だった瑞泉寺 11 代住職・浪化が、師の遺髪を納めたとされる浄蓮寺境内の〇〇庵には、翁

塚のほか茅葺きの芭蕉堂もある。〇に入る漢字を書け。

問題 84

富山県初の児童文学作品とされる『越中お伽噺【とぎばなし】』や『越中昔噺』を刊行した、富山市出身の

童話作家の名前を漢字で書け。

問題 85

東京都出身で、青春時代を富山で過ごし、代表作にテレビドラマ「寺内貫太郎一家」「時間ですよ」などが

ある作家・演出家は。

問題 86

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。

問題 87

高岡市出身の音楽教育家で、童謡「夕日」を作曲した人物名を漢字で書け。

問題 88

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走イベントの名称は。

問題 89

小学生時代の１年８カ月を富山市で過ごし、通っていた学校跡地の富山城址公園近くに少年像が建つ、「花」

「荒城の月」などで知られる明治時代の作曲家は。

問題 90

太平洋戦争末期に八尾町（現・富山市八尾地域）に疎開し、富山大空襲の被害や、「おわら風の盆」の中止

などを記したはがきが今年新たに見つかった歌人は。

問題 91

昨年公開された木村大作監督の映画で、「劔岳 点の記」「春を背負って」に続いて富山県内各地でロケが行

われた作品名は。

問題 92

今年の大相撲夏場所で朝乃山が初優勝し、富山県出身力士の優勝では第22代横綱○○以来103年ぶりとなっ

たが、○に入る力士名は。

問題 93

今年５月、立山ガイドの佐伯知彦さんが富山県人では初めて登頂に成功した世界最高峰の山は。

問題 94

昭和 33 年（1958）、富山国体の開催を機に建設された、県営富山球場などがある「富山県○○公園」は、

昨年 60 周年を迎えたが、○に入る語句は。

問題 95

朝日町で、60 歳以上を対象とした「翡翠カップ全国大会」が開かれる、同町で誕生したスポーツは。

問題 96

富山県内で、生産年齢人口（15～64 歳）の割合が 62.0％（平成 29 年統計）と最も高い市町村はどこか。

問題 97

急病や交通・山岳事故、災害時に活用される救急医療システムで、「空飛ぶ救命室」とも呼ばれるのは。

問題 98

上市町にある地名「さっか」を漢字で書け。

問題 99

木曽義仲の部下が矢試しをした由緒から「一羽【ひとはね】」と呼ばれるようになったと伝承される、氷見

市の地名「ひとはね」を漢字で書け。

問題 100

「機転が利く」「すばしこい」「ずる賢い」「痛がゆい」など、さまざまな意味を持つ富山弁は。



問題１

○○堰堤砂防施設は、現在は本宮堰堤、泥谷堰堤を加えて「常願寺川砂防施設」の名称で国の重要文化財に

指定されている。○に入る漢字を書け。

問題２

富山・石川・福井・岐阜県にかけて分布し、恐竜化石を多く産出する「○○層群」。○に入る漢字を書け。

問題３

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「魚津埋没林」と何か。

問題４

富山県内から富山市八尾町三乗【みのり】地区と氷見市長坂地区が選ばれている「日本の○○百選」の、○

に入る語句は。

問題５

大正 12 年（1923）に、富山県内唯一のオニバス自生地として国の天然記念物に指定された場所は氷見市の

どこか。

問題６

片貝川上流部に生育するタテヤマスギは、太い幹に空洞があることから何と呼ぶか漢字で書け。

問題７

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。

問題８

富山湾の水深 300ｍより下にある海水で、ミネラル分をバランスよく含むことから、魚の養殖や、食品、医

薬品づくりなどに活用されているのは。

問題９

弥陀ケ原に点在する、「餓鬼の田んぼ」と呼ばれる水たまりを漢字で書け。

問題 10

屋根付きの東橋、ステンドグラスで飾られた神楽橋などのユニークな橋が架かり、周辺には「川の駅」も整

備されている射水市の河川の名称を漢字で書け。

問題 11

「無花粉の○○を植ゑにけり患ふ人のなきを願ひて」は、平成 29 年（2017）に魚津市で開かれた全国植樹

祭で富山県が開発した無花粉杉を植えられたことを詠んだ御製【ぎょせい】だが、○に入る語句をひらがな

で書け。

問題 12

朝日町にある国の天然記念物で、イノデ－タブ群落とヤブコウジ－スダジイ群落の２つの暖温帯の群落が明

瞭に分かれている、日本海側では特異な生育地となっているのは。

問題 13

明治期に富山県の治水土木事業の最高責任者として招かれた熊本県出身の土木技師で、近年の研究で常願寺

川を「川というより滝」と表現した人物かといわれているのは。

問題 14

富山県では、昭和 41 年（1966）から冬に○○周辺に登る人に詳細な登山届（登山計画書）の提出を条例で

義務付けているが、○に入る山名は。

問題 15

今年、魚津埋没林博物館では○○の発生メカニズムを研究するために初めて小型無人機ドローンを使って海

上観測を行ったが、○に入る語句は。

問題 16

南砺市城端小学校は、絶滅が危ぶまれている生き物を育て、毎年、東海北陸自動車道の城端 SA（サービス

エリア）の緑地に放しているが、その生き物とは。

問題 17

「越中」が初めて記されたとされる歴史書名を漢字で書け。

問題 18

源平盛衰記によれば、倶利伽羅合戦で木曽義仲が何という戦法を用いて勝利したと記されているか。

問題 19

松倉城、守山城とならぶ「越中三大山城」で、平成 21 年（2009）に国指定史跡となり、平成 29 年（2017）には「続

日本 100 名城」に選定された。その城の名前を漢字で書け。

問題 20

住宅が国の重要文化財に指定されている富山市の「浮田家」が、加賀藩時代に任じられていた役は。

問題 21

富山藩６代藩主・前田利與【としとも】が人材育成や士風振興を目的に設置した藩校を何というか、漢字

で書け。

問題 22

高岡開町の祖・前田利長をしのび、金属文化の発展を願う「御印祭」で踊りとともに奉納される鋳物作業

歌を漢字で書け。

問題 23

南砺市の瑞泉寺の前から続く、木彫りの工房が立ち並ぶ道の名前は。

問題 24

新川郡入膳村（現・入善町）出身で、明治時代、石川県から越中国を独立させるため、「越中改進党」をつ

くって運動した人物は。

問題 25

砺波郡福光町（現・南砺市）出身で、厚生大臣や文部大臣、農林大臣を務め、晩年は日中国交回復にも尽

力した政治家の名前は。

問題 26

大正時代に射水郡長として着任し、今年 100 周年を迎えた小杉高校の前身、射水郡立農業公民学校の創設

や射水平野の乾田化事業などに尽力し、戦後は東大総長も務めた人物は。

問題 27

射水郡仏生寺村（現・氷見市）出身で、昭和７年（1932）に富山県人初の大臣として逓信大臣に就いた、

今年生誕 150 年となる人物は。

問題 28

庄川の洪水を治める堤防の根固めとして、江戸時代に数百本の松で築かれた跡が残る砺波市庄川地域の「ま

つがいけ」（「まつかわよけ」）を漢字で書け。

問題 29

戦時下最大の言論弾圧事件「○○・横浜事件」で逮捕された富山県出身の政治学者・細川嘉六が記した新資

料が今年発表されたが、○に入る地名は。

問題 30

氷見市出身の実業家○○の顕彰と、その縁を通じた地域活性化に取り組んできた「九転十起交流会」が今年

解散した。今後個人レベルで活動を続けるという。○に入る人名は。

問題 31

射水市の下村加茂神社に伝わる富山県無形民俗文化財「やんさんま祭り」は、京都市の下鴨神社の葵祭の影

響を受けた「流鏑馬式」と「○○」を融合した祭りとされるが、○に入る語句は。

問題 32

大伴家持が越中国守として着任したころからすでに港として利用されていた歴史があり、明治時代に開港場

に指定されて今年で開港 120 周年を迎えた港は。

問題 33

水稲や小麦の品種改良に従事し、世界的な食糧不足を解決する「緑の革命」の功労者と呼ばれたのはだれか。

問題 34

富山県森林研究所が増産を進めている、無花粉の性質と木材としての優れた品質を併せ持つ優良無花粉スギ

の名称は。

問題 35

かつて一大産地だった魚津市西布施地区の農家有志と、富山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 36

保水性の高い粘土質の土壌に改良するため、昭和 26 年（1951）に黒部川流域で始まった周辺台地の赤土を

水と混合して水田に引き入れる工法を漢字で書け。

問題 37

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

ランド名称は。

問題 38

魚のすり身と昆布を使った味わいが人気の、学校給食にも採用されている高岡市のまちおこしグルメ「高

岡流お好み焼き○○」の○に入る語句は。

問題 39

「○○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だが、○

に入る言葉は。

問題 40

富山県は、冬の寒さで甘くなる野菜を期間限定の「とやまの○○野菜」としてPRしているが、○に入る語句は。

問題 41

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

前は。

問題 42

富山藩２代藩主・前田正甫が売薬商人に全国を行商させて、富山のくすりが発展する基礎となった漢方薬

の名を漢字で書け。

問題 43

国の伝統的工芸品に指定され、砺波市の特産品「となみブランド」にも認定されている「しょうがわひき

ものきじ」を漢字で書け。

問題 44

ミネラル豊富な温泉水を使って地元農家が栽培する「○○おんせん野菜」の特産化を進めている、○に入る

地名は。

問題 45

富山市が特産化を進め、６次産業化にも取り組む農産品は。

問題 46

富山市民プラザが、昨年から同プラザの屋上で富山商業高校などと連携して◯◯を採取し、商品化している。

◯に入る語句は。

問題 47

富山湾で獲れるマイワシの中でも、「○○鰯」は広辞苑にも載る全国ブランドだが、○に入る地名は。

問題 48

欅平【けやきだいら】からの約 18 キロメートルの物資輸送路「関西電力◯◯ルート」が令和６年（2024）

から一般開放されることが決まっているが、◯に入る語句は。

問題 49

安土桃山時代から一子相伝で技法を継承する○○の 16 代「小原治五右衛門」を小原好喬氏が受け継いだが、

城端曳山祭ともかかわりが深い○に入る伝統技法は。

問題 50

「ほんこはん」とも呼ばれる報恩講は、だれの命日（忌日）にちなんだ仏事か。

問題 51

平成 20 年（2008）から、ごみ減量などを目的として、富山県が全国に先駆けてスーパーなどでの○○削減

運動に取り組んでいる。○に入る言葉を書け。

問題 52

新元号「令和」の考案者とされる国文学者・中西進氏が、館長を務める富山県内の施設名は。

問題 53

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

（1943）に設立された。その母体となった会社名は。

問題 54

富山ライトレールは、JR 西日本の何という鉄道路線を路面電車化したものか。

問題 55

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

○に入る語句は。

問題 56

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たりもする「○○のは

ね橋」の、○に入る漢字を書け。

問題 57

富山ライトレール「ポートラム」、富山市の市内電車環状線「セントラム」、高岡市と射水市を結ぶ万葉線「ア

イトラム」。これらの愛称に共通するトラムの意味は。

問題 58

平成 27 年（2015）、富山市の惣万佳代子さんが、看護活動の功績をたたえる世界最高の記章「フローレンス・

ナイチンゲール記章」を受けたが、その受章理由となった福祉サービスの名称は。

問題 59

特定分野の看護で優れた技術や知識を持つ「○○」について、昨年、富山県が人口 10 万人当たりの数で初

めて全国１位になったが、○に入る語句は。

問題 60

医師による早期の応急処置での救命率アップや後遺症の軽減をめざして、今年度、南砺市民病院が富山県

内で初めて導入するシステムは。

問題 61

今年、○○がないドーナツ形の環状交差点（ラウンドアバウト）が、富山県内で初めて上市町にできたが、

○に入る語句は。

問題 62

国連の「持続可能な開発目標（SDGs）」の達成に向けて、県内で国から「SDGs 未来都市」に選定されたのは、

富山県、富山市、○○市の３自治体となった。○に入る名称は。

問題 63

今年、富山県警ヘリ「○○」の生存者救助実績が 700 人に達したとして、同機を製造したイタリア・レオ

ナルド社から記念プレートが贈られたが、○に入る語句は。

問題 64

富山県では「14 歳の挑戦」に続き、今年度から新たな年代のインターンシップ（就業体験）のプログラム

を充実させているが、その名称は。

問題 65

平成 21 年（2009）に立山山麓エリアが北陸初の「森林○○基地」に認定された。○に入る言葉を書け。

問題 66

射水市新湊博物館には石黒信由【のぶよし】とその子孫の著書や蔵書を集めた「○○文庫」が収蔵されている。

○に入る漢字を書け。

問題 67

立山カルデラの自然とそこで続けられている砂防事業をテーマにした屋内展示や、野外体験学習を展開す

る文化施設の名称は。

問題 68

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。

問題 69

富山市ファミリーパークの、タヌキをモチーフにしたマスコットキャラクターの名前を書け。

問題 70

４月に氷見市で行われる、昔の雨ごいにちなんだ祭りの名称は。

問題 71

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。

問題 72

毎年４月、富山市婦中地域にある各願寺で古式ゆかしい行事「ふちゅう○○」が開かれる。○に入る名称は。

問題 73

富山駅前の CiC ビル１階にある、富山の土産物や工芸品を幅広く扱う物産店の名称は。

問題 74

朝日町の名所・ヒスイ海岸に、通年でのにぎわい創出をめざして昨年オープンした観光交流拠点施設は。

問題 75

今年から運行を開始した、あいの風とやま鉄道で初となる観光列車の名称は。

問題 76

高岡古城公園では、濠【ほり】を巡る遊覧船２隻が運航されているが、船名は「利長号」ともう一つは。

問題 77

昭和初期に詩人の西条八十が採譜のため南砺市平地域を訪れたことが世に知られるきっかけになった、日

本最古とされる民謡は。

問題 78

朝日町の護国寺は、庭園に約 30 品種 300 株が咲く「○○寺」の愛称があるが、○に入る花の名前は。

問題 79

滑川沖を周遊する「富山湾岸クルージング」で使用される滑川市の観光遊覧船の名称は。

問題 80

明治 36 年（1903）に来日し、約半世紀にわたり富山の幼児教育の振興に尽くした、カナダ出身の人物の、

日本に帰化後の名前は。

問題 81

富山県の高等教育の発展を願って多額の寄付をし、旧制富山高等学校の創設に貢献したのはだれか。

問題 82

江戸時代、富山西三番町に私塾「臨池居【りんちきょ】」を開いた人物の名前を漢字で書け。

問題 83

松尾芭蕉の門人だった瑞泉寺 11 代住職・浪化が、師の遺髪を納めたとされる浄蓮寺境内の〇〇庵には、翁

塚のほか茅葺きの芭蕉堂もある。〇に入る漢字を書け。

問題 84

富山県初の児童文学作品とされる『越中お伽噺【とぎばなし】』や『越中昔噺』を刊行した、富山市出身の

童話作家の名前を漢字で書け。

問題 85

東京都出身で、青春時代を富山で過ごし、代表作にテレビドラマ「寺内貫太郎一家」「時間ですよ」などが

ある作家・演出家は。

問題 86

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。

問題 87

高岡市出身の音楽教育家で、童謡「夕日」を作曲した人物名を漢字で書け。

問題 88

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走イベントの名称は。

問題 89

小学生時代の１年８カ月を富山市で過ごし、通っていた学校跡地の富山城址公園近くに少年像が建つ、「花」

「荒城の月」などで知られる明治時代の作曲家は。

問題 90

太平洋戦争末期に八尾町（現・富山市八尾地域）に疎開し、富山大空襲の被害や、「おわら風の盆」の中止

などを記したはがきが今年新たに見つかった歌人は。

問題 91

昨年公開された木村大作監督の映画で、「劔岳 点の記」「春を背負って」に続いて富山県内各地でロケが行

われた作品名は。

問題 92

今年の大相撲夏場所で朝乃山が初優勝し、富山県出身力士の優勝では第22代横綱○○以来103年ぶりとなっ

たが、○に入る力士名は。

問題 93

今年５月、立山ガイドの佐伯知彦さんが富山県人では初めて登頂に成功した世界最高峰の山は。

問題 94

昭和 33 年（1958）、富山国体の開催を機に建設された、県営富山球場などがある「富山県○○公園」は、

昨年 60 周年を迎えたが、○に入る語句は。

問題 95

朝日町で、60 歳以上を対象とした「翡翠カップ全国大会」が開かれる、同町で誕生したスポーツは。

問題 96

富山県内で、生産年齢人口（15～64 歳）の割合が 62.0％（平成 29 年統計）と最も高い市町村はどこか。

問題 97

急病や交通・山岳事故、災害時に活用される救急医療システムで、「空飛ぶ救命室」とも呼ばれるのは。

問題 98

上市町にある地名「さっか」を漢字で書け。

問題 99

木曽義仲の部下が矢試しをした由緒から「一羽【ひとはね】」と呼ばれるようになったと伝承される、氷見

市の地名「ひとはね」を漢字で書け。

問題 100

「機転が利く」「すばしこい」「ずる賢い」「痛がゆい」など、さまざまな意味を持つ富山弁は。



問題１

○○堰堤砂防施設は、現在は本宮堰堤、泥谷堰堤を加えて「常願寺川砂防施設」の名称で国の重要文化財に

指定されている。○に入る漢字を書け。

問題２

富山・石川・福井・岐阜県にかけて分布し、恐竜化石を多く産出する「○○層群」。○に入る漢字を書け。

問題３

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「魚津埋没林」と何か。

問題４

富山県内から富山市八尾町三乗【みのり】地区と氷見市長坂地区が選ばれている「日本の○○百選」の、○

に入る語句は。

問題５

大正 12 年（1923）に、富山県内唯一のオニバス自生地として国の天然記念物に指定された場所は氷見市の

どこか。

問題６

片貝川上流部に生育するタテヤマスギは、太い幹に空洞があることから何と呼ぶか漢字で書け。

問題７

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。

問題８

富山湾の水深 300ｍより下にある海水で、ミネラル分をバランスよく含むことから、魚の養殖や、食品、医

薬品づくりなどに活用されているのは。

問題９

弥陀ケ原に点在する、「餓鬼の田んぼ」と呼ばれる水たまりを漢字で書け。

問題 10

屋根付きの東橋、ステンドグラスで飾られた神楽橋などのユニークな橋が架かり、周辺には「川の駅」も整

備されている射水市の河川の名称を漢字で書け。

問題 11

「無花粉の○○を植ゑにけり患ふ人のなきを願ひて」は、平成 29 年（2017）に魚津市で開かれた全国植樹

祭で富山県が開発した無花粉杉を植えられたことを詠んだ御製【ぎょせい】だが、○に入る語句をひらがな

で書け。

問題 12

朝日町にある国の天然記念物で、イノデ－タブ群落とヤブコウジ－スダジイ群落の２つの暖温帯の群落が明

瞭に分かれている、日本海側では特異な生育地となっているのは。

問題 13

明治期に富山県の治水土木事業の最高責任者として招かれた熊本県出身の土木技師で、近年の研究で常願寺

川を「川というより滝」と表現した人物かといわれているのは。

問題 14

富山県では、昭和 41 年（1966）から冬に○○周辺に登る人に詳細な登山届（登山計画書）の提出を条例で

義務付けているが、○に入る山名は。

問題 15

今年、魚津埋没林博物館では○○の発生メカニズムを研究するために初めて小型無人機ドローンを使って海

上観測を行ったが、○に入る語句は。

問題 16

南砺市城端小学校は、絶滅が危ぶまれている生き物を育て、毎年、東海北陸自動車道の城端 SA（サービス

エリア）の緑地に放しているが、その生き物とは。

問題 17

「越中」が初めて記されたとされる歴史書名を漢字で書け。

問題 18

源平盛衰記によれば、倶利伽羅合戦で木曽義仲が何という戦法を用いて勝利したと記されているか。

問題 19

松倉城、守山城とならぶ「越中三大山城」で、平成 21 年（2009）に国指定史跡となり、平成 29 年（2017）には「続

日本 100 名城」に選定された。その城の名前を漢字で書け。

問題 20

住宅が国の重要文化財に指定されている富山市の「浮田家」が、加賀藩時代に任じられていた役は。

問題 21

富山藩６代藩主・前田利與【としとも】が人材育成や士風振興を目的に設置した藩校を何というか、漢字

で書け。

問題 22

高岡開町の祖・前田利長をしのび、金属文化の発展を願う「御印祭」で踊りとともに奉納される鋳物作業

歌を漢字で書け。

問題 23

南砺市の瑞泉寺の前から続く、木彫りの工房が立ち並ぶ道の名前は。

問題 24

新川郡入膳村（現・入善町）出身で、明治時代、石川県から越中国を独立させるため、「越中改進党」をつ

くって運動した人物は。

問題 25

砺波郡福光町（現・南砺市）出身で、厚生大臣や文部大臣、農林大臣を務め、晩年は日中国交回復にも尽

力した政治家の名前は。

問題 26

大正時代に射水郡長として着任し、今年 100 周年を迎えた小杉高校の前身、射水郡立農業公民学校の創設

や射水平野の乾田化事業などに尽力し、戦後は東大総長も務めた人物は。

問題 27

射水郡仏生寺村（現・氷見市）出身で、昭和７年（1932）に富山県人初の大臣として逓信大臣に就いた、

今年生誕 150 年となる人物は。

問題 28

庄川の洪水を治める堤防の根固めとして、江戸時代に数百本の松で築かれた跡が残る砺波市庄川地域の「ま

つがいけ」（「まつかわよけ」）を漢字で書け。

問題 29

戦時下最大の言論弾圧事件「○○・横浜事件」で逮捕された富山県出身の政治学者・細川嘉六が記した新資

料が今年発表されたが、○に入る地名は。

問題 30

氷見市出身の実業家○○の顕彰と、その縁を通じた地域活性化に取り組んできた「九転十起交流会」が今年

解散した。今後個人レベルで活動を続けるという。○に入る人名は。

問題 31

射水市の下村加茂神社に伝わる富山県無形民俗文化財「やんさんま祭り」は、京都市の下鴨神社の葵祭の影

響を受けた「流鏑馬式」と「○○」を融合した祭りとされるが、○に入る語句は。

問題 32

大伴家持が越中国守として着任したころからすでに港として利用されていた歴史があり、明治時代に開港場

に指定されて今年で開港 120 周年を迎えた港は。

問題 33

水稲や小麦の品種改良に従事し、世界的な食糧不足を解決する「緑の革命」の功労者と呼ばれたのはだれか。

問題 34

富山県森林研究所が増産を進めている、無花粉の性質と木材としての優れた品質を併せ持つ優良無花粉スギ

の名称は。

問題 35

かつて一大産地だった魚津市西布施地区の農家有志と、富山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 36

保水性の高い粘土質の土壌に改良するため、昭和 26 年（1951）に黒部川流域で始まった周辺台地の赤土を

水と混合して水田に引き入れる工法を漢字で書け。

問題 37

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

ランド名称は。

問題 38

魚のすり身と昆布を使った味わいが人気の、学校給食にも採用されている高岡市のまちおこしグルメ「高

岡流お好み焼き○○」の○に入る語句は。

問題 39

「○○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だが、○

に入る言葉は。

問題 40

富山県は、冬の寒さで甘くなる野菜を期間限定の「とやまの○○野菜」としてPRしているが、○に入る語句は。

問題 41

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

前は。

問題 42

富山藩２代藩主・前田正甫が売薬商人に全国を行商させて、富山のくすりが発展する基礎となった漢方薬

の名を漢字で書け。

問題 43

国の伝統的工芸品に指定され、砺波市の特産品「となみブランド」にも認定されている「しょうがわひき

ものきじ」を漢字で書け。

問題 44

ミネラル豊富な温泉水を使って地元農家が栽培する「○○おんせん野菜」の特産化を進めている、○に入る

地名は。

問題 45

富山市が特産化を進め、６次産業化にも取り組む農産品は。

問題 46

富山市民プラザが、昨年から同プラザの屋上で富山商業高校などと連携して◯◯を採取し、商品化している。

◯に入る語句は。

問題 47

富山湾で獲れるマイワシの中でも、「○○鰯」は広辞苑にも載る全国ブランドだが、○に入る地名は。

問題 48

欅平【けやきだいら】からの約 18 キロメートルの物資輸送路「関西電力◯◯ルート」が令和６年（2024）

から一般開放されることが決まっているが、◯に入る語句は。

問題 49

安土桃山時代から一子相伝で技法を継承する○○の 16 代「小原治五右衛門」を小原好喬氏が受け継いだが、

城端曳山祭ともかかわりが深い○に入る伝統技法は。

問題 50

「ほんこはん」とも呼ばれる報恩講は、だれの命日（忌日）にちなんだ仏事か。

問題 51

平成 20 年（2008）から、ごみ減量などを目的として、富山県が全国に先駆けてスーパーなどでの○○削減

運動に取り組んでいる。○に入る言葉を書け。

問題 52

新元号「令和」の考案者とされる国文学者・中西進氏が、館長を務める富山県内の施設名は。

問題 53

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

（1943）に設立された。その母体となった会社名は。

問題 54

富山ライトレールは、JR 西日本の何という鉄道路線を路面電車化したものか。

問題 55

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

○に入る語句は。

問題 56

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たりもする「○○のは

ね橋」の、○に入る漢字を書け。

問題 57

富山ライトレール「ポートラム」、富山市の市内電車環状線「セントラム」、高岡市と射水市を結ぶ万葉線「ア

イトラム」。これらの愛称に共通するトラムの意味は。

問題 58

平成 27 年（2015）、富山市の惣万佳代子さんが、看護活動の功績をたたえる世界最高の記章「フローレンス・

ナイチンゲール記章」を受けたが、その受章理由となった福祉サービスの名称は。

問題 59

特定分野の看護で優れた技術や知識を持つ「○○」について、昨年、富山県が人口 10 万人当たりの数で初

めて全国１位になったが、○に入る語句は。

問題 60

医師による早期の応急処置での救命率アップや後遺症の軽減をめざして、今年度、南砺市民病院が富山県

内で初めて導入するシステムは。

問題 61

今年、○○がないドーナツ形の環状交差点（ラウンドアバウト）が、富山県内で初めて上市町にできたが、

○に入る語句は。

問題 62

国連の「持続可能な開発目標（SDGs）」の達成に向けて、県内で国から「SDGs 未来都市」に選定されたのは、

富山県、富山市、○○市の３自治体となった。○に入る名称は。

問題 63

今年、富山県警ヘリ「○○」の生存者救助実績が 700 人に達したとして、同機を製造したイタリア・レオ

ナルド社から記念プレートが贈られたが、○に入る語句は。

問題 64

富山県では「14 歳の挑戦」に続き、今年度から新たな年代のインターンシップ（就業体験）のプログラム

を充実させているが、その名称は。

問題 65

平成 21 年（2009）に立山山麓エリアが北陸初の「森林○○基地」に認定された。○に入る言葉を書け。

問題 66

射水市新湊博物館には石黒信由【のぶよし】とその子孫の著書や蔵書を集めた「○○文庫」が収蔵されている。

○に入る漢字を書け。

問題 67

立山カルデラの自然とそこで続けられている砂防事業をテーマにした屋内展示や、野外体験学習を展開す

る文化施設の名称は。

問題 68

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。

問題 69

富山市ファミリーパークの、タヌキをモチーフにしたマスコットキャラクターの名前を書け。

問題 70

４月に氷見市で行われる、昔の雨ごいにちなんだ祭りの名称は。

問題 71

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。

問題 72

毎年４月、富山市婦中地域にある各願寺で古式ゆかしい行事「ふちゅう○○」が開かれる。○に入る名称は。

問題 73

富山駅前の CiC ビル１階にある、富山の土産物や工芸品を幅広く扱う物産店の名称は。

問題 74

朝日町の名所・ヒスイ海岸に、通年でのにぎわい創出をめざして昨年オープンした観光交流拠点施設は。

問題 75

今年から運行を開始した、あいの風とやま鉄道で初となる観光列車の名称は。

問題 76

高岡古城公園では、濠【ほり】を巡る遊覧船２隻が運航されているが、船名は「利長号」ともう一つは。

問題 77

昭和初期に詩人の西条八十が採譜のため南砺市平地域を訪れたことが世に知られるきっかけになった、日

本最古とされる民謡は。

問題 78

朝日町の護国寺は、庭園に約 30 品種 300 株が咲く「○○寺」の愛称があるが、○に入る花の名前は。

問題 79

滑川沖を周遊する「富山湾岸クルージング」で使用される滑川市の観光遊覧船の名称は。

問題 80

明治 36 年（1903）に来日し、約半世紀にわたり富山の幼児教育の振興に尽くした、カナダ出身の人物の、

日本に帰化後の名前は。

問題 81

富山県の高等教育の発展を願って多額の寄付をし、旧制富山高等学校の創設に貢献したのはだれか。

問題 82

江戸時代、富山西三番町に私塾「臨池居【りんちきょ】」を開いた人物の名前を漢字で書け。

問題 83

松尾芭蕉の門人だった瑞泉寺 11 代住職・浪化が、師の遺髪を納めたとされる浄蓮寺境内の〇〇庵には、翁

塚のほか茅葺きの芭蕉堂もある。〇に入る漢字を書け。

問題 84

富山県初の児童文学作品とされる『越中お伽噺【とぎばなし】』や『越中昔噺』を刊行した、富山市出身の

童話作家の名前を漢字で書け。

問題 85

東京都出身で、青春時代を富山で過ごし、代表作にテレビドラマ「寺内貫太郎一家」「時間ですよ」などが

ある作家・演出家は。

問題 86

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。

問題 87

高岡市出身の音楽教育家で、童謡「夕日」を作曲した人物名を漢字で書け。

問題 88

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走イベントの名称は。

問題 89

小学生時代の１年８カ月を富山市で過ごし、通っていた学校跡地の富山城址公園近くに少年像が建つ、「花」

「荒城の月」などで知られる明治時代の作曲家は。

問題 90

太平洋戦争末期に八尾町（現・富山市八尾地域）に疎開し、富山大空襲の被害や、「おわら風の盆」の中止

などを記したはがきが今年新たに見つかった歌人は。

問題 91

昨年公開された木村大作監督の映画で、「劔岳 点の記」「春を背負って」に続いて富山県内各地でロケが行

われた作品名は。

問題 92

今年の大相撲夏場所で朝乃山が初優勝し、富山県出身力士の優勝では第22代横綱○○以来103年ぶりとなっ

たが、○に入る力士名は。

問題 93

今年５月、立山ガイドの佐伯知彦さんが富山県人では初めて登頂に成功した世界最高峰の山は。

問題 94

昭和 33 年（1958）、富山国体の開催を機に建設された、県営富山球場などがある「富山県○○公園」は、

昨年 60 周年を迎えたが、○に入る語句は。

問題 95

朝日町で、60 歳以上を対象とした「翡翠カップ全国大会」が開かれる、同町で誕生したスポーツは。

問題 96

富山県内で、生産年齢人口（15～64 歳）の割合が 62.0％（平成 29 年統計）と最も高い市町村はどこか。

問題 97

急病や交通・山岳事故、災害時に活用される救急医療システムで、「空飛ぶ救命室」とも呼ばれるのは。

問題 98

上市町にある地名「さっか」を漢字で書け。

問題 99

木曽義仲の部下が矢試しをした由緒から「一羽【ひとはね】」と呼ばれるようになったと伝承される、氷見

市の地名「ひとはね」を漢字で書け。

問題 100

「機転が利く」「すばしこい」「ずる賢い」「痛がゆい」など、さまざまな意味を持つ富山弁は。



問題１

○○堰堤砂防施設は、現在は本宮堰堤、泥谷堰堤を加えて「常願寺川砂防施設」の名称で国の重要文化財に

指定されている。○に入る漢字を書け。

問題２

富山・石川・福井・岐阜県にかけて分布し、恐竜化石を多く産出する「○○層群」。○に入る漢字を書け。

問題３

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「魚津埋没林」と何か。

問題４

富山県内から富山市八尾町三乗【みのり】地区と氷見市長坂地区が選ばれている「日本の○○百選」の、○

に入る語句は。

問題５

大正 12 年（1923）に、富山県内唯一のオニバス自生地として国の天然記念物に指定された場所は氷見市の

どこか。

問題６

片貝川上流部に生育するタテヤマスギは、太い幹に空洞があることから何と呼ぶか漢字で書け。

問題７

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。

問題８

富山湾の水深 300ｍより下にある海水で、ミネラル分をバランスよく含むことから、魚の養殖や、食品、医

薬品づくりなどに活用されているのは。

問題９

弥陀ケ原に点在する、「餓鬼の田んぼ」と呼ばれる水たまりを漢字で書け。

問題 10

屋根付きの東橋、ステンドグラスで飾られた神楽橋などのユニークな橋が架かり、周辺には「川の駅」も整

備されている射水市の河川の名称を漢字で書け。

問題 11

「無花粉の○○を植ゑにけり患ふ人のなきを願ひて」は、平成 29 年（2017）に魚津市で開かれた全国植樹

祭で富山県が開発した無花粉杉を植えられたことを詠んだ御製【ぎょせい】だが、○に入る語句をひらがな

で書け。

問題 12

朝日町にある国の天然記念物で、イノデ－タブ群落とヤブコウジ－スダジイ群落の２つの暖温帯の群落が明

瞭に分かれている、日本海側では特異な生育地となっているのは。

問題 13

明治期に富山県の治水土木事業の最高責任者として招かれた熊本県出身の土木技師で、近年の研究で常願寺

川を「川というより滝」と表現した人物かといわれているのは。

問題 14

富山県では、昭和 41 年（1966）から冬に○○周辺に登る人に詳細な登山届（登山計画書）の提出を条例で

義務付けているが、○に入る山名は。

問題 15

今年、魚津埋没林博物館では○○の発生メカニズムを研究するために初めて小型無人機ドローンを使って海

上観測を行ったが、○に入る語句は。

問題 16

南砺市城端小学校は、絶滅が危ぶまれている生き物を育て、毎年、東海北陸自動車道の城端 SA（サービス

エリア）の緑地に放しているが、その生き物とは。

問題 17

「越中」が初めて記されたとされる歴史書名を漢字で書け。

問題 18

源平盛衰記によれば、倶利伽羅合戦で木曽義仲が何という戦法を用いて勝利したと記されているか。

問題 19

松倉城、守山城とならぶ「越中三大山城」で、平成 21 年（2009）に国指定史跡となり、平成 29 年（2017）には「続

日本 100 名城」に選定された。その城の名前を漢字で書け。

問題 20

住宅が国の重要文化財に指定されている富山市の「浮田家」が、加賀藩時代に任じられていた役は。

問題 21

富山藩６代藩主・前田利與【としとも】が人材育成や士風振興を目的に設置した藩校を何というか、漢字

で書け。

問題 22

高岡開町の祖・前田利長をしのび、金属文化の発展を願う「御印祭」で踊りとともに奉納される鋳物作業

歌を漢字で書け。

問題 23

南砺市の瑞泉寺の前から続く、木彫りの工房が立ち並ぶ道の名前は。

問題 24

新川郡入膳村（現・入善町）出身で、明治時代、石川県から越中国を独立させるため、「越中改進党」をつ

くって運動した人物は。

問題 25

砺波郡福光町（現・南砺市）出身で、厚生大臣や文部大臣、農林大臣を務め、晩年は日中国交回復にも尽

力した政治家の名前は。

問題 26

大正時代に射水郡長として着任し、今年 100 周年を迎えた小杉高校の前身、射水郡立農業公民学校の創設

や射水平野の乾田化事業などに尽力し、戦後は東大総長も務めた人物は。

問題 27

射水郡仏生寺村（現・氷見市）出身で、昭和７年（1932）に富山県人初の大臣として逓信大臣に就いた、

今年生誕 150 年となる人物は。

問題 28

庄川の洪水を治める堤防の根固めとして、江戸時代に数百本の松で築かれた跡が残る砺波市庄川地域の「ま

つがいけ」（「まつかわよけ」）を漢字で書け。

問題 29

戦時下最大の言論弾圧事件「○○・横浜事件」で逮捕された富山県出身の政治学者・細川嘉六が記した新資

料が今年発表されたが、○に入る地名は。

問題 30

氷見市出身の実業家○○の顕彰と、その縁を通じた地域活性化に取り組んできた「九転十起交流会」が今年

解散した。今後個人レベルで活動を続けるという。○に入る人名は。

問題 31

射水市の下村加茂神社に伝わる富山県無形民俗文化財「やんさんま祭り」は、京都市の下鴨神社の葵祭の影

響を受けた「流鏑馬式」と「○○」を融合した祭りとされるが、○に入る語句は。

問題 32

大伴家持が越中国守として着任したころからすでに港として利用されていた歴史があり、明治時代に開港場

に指定されて今年で開港 120 周年を迎えた港は。

問題 33

水稲や小麦の品種改良に従事し、世界的な食糧不足を解決する「緑の革命」の功労者と呼ばれたのはだれか。

問題 34

富山県森林研究所が増産を進めている、無花粉の性質と木材としての優れた品質を併せ持つ優良無花粉スギ

の名称は。

問題 35

かつて一大産地だった魚津市西布施地区の農家有志と、富山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 36

保水性の高い粘土質の土壌に改良するため、昭和 26 年（1951）に黒部川流域で始まった周辺台地の赤土を

水と混合して水田に引き入れる工法を漢字で書け。

問題 37

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

ランド名称は。

問題 38

魚のすり身と昆布を使った味わいが人気の、学校給食にも採用されている高岡市のまちおこしグルメ「高

岡流お好み焼き○○」の○に入る語句は。

問題 39

「○○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だが、○

に入る言葉は。

問題 40

富山県は、冬の寒さで甘くなる野菜を期間限定の「とやまの○○野菜」としてPRしているが、○に入る語句は。

問題 41

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

前は。

問題 42

富山藩２代藩主・前田正甫が売薬商人に全国を行商させて、富山のくすりが発展する基礎となった漢方薬

の名を漢字で書け。

問題 43

国の伝統的工芸品に指定され、砺波市の特産品「となみブランド」にも認定されている「しょうがわひき

ものきじ」を漢字で書け。

問題 44

ミネラル豊富な温泉水を使って地元農家が栽培する「○○おんせん野菜」の特産化を進めている、○に入る

地名は。

問題 45

富山市が特産化を進め、６次産業化にも取り組む農産品は。

問題 46

富山市民プラザが、昨年から同プラザの屋上で富山商業高校などと連携して◯◯を採取し、商品化している。

◯に入る語句は。

問題 47

富山湾で獲れるマイワシの中でも、「○○鰯」は広辞苑にも載る全国ブランドだが、○に入る地名は。

問題 48

欅平【けやきだいら】からの約 18 キロメートルの物資輸送路「関西電力◯◯ルート」が令和６年（2024）

から一般開放されることが決まっているが、◯に入る語句は。

問題 49

安土桃山時代から一子相伝で技法を継承する○○の 16 代「小原治五右衛門」を小原好喬氏が受け継いだが、

城端曳山祭ともかかわりが深い○に入る伝統技法は。

問題 50

「ほんこはん」とも呼ばれる報恩講は、だれの命日（忌日）にちなんだ仏事か。

問題 51

平成 20 年（2008）から、ごみ減量などを目的として、富山県が全国に先駆けてスーパーなどでの○○削減

運動に取り組んでいる。○に入る言葉を書け。

問題 52

新元号「令和」の考案者とされる国文学者・中西進氏が、館長を務める富山県内の施設名は。

問題 53

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

（1943）に設立された。その母体となった会社名は。

問題 54

富山ライトレールは、JR 西日本の何という鉄道路線を路面電車化したものか。

問題 55

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

○に入る語句は。

問題 56

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たりもする「○○のは

ね橋」の、○に入る漢字を書け。

問題 57

富山ライトレール「ポートラム」、富山市の市内電車環状線「セントラム」、高岡市と射水市を結ぶ万葉線「ア

イトラム」。これらの愛称に共通するトラムの意味は。

問題 58

平成 27 年（2015）、富山市の惣万佳代子さんが、看護活動の功績をたたえる世界最高の記章「フローレンス・

ナイチンゲール記章」を受けたが、その受章理由となった福祉サービスの名称は。

問題 59

特定分野の看護で優れた技術や知識を持つ「○○」について、昨年、富山県が人口 10 万人当たりの数で初

めて全国１位になったが、○に入る語句は。

問題 60

医師による早期の応急処置での救命率アップや後遺症の軽減をめざして、今年度、南砺市民病院が富山県

内で初めて導入するシステムは。

問題 61

今年、○○がないドーナツ形の環状交差点（ラウンドアバウト）が、富山県内で初めて上市町にできたが、

○に入る語句は。

問題 62

国連の「持続可能な開発目標（SDGs）」の達成に向けて、県内で国から「SDGs 未来都市」に選定されたのは、

富山県、富山市、○○市の３自治体となった。○に入る名称は。

問題 63

今年、富山県警ヘリ「○○」の生存者救助実績が 700 人に達したとして、同機を製造したイタリア・レオ

ナルド社から記念プレートが贈られたが、○に入る語句は。

問題 64

富山県では「14 歳の挑戦」に続き、今年度から新たな年代のインターンシップ（就業体験）のプログラム

を充実させているが、その名称は。

問題 65

平成 21 年（2009）に立山山麓エリアが北陸初の「森林○○基地」に認定された。○に入る言葉を書け。

問題 66

射水市新湊博物館には石黒信由【のぶよし】とその子孫の著書や蔵書を集めた「○○文庫」が収蔵されている。

○に入る漢字を書け。

問題 67

立山カルデラの自然とそこで続けられている砂防事業をテーマにした屋内展示や、野外体験学習を展開す

る文化施設の名称は。

問題 68

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。

問題 69

富山市ファミリーパークの、タヌキをモチーフにしたマスコットキャラクターの名前を書け。

問題 70

４月に氷見市で行われる、昔の雨ごいにちなんだ祭りの名称は。

問題 71

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。

問題 72

毎年４月、富山市婦中地域にある各願寺で古式ゆかしい行事「ふちゅう○○」が開かれる。○に入る名称は。

問題 73

富山駅前の CiC ビル１階にある、富山の土産物や工芸品を幅広く扱う物産店の名称は。

問題 74

朝日町の名所・ヒスイ海岸に、通年でのにぎわい創出をめざして昨年オープンした観光交流拠点施設は。

問題 75

今年から運行を開始した、あいの風とやま鉄道で初となる観光列車の名称は。

問題 76

高岡古城公園では、濠【ほり】を巡る遊覧船２隻が運航されているが、船名は「利長号」ともう一つは。

問題 77

昭和初期に詩人の西条八十が採譜のため南砺市平地域を訪れたことが世に知られるきっかけになった、日

本最古とされる民謡は。

問題 78

朝日町の護国寺は、庭園に約 30 品種 300 株が咲く「○○寺」の愛称があるが、○に入る花の名前は。

問題 79

滑川沖を周遊する「富山湾岸クルージング」で使用される滑川市の観光遊覧船の名称は。

問題 80

明治 36 年（1903）に来日し、約半世紀にわたり富山の幼児教育の振興に尽くした、カナダ出身の人物の、

日本に帰化後の名前は。

問題 81

富山県の高等教育の発展を願って多額の寄付をし、旧制富山高等学校の創設に貢献したのはだれか。

問題 82

江戸時代、富山西三番町に私塾「臨池居【りんちきょ】」を開いた人物の名前を漢字で書け。

問題 83

松尾芭蕉の門人だった瑞泉寺 11 代住職・浪化が、師の遺髪を納めたとされる浄蓮寺境内の〇〇庵には、翁

塚のほか茅葺きの芭蕉堂もある。〇に入る漢字を書け。

問題 84

富山県初の児童文学作品とされる『越中お伽噺【とぎばなし】』や『越中昔噺』を刊行した、富山市出身の

童話作家の名前を漢字で書け。

問題 85

東京都出身で、青春時代を富山で過ごし、代表作にテレビドラマ「寺内貫太郎一家」「時間ですよ」などが

ある作家・演出家は。

問題 86

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。

問題 87

高岡市出身の音楽教育家で、童謡「夕日」を作曲した人物名を漢字で書け。

問題 88

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走イベントの名称は。

問題 89

小学生時代の１年８カ月を富山市で過ごし、通っていた学校跡地の富山城址公園近くに少年像が建つ、「花」

「荒城の月」などで知られる明治時代の作曲家は。

問題 90

太平洋戦争末期に八尾町（現・富山市八尾地域）に疎開し、富山大空襲の被害や、「おわら風の盆」の中止

などを記したはがきが今年新たに見つかった歌人は。

問題 91

昨年公開された木村大作監督の映画で、「劔岳 点の記」「春を背負って」に続いて富山県内各地でロケが行

われた作品名は。

問題 92

今年の大相撲夏場所で朝乃山が初優勝し、富山県出身力士の優勝では第22代横綱○○以来103年ぶりとなっ

たが、○に入る力士名は。

問題 93

今年５月、立山ガイドの佐伯知彦さんが富山県人では初めて登頂に成功した世界最高峰の山は。

問題 94

昭和 33 年（1958）、富山国体の開催を機に建設された、県営富山球場などがある「富山県○○公園」は、

昨年 60 周年を迎えたが、○に入る語句は。

問題 95

朝日町で、60 歳以上を対象とした「翡翠カップ全国大会」が開かれる、同町で誕生したスポーツは。

問題 96

富山県内で、生産年齢人口（15～64 歳）の割合が 62.0％（平成 29 年統計）と最も高い市町村はどこか。

問題 97

急病や交通・山岳事故、災害時に活用される救急医療システムで、「空飛ぶ救命室」とも呼ばれるのは。

問題 98

上市町にある地名「さっか」を漢字で書け。

問題 99

木曽義仲の部下が矢試しをした由緒から「一羽【ひとはね】」と呼ばれるようになったと伝承される、氷見

市の地名「ひとはね」を漢字で書け。

問題 100

「機転が利く」「すばしこい」「ずる賢い」「痛がゆい」など、さまざまな意味を持つ富山弁は。



問題１

○○堰堤砂防施設は、現在は本宮堰堤、泥谷堰堤を加えて「常願寺川砂防施設」の名称で国の重要文化財に

指定されている。○に入る漢字を書け。

問題２

富山・石川・福井・岐阜県にかけて分布し、恐竜化石を多く産出する「○○層群」。○に入る漢字を書け。

問題３

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「魚津埋没林」と何か。

問題４

富山県内から富山市八尾町三乗【みのり】地区と氷見市長坂地区が選ばれている「日本の○○百選」の、○

に入る語句は。

問題５

大正 12 年（1923）に、富山県内唯一のオニバス自生地として国の天然記念物に指定された場所は氷見市の

どこか。

問題６

片貝川上流部に生育するタテヤマスギは、太い幹に空洞があることから何と呼ぶか漢字で書け。

問題７

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。

問題８

富山湾の水深 300ｍより下にある海水で、ミネラル分をバランスよく含むことから、魚の養殖や、食品、医

薬品づくりなどに活用されているのは。

問題９

弥陀ケ原に点在する、「餓鬼の田んぼ」と呼ばれる水たまりを漢字で書け。

問題 10

屋根付きの東橋、ステンドグラスで飾られた神楽橋などのユニークな橋が架かり、周辺には「川の駅」も整

備されている射水市の河川の名称を漢字で書け。

問題 11

「無花粉の○○を植ゑにけり患ふ人のなきを願ひて」は、平成 29 年（2017）に魚津市で開かれた全国植樹

祭で富山県が開発した無花粉杉を植えられたことを詠んだ御製【ぎょせい】だが、○に入る語句をひらがな

で書け。

問題 12

朝日町にある国の天然記念物で、イノデ－タブ群落とヤブコウジ－スダジイ群落の２つの暖温帯の群落が明

瞭に分かれている、日本海側では特異な生育地となっているのは。

問題 13

明治期に富山県の治水土木事業の最高責任者として招かれた熊本県出身の土木技師で、近年の研究で常願寺

川を「川というより滝」と表現した人物かといわれているのは。

問題 14

富山県では、昭和 41 年（1966）から冬に○○周辺に登る人に詳細な登山届（登山計画書）の提出を条例で

義務付けているが、○に入る山名は。

問題 15

今年、魚津埋没林博物館では○○の発生メカニズムを研究するために初めて小型無人機ドローンを使って海

上観測を行ったが、○に入る語句は。

問題 16

南砺市城端小学校は、絶滅が危ぶまれている生き物を育て、毎年、東海北陸自動車道の城端 SA（サービス

エリア）の緑地に放しているが、その生き物とは。

問題 17

「越中」が初めて記されたとされる歴史書名を漢字で書け。

問題 18

源平盛衰記によれば、倶利伽羅合戦で木曽義仲が何という戦法を用いて勝利したと記されているか。

問題 19

松倉城、守山城とならぶ「越中三大山城」で、平成 21 年（2009）に国指定史跡となり、平成 29 年（2017）には「続

日本 100 名城」に選定された。その城の名前を漢字で書け。

問題 20

住宅が国の重要文化財に指定されている富山市の「浮田家」が、加賀藩時代に任じられていた役は。

問題 21

富山藩６代藩主・前田利與【としとも】が人材育成や士風振興を目的に設置した藩校を何というか、漢字

で書け。

問題 22

高岡開町の祖・前田利長をしのび、金属文化の発展を願う「御印祭」で踊りとともに奉納される鋳物作業

歌を漢字で書け。

問題 23

南砺市の瑞泉寺の前から続く、木彫りの工房が立ち並ぶ道の名前は。

問題 24

新川郡入膳村（現・入善町）出身で、明治時代、石川県から越中国を独立させるため、「越中改進党」をつ

くって運動した人物は。

問題 25

砺波郡福光町（現・南砺市）出身で、厚生大臣や文部大臣、農林大臣を務め、晩年は日中国交回復にも尽

力した政治家の名前は。

問題 26

大正時代に射水郡長として着任し、今年 100 周年を迎えた小杉高校の前身、射水郡立農業公民学校の創設

や射水平野の乾田化事業などに尽力し、戦後は東大総長も務めた人物は。

問題 27

射水郡仏生寺村（現・氷見市）出身で、昭和７年（1932）に富山県人初の大臣として逓信大臣に就いた、

今年生誕 150 年となる人物は。

問題 28

庄川の洪水を治める堤防の根固めとして、江戸時代に数百本の松で築かれた跡が残る砺波市庄川地域の「ま

つがいけ」（「まつかわよけ」）を漢字で書け。

問題 29

戦時下最大の言論弾圧事件「○○・横浜事件」で逮捕された富山県出身の政治学者・細川嘉六が記した新資

料が今年発表されたが、○に入る地名は。

問題 30

氷見市出身の実業家○○の顕彰と、その縁を通じた地域活性化に取り組んできた「九転十起交流会」が今年

解散した。今後個人レベルで活動を続けるという。○に入る人名は。

問題 31

射水市の下村加茂神社に伝わる富山県無形民俗文化財「やんさんま祭り」は、京都市の下鴨神社の葵祭の影

響を受けた「流鏑馬式」と「○○」を融合した祭りとされるが、○に入る語句は。

問題 32

大伴家持が越中国守として着任したころからすでに港として利用されていた歴史があり、明治時代に開港場

に指定されて今年で開港 120 周年を迎えた港は。

問題 33

水稲や小麦の品種改良に従事し、世界的な食糧不足を解決する「緑の革命」の功労者と呼ばれたのはだれか。

問題 34

富山県森林研究所が増産を進めている、無花粉の性質と木材としての優れた品質を併せ持つ優良無花粉スギ

の名称は。

問題 35

かつて一大産地だった魚津市西布施地区の農家有志と、富山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 36

保水性の高い粘土質の土壌に改良するため、昭和 26 年（1951）に黒部川流域で始まった周辺台地の赤土を

水と混合して水田に引き入れる工法を漢字で書け。

問題 37

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

ランド名称は。

問題 38

魚のすり身と昆布を使った味わいが人気の、学校給食にも採用されている高岡市のまちおこしグルメ「高

岡流お好み焼き○○」の○に入る語句は。

問題 39

「○○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だが、○

に入る言葉は。

問題 40

富山県は、冬の寒さで甘くなる野菜を期間限定の「とやまの○○野菜」としてPRしているが、○に入る語句は。

問題 41

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

前は。

問題 42

富山藩２代藩主・前田正甫が売薬商人に全国を行商させて、富山のくすりが発展する基礎となった漢方薬

の名を漢字で書け。

問題 43

国の伝統的工芸品に指定され、砺波市の特産品「となみブランド」にも認定されている「しょうがわひき

ものきじ」を漢字で書け。

問題 44

ミネラル豊富な温泉水を使って地元農家が栽培する「○○おんせん野菜」の特産化を進めている、○に入る

地名は。

問題 45

富山市が特産化を進め、６次産業化にも取り組む農産品は。

問題 46

富山市民プラザが、昨年から同プラザの屋上で富山商業高校などと連携して◯◯を採取し、商品化している。

◯に入る語句は。

問題 47

富山湾で獲れるマイワシの中でも、「○○鰯」は広辞苑にも載る全国ブランドだが、○に入る地名は。

問題 48

欅平【けやきだいら】からの約 18 キロメートルの物資輸送路「関西電力◯◯ルート」が令和６年（2024）

から一般開放されることが決まっているが、◯に入る語句は。

問題 49

安土桃山時代から一子相伝で技法を継承する○○の 16 代「小原治五右衛門」を小原好喬氏が受け継いだが、

城端曳山祭ともかかわりが深い○に入る伝統技法は。

問題 50

「ほんこはん」とも呼ばれる報恩講は、だれの命日（忌日）にちなんだ仏事か。

問題 51

平成 20 年（2008）から、ごみ減量などを目的として、富山県が全国に先駆けてスーパーなどでの○○削減

運動に取り組んでいる。○に入る言葉を書け。

問題 52

新元号「令和」の考案者とされる国文学者・中西進氏が、館長を務める富山県内の施設名は。

問題 53

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

（1943）に設立された。その母体となった会社名は。

問題 54

富山ライトレールは、JR 西日本の何という鉄道路線を路面電車化したものか。

問題 55

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

○に入る語句は。

問題 56

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たりもする「○○のは

ね橋」の、○に入る漢字を書け。

問題 57

富山ライトレール「ポートラム」、富山市の市内電車環状線「セントラム」、高岡市と射水市を結ぶ万葉線「ア

イトラム」。これらの愛称に共通するトラムの意味は。

問題 58

平成 27 年（2015）、富山市の惣万佳代子さんが、看護活動の功績をたたえる世界最高の記章「フローレンス・

ナイチンゲール記章」を受けたが、その受章理由となった福祉サービスの名称は。

問題 59

特定分野の看護で優れた技術や知識を持つ「○○」について、昨年、富山県が人口 10 万人当たりの数で初

めて全国１位になったが、○に入る語句は。

問題 60

医師による早期の応急処置での救命率アップや後遺症の軽減をめざして、今年度、南砺市民病院が富山県

内で初めて導入するシステムは。

問題 61

今年、○○がないドーナツ形の環状交差点（ラウンドアバウト）が、富山県内で初めて上市町にできたが、

○に入る語句は。

問題 62

国連の「持続可能な開発目標（SDGs）」の達成に向けて、県内で国から「SDGs 未来都市」に選定されたのは、

富山県、富山市、○○市の３自治体となった。○に入る名称は。

問題 63

今年、富山県警ヘリ「○○」の生存者救助実績が 700 人に達したとして、同機を製造したイタリア・レオ

ナルド社から記念プレートが贈られたが、○に入る語句は。

問題 64

富山県では「14 歳の挑戦」に続き、今年度から新たな年代のインターンシップ（就業体験）のプログラム

を充実させているが、その名称は。

問題 65

平成 21 年（2009）に立山山麓エリアが北陸初の「森林○○基地」に認定された。○に入る言葉を書け。

問題 66

射水市新湊博物館には石黒信由【のぶよし】とその子孫の著書や蔵書を集めた「○○文庫」が収蔵されている。

○に入る漢字を書け。

問題 67

立山カルデラの自然とそこで続けられている砂防事業をテーマにした屋内展示や、野外体験学習を展開す

る文化施設の名称は。

問題 68

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。

問題 69

富山市ファミリーパークの、タヌキをモチーフにしたマスコットキャラクターの名前を書け。

問題 70

４月に氷見市で行われる、昔の雨ごいにちなんだ祭りの名称は。

問題 71

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。

問題 72

毎年４月、富山市婦中地域にある各願寺で古式ゆかしい行事「ふちゅう○○」が開かれる。○に入る名称は。

問題 73

富山駅前の CiC ビル１階にある、富山の土産物や工芸品を幅広く扱う物産店の名称は。

問題 74

朝日町の名所・ヒスイ海岸に、通年でのにぎわい創出をめざして昨年オープンした観光交流拠点施設は。

問題 75

今年から運行を開始した、あいの風とやま鉄道で初となる観光列車の名称は。

問題 76

高岡古城公園では、濠【ほり】を巡る遊覧船２隻が運航されているが、船名は「利長号」ともう一つは。

問題 77

昭和初期に詩人の西条八十が採譜のため南砺市平地域を訪れたことが世に知られるきっかけになった、日

本最古とされる民謡は。

問題 78

朝日町の護国寺は、庭園に約 30 品種 300 株が咲く「○○寺」の愛称があるが、○に入る花の名前は。

問題 79

滑川沖を周遊する「富山湾岸クルージング」で使用される滑川市の観光遊覧船の名称は。

問題 80

明治 36 年（1903）に来日し、約半世紀にわたり富山の幼児教育の振興に尽くした、カナダ出身の人物の、

日本に帰化後の名前は。

問題 81

富山県の高等教育の発展を願って多額の寄付をし、旧制富山高等学校の創設に貢献したのはだれか。

問題 82

江戸時代、富山西三番町に私塾「臨池居【りんちきょ】」を開いた人物の名前を漢字で書け。

問題 83

松尾芭蕉の門人だった瑞泉寺 11 代住職・浪化が、師の遺髪を納めたとされる浄蓮寺境内の〇〇庵には、翁

塚のほか茅葺きの芭蕉堂もある。〇に入る漢字を書け。

問題 84

富山県初の児童文学作品とされる『越中お伽噺【とぎばなし】』や『越中昔噺』を刊行した、富山市出身の

童話作家の名前を漢字で書け。

問題 85

東京都出身で、青春時代を富山で過ごし、代表作にテレビドラマ「寺内貫太郎一家」「時間ですよ」などが

ある作家・演出家は。

問題 86

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。

問題 87

高岡市出身の音楽教育家で、童謡「夕日」を作曲した人物名を漢字で書け。

問題 88

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走イベントの名称は。

問題 89

小学生時代の１年８カ月を富山市で過ごし、通っていた学校跡地の富山城址公園近くに少年像が建つ、「花」

「荒城の月」などで知られる明治時代の作曲家は。

問題 90

太平洋戦争末期に八尾町（現・富山市八尾地域）に疎開し、富山大空襲の被害や、「おわら風の盆」の中止

などを記したはがきが今年新たに見つかった歌人は。

問題 91

昨年公開された木村大作監督の映画で、「劔岳 点の記」「春を背負って」に続いて富山県内各地でロケが行

われた作品名は。

問題 92

今年の大相撲夏場所で朝乃山が初優勝し、富山県出身力士の優勝では第22代横綱○○以来103年ぶりとなっ

たが、○に入る力士名は。

問題 93

今年５月、立山ガイドの佐伯知彦さんが富山県人では初めて登頂に成功した世界最高峰の山は。

問題 94

昭和 33 年（1958）、富山国体の開催を機に建設された、県営富山球場などがある「富山県○○公園」は、

昨年 60 周年を迎えたが、○に入る語句は。

問題 95

朝日町で、60 歳以上を対象とした「翡翠カップ全国大会」が開かれる、同町で誕生したスポーツは。

問題 96

富山県内で、生産年齢人口（15～64 歳）の割合が 62.0％（平成 29 年統計）と最も高い市町村はどこか。

問題 97

急病や交通・山岳事故、災害時に活用される救急医療システムで、「空飛ぶ救命室」とも呼ばれるのは。

問題 98

上市町にある地名「さっか」を漢字で書け。

問題 99

木曽義仲の部下が矢試しをした由緒から「一羽【ひとはね】」と呼ばれるようになったと伝承される、氷見

市の地名「ひとはね」を漢字で書け。

問題 100

「機転が利く」「すばしこい」「ずる賢い」「痛がゆい」など、さまざまな意味を持つ富山弁は。



問題１

○○堰堤砂防施設は、現在は本宮堰堤、泥谷堰堤を加えて「常願寺川砂防施設」の名称で国の重要文化財に

指定されている。○に入る漢字を書け。

問題２

富山・石川・福井・岐阜県にかけて分布し、恐竜化石を多く産出する「○○層群」。○に入る漢字を書け。

問題３

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「魚津埋没林」と何か。

問題４

富山県内から富山市八尾町三乗【みのり】地区と氷見市長坂地区が選ばれている「日本の○○百選」の、○

に入る語句は。

問題５

大正 12 年（1923）に、富山県内唯一のオニバス自生地として国の天然記念物に指定された場所は氷見市の

どこか。

問題６

片貝川上流部に生育するタテヤマスギは、太い幹に空洞があることから何と呼ぶか漢字で書け。

問題７

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。

問題８

富山湾の水深 300ｍより下にある海水で、ミネラル分をバランスよく含むことから、魚の養殖や、食品、医

薬品づくりなどに活用されているのは。

問題９

弥陀ケ原に点在する、「餓鬼の田んぼ」と呼ばれる水たまりを漢字で書け。

問題 10

屋根付きの東橋、ステンドグラスで飾られた神楽橋などのユニークな橋が架かり、周辺には「川の駅」も整

備されている射水市の河川の名称を漢字で書け。

問題 11

「無花粉の○○を植ゑにけり患ふ人のなきを願ひて」は、平成 29 年（2017）に魚津市で開かれた全国植樹

祭で富山県が開発した無花粉杉を植えられたことを詠んだ御製【ぎょせい】だが、○に入る語句をひらがな

で書け。

問題 12

朝日町にある国の天然記念物で、イノデ－タブ群落とヤブコウジ－スダジイ群落の２つの暖温帯の群落が明

瞭に分かれている、日本海側では特異な生育地となっているのは。

問題 13

明治期に富山県の治水土木事業の最高責任者として招かれた熊本県出身の土木技師で、近年の研究で常願寺

川を「川というより滝」と表現した人物かといわれているのは。

問題 14

富山県では、昭和 41 年（1966）から冬に○○周辺に登る人に詳細な登山届（登山計画書）の提出を条例で

義務付けているが、○に入る山名は。

問題 15

今年、魚津埋没林博物館では○○の発生メカニズムを研究するために初めて小型無人機ドローンを使って海

上観測を行ったが、○に入る語句は。

問題 16

南砺市城端小学校は、絶滅が危ぶまれている生き物を育て、毎年、東海北陸自動車道の城端 SA（サービス

エリア）の緑地に放しているが、その生き物とは。

問題 17

「越中」が初めて記されたとされる歴史書名を漢字で書け。

問題 18

源平盛衰記によれば、倶利伽羅合戦で木曽義仲が何という戦法を用いて勝利したと記されているか。

問題 19

松倉城、守山城とならぶ「越中三大山城」で、平成 21 年（2009）に国指定史跡となり、平成 29 年（2017）には「続

日本 100 名城」に選定された。その城の名前を漢字で書け。

問題 20

住宅が国の重要文化財に指定されている富山市の「浮田家」が、加賀藩時代に任じられていた役は。

問題 21

富山藩６代藩主・前田利與【としとも】が人材育成や士風振興を目的に設置した藩校を何というか、漢字

で書け。

問題 22

高岡開町の祖・前田利長をしのび、金属文化の発展を願う「御印祭」で踊りとともに奉納される鋳物作業

歌を漢字で書け。

問題 23

南砺市の瑞泉寺の前から続く、木彫りの工房が立ち並ぶ道の名前は。

問題 24

新川郡入膳村（現・入善町）出身で、明治時代、石川県から越中国を独立させるため、「越中改進党」をつ

くって運動した人物は。

問題 25

砺波郡福光町（現・南砺市）出身で、厚生大臣や文部大臣、農林大臣を務め、晩年は日中国交回復にも尽

力した政治家の名前は。

問題 26

大正時代に射水郡長として着任し、今年 100 周年を迎えた小杉高校の前身、射水郡立農業公民学校の創設

や射水平野の乾田化事業などに尽力し、戦後は東大総長も務めた人物は。

問題 27

射水郡仏生寺村（現・氷見市）出身で、昭和７年（1932）に富山県人初の大臣として逓信大臣に就いた、

今年生誕 150 年となる人物は。

問題 28

庄川の洪水を治める堤防の根固めとして、江戸時代に数百本の松で築かれた跡が残る砺波市庄川地域の「ま

つがいけ」（「まつかわよけ」）を漢字で書け。

問題 29

戦時下最大の言論弾圧事件「○○・横浜事件」で逮捕された富山県出身の政治学者・細川嘉六が記した新資

料が今年発表されたが、○に入る地名は。

問題 30

氷見市出身の実業家○○の顕彰と、その縁を通じた地域活性化に取り組んできた「九転十起交流会」が今年

解散した。今後個人レベルで活動を続けるという。○に入る人名は。

問題 31

射水市の下村加茂神社に伝わる富山県無形民俗文化財「やんさんま祭り」は、京都市の下鴨神社の葵祭の影

響を受けた「流鏑馬式」と「○○」を融合した祭りとされるが、○に入る語句は。

問題 32

大伴家持が越中国守として着任したころからすでに港として利用されていた歴史があり、明治時代に開港場

に指定されて今年で開港 120 周年を迎えた港は。

問題 33

水稲や小麦の品種改良に従事し、世界的な食糧不足を解決する「緑の革命」の功労者と呼ばれたのはだれか。

問題 34

富山県森林研究所が増産を進めている、無花粉の性質と木材としての優れた品質を併せ持つ優良無花粉スギ

の名称は。

問題 35

かつて一大産地だった魚津市西布施地区の農家有志と、富山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 36

保水性の高い粘土質の土壌に改良するため、昭和 26 年（1951）に黒部川流域で始まった周辺台地の赤土を

水と混合して水田に引き入れる工法を漢字で書け。

問題 37

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

ランド名称は。

問題 38

魚のすり身と昆布を使った味わいが人気の、学校給食にも採用されている高岡市のまちおこしグルメ「高

岡流お好み焼き○○」の○に入る語句は。

問題 39

「○○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だが、○

に入る言葉は。

問題 40

富山県は、冬の寒さで甘くなる野菜を期間限定の「とやまの○○野菜」としてPRしているが、○に入る語句は。

問題 41

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

前は。

問題 42

富山藩２代藩主・前田正甫が売薬商人に全国を行商させて、富山のくすりが発展する基礎となった漢方薬

の名を漢字で書け。

問題 43

国の伝統的工芸品に指定され、砺波市の特産品「となみブランド」にも認定されている「しょうがわひき

ものきじ」を漢字で書け。

問題 44

ミネラル豊富な温泉水を使って地元農家が栽培する「○○おんせん野菜」の特産化を進めている、○に入る

地名は。

問題 45

富山市が特産化を進め、６次産業化にも取り組む農産品は。

問題 46

富山市民プラザが、昨年から同プラザの屋上で富山商業高校などと連携して◯◯を採取し、商品化している。

◯に入る語句は。

問題 47

富山湾で獲れるマイワシの中でも、「○○鰯」は広辞苑にも載る全国ブランドだが、○に入る地名は。

問題 48

欅平【けやきだいら】からの約 18 キロメートルの物資輸送路「関西電力◯◯ルート」が令和６年（2024）

から一般開放されることが決まっているが、◯に入る語句は。

問題 49

安土桃山時代から一子相伝で技法を継承する○○の 16 代「小原治五右衛門」を小原好喬氏が受け継いだが、

城端曳山祭ともかかわりが深い○に入る伝統技法は。

問題 50

「ほんこはん」とも呼ばれる報恩講は、だれの命日（忌日）にちなんだ仏事か。

問題 51

平成 20 年（2008）から、ごみ減量などを目的として、富山県が全国に先駆けてスーパーなどでの○○削減

運動に取り組んでいる。○に入る言葉を書け。

問題 52

新元号「令和」の考案者とされる国文学者・中西進氏が、館長を務める富山県内の施設名は。

問題 53

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

（1943）に設立された。その母体となった会社名は。

問題 54

富山ライトレールは、JR 西日本の何という鉄道路線を路面電車化したものか。

問題 55

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

○に入る語句は。

問題 56

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たりもする「○○のは

ね橋」の、○に入る漢字を書け。

問題 57

富山ライトレール「ポートラム」、富山市の市内電車環状線「セントラム」、高岡市と射水市を結ぶ万葉線「ア

イトラム」。これらの愛称に共通するトラムの意味は。

問題 58

平成 27 年（2015）、富山市の惣万佳代子さんが、看護活動の功績をたたえる世界最高の記章「フローレンス・

ナイチンゲール記章」を受けたが、その受章理由となった福祉サービスの名称は。

問題 59

特定分野の看護で優れた技術や知識を持つ「○○」について、昨年、富山県が人口 10 万人当たりの数で初

めて全国１位になったが、○に入る語句は。

問題 60

医師による早期の応急処置での救命率アップや後遺症の軽減をめざして、今年度、南砺市民病院が富山県

内で初めて導入するシステムは。

問題 61

今年、○○がないドーナツ形の環状交差点（ラウンドアバウト）が、富山県内で初めて上市町にできたが、

○に入る語句は。

問題 62

国連の「持続可能な開発目標（SDGs）」の達成に向けて、県内で国から「SDGs 未来都市」に選定されたのは、

富山県、富山市、○○市の３自治体となった。○に入る名称は。

問題 63

今年、富山県警ヘリ「○○」の生存者救助実績が 700 人に達したとして、同機を製造したイタリア・レオ

ナルド社から記念プレートが贈られたが、○に入る語句は。

問題 64

富山県では「14 歳の挑戦」に続き、今年度から新たな年代のインターンシップ（就業体験）のプログラム

を充実させているが、その名称は。

問題 65

平成 21 年（2009）に立山山麓エリアが北陸初の「森林○○基地」に認定された。○に入る言葉を書け。

問題 66

射水市新湊博物館には石黒信由【のぶよし】とその子孫の著書や蔵書を集めた「○○文庫」が収蔵されている。

○に入る漢字を書け。

問題 67

立山カルデラの自然とそこで続けられている砂防事業をテーマにした屋内展示や、野外体験学習を展開す

る文化施設の名称は。

問題 68

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。

問題 69

富山市ファミリーパークの、タヌキをモチーフにしたマスコットキャラクターの名前を書け。

問題 70

４月に氷見市で行われる、昔の雨ごいにちなんだ祭りの名称は。

問題 71

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。

問題 72

毎年４月、富山市婦中地域にある各願寺で古式ゆかしい行事「ふちゅう○○」が開かれる。○に入る名称は。

問題 73

富山駅前の CiC ビル１階にある、富山の土産物や工芸品を幅広く扱う物産店の名称は。

問題 74

朝日町の名所・ヒスイ海岸に、通年でのにぎわい創出をめざして昨年オープンした観光交流拠点施設は。

問題 75

今年から運行を開始した、あいの風とやま鉄道で初となる観光列車の名称は。

問題 76

高岡古城公園では、濠【ほり】を巡る遊覧船２隻が運航されているが、船名は「利長号」ともう一つは。

問題 77

昭和初期に詩人の西条八十が採譜のため南砺市平地域を訪れたことが世に知られるきっかけになった、日

本最古とされる民謡は。

問題 78

朝日町の護国寺は、庭園に約 30 品種 300 株が咲く「○○寺」の愛称があるが、○に入る花の名前は。

問題 79

滑川沖を周遊する「富山湾岸クルージング」で使用される滑川市の観光遊覧船の名称は。

問題 80

明治 36 年（1903）に来日し、約半世紀にわたり富山の幼児教育の振興に尽くした、カナダ出身の人物の、

日本に帰化後の名前は。

問題 81

富山県の高等教育の発展を願って多額の寄付をし、旧制富山高等学校の創設に貢献したのはだれか。

問題 82

江戸時代、富山西三番町に私塾「臨池居【りんちきょ】」を開いた人物の名前を漢字で書け。

問題 83

松尾芭蕉の門人だった瑞泉寺 11 代住職・浪化が、師の遺髪を納めたとされる浄蓮寺境内の〇〇庵には、翁

塚のほか茅葺きの芭蕉堂もある。〇に入る漢字を書け。

問題 84

富山県初の児童文学作品とされる『越中お伽噺【とぎばなし】』や『越中昔噺』を刊行した、富山市出身の

童話作家の名前を漢字で書け。

問題 85

東京都出身で、青春時代を富山で過ごし、代表作にテレビドラマ「寺内貫太郎一家」「時間ですよ」などが

ある作家・演出家は。

問題 86

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。

問題 87

高岡市出身の音楽教育家で、童謡「夕日」を作曲した人物名を漢字で書け。

問題 88

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走イベントの名称は。

問題 89

小学生時代の１年８カ月を富山市で過ごし、通っていた学校跡地の富山城址公園近くに少年像が建つ、「花」

「荒城の月」などで知られる明治時代の作曲家は。

問題 90

太平洋戦争末期に八尾町（現・富山市八尾地域）に疎開し、富山大空襲の被害や、「おわら風の盆」の中止

などを記したはがきが今年新たに見つかった歌人は。

問題 91

昨年公開された木村大作監督の映画で、「劔岳 点の記」「春を背負って」に続いて富山県内各地でロケが行

われた作品名は。

問題 92

今年の大相撲夏場所で朝乃山が初優勝し、富山県出身力士の優勝では第22代横綱○○以来103年ぶりとなっ

たが、○に入る力士名は。

問題 93

今年５月、立山ガイドの佐伯知彦さんが富山県人では初めて登頂に成功した世界最高峰の山は。

問題 94

昭和 33 年（1958）、富山国体の開催を機に建設された、県営富山球場などがある「富山県○○公園」は、

昨年 60 周年を迎えたが、○に入る語句は。

問題 95

朝日町で、60 歳以上を対象とした「翡翠カップ全国大会」が開かれる、同町で誕生したスポーツは。

問題 96

富山県内で、生産年齢人口（15～64 歳）の割合が 62.0％（平成 29 年統計）と最も高い市町村はどこか。

問題 97

急病や交通・山岳事故、災害時に活用される救急医療システムで、「空飛ぶ救命室」とも呼ばれるのは。

問題 98

上市町にある地名「さっか」を漢字で書け。

問題 99

木曽義仲の部下が矢試しをした由緒から「一羽【ひとはね】」と呼ばれるようになったと伝承される、氷見

市の地名「ひとはね」を漢字で書け。

問題 100

「機転が利く」「すばしこい」「ずる賢い」「痛がゆい」など、さまざまな意味を持つ富山弁は。



問題１

○○堰堤砂防施設は、現在は本宮堰堤、泥谷堰堤を加えて「常願寺川砂防施設」の名称で国の重要文化財に

指定されている。○に入る漢字を書け。

問題２

富山・石川・福井・岐阜県にかけて分布し、恐竜化石を多く産出する「○○層群」。○に入る漢字を書け。

問題３

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「魚津埋没林」と何か。

問題４

富山県内から富山市八尾町三乗【みのり】地区と氷見市長坂地区が選ばれている「日本の○○百選」の、○

に入る語句は。

問題５

大正 12 年（1923）に、富山県内唯一のオニバス自生地として国の天然記念物に指定された場所は氷見市の

どこか。

問題６

片貝川上流部に生育するタテヤマスギは、太い幹に空洞があることから何と呼ぶか漢字で書け。

問題７

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。

問題８

富山湾の水深 300ｍより下にある海水で、ミネラル分をバランスよく含むことから、魚の養殖や、食品、医

薬品づくりなどに活用されているのは。

問題９

弥陀ケ原に点在する、「餓鬼の田んぼ」と呼ばれる水たまりを漢字で書け。

問題 10

屋根付きの東橋、ステンドグラスで飾られた神楽橋などのユニークな橋が架かり、周辺には「川の駅」も整

備されている射水市の河川の名称を漢字で書け。

問題 11

「無花粉の○○を植ゑにけり患ふ人のなきを願ひて」は、平成 29 年（2017）に魚津市で開かれた全国植樹

祭で富山県が開発した無花粉杉を植えられたことを詠んだ御製【ぎょせい】だが、○に入る語句をひらがな

で書け。

問題 12

朝日町にある国の天然記念物で、イノデ－タブ群落とヤブコウジ－スダジイ群落の２つの暖温帯の群落が明

瞭に分かれている、日本海側では特異な生育地となっているのは。

問題 13

明治期に富山県の治水土木事業の最高責任者として招かれた熊本県出身の土木技師で、近年の研究で常願寺

川を「川というより滝」と表現した人物かといわれているのは。

問題 14

富山県では、昭和 41 年（1966）から冬に○○周辺に登る人に詳細な登山届（登山計画書）の提出を条例で

義務付けているが、○に入る山名は。

問題 15

今年、魚津埋没林博物館では○○の発生メカニズムを研究するために初めて小型無人機ドローンを使って海

上観測を行ったが、○に入る語句は。

問題 16

南砺市城端小学校は、絶滅が危ぶまれている生き物を育て、毎年、東海北陸自動車道の城端 SA（サービス

エリア）の緑地に放しているが、その生き物とは。

問題 17

「越中」が初めて記されたとされる歴史書名を漢字で書け。

問題 18

源平盛衰記によれば、倶利伽羅合戦で木曽義仲が何という戦法を用いて勝利したと記されているか。

問題 19

松倉城、守山城とならぶ「越中三大山城」で、平成 21 年（2009）に国指定史跡となり、平成 29 年（2017）には「続

日本 100 名城」に選定された。その城の名前を漢字で書け。

問題 20

住宅が国の重要文化財に指定されている富山市の「浮田家」が、加賀藩時代に任じられていた役は。

問題 21

富山藩６代藩主・前田利與【としとも】が人材育成や士風振興を目的に設置した藩校を何というか、漢字

で書け。

問題 22

高岡開町の祖・前田利長をしのび、金属文化の発展を願う「御印祭」で踊りとともに奉納される鋳物作業

歌を漢字で書け。

問題 23

南砺市の瑞泉寺の前から続く、木彫りの工房が立ち並ぶ道の名前は。

問題 24

新川郡入膳村（現・入善町）出身で、明治時代、石川県から越中国を独立させるため、「越中改進党」をつ

くって運動した人物は。

問題 25

砺波郡福光町（現・南砺市）出身で、厚生大臣や文部大臣、農林大臣を務め、晩年は日中国交回復にも尽

力した政治家の名前は。

問題 26

大正時代に射水郡長として着任し、今年 100 周年を迎えた小杉高校の前身、射水郡立農業公民学校の創設

や射水平野の乾田化事業などに尽力し、戦後は東大総長も務めた人物は。

問題 27

射水郡仏生寺村（現・氷見市）出身で、昭和７年（1932）に富山県人初の大臣として逓信大臣に就いた、

今年生誕 150 年となる人物は。

問題 28

庄川の洪水を治める堤防の根固めとして、江戸時代に数百本の松で築かれた跡が残る砺波市庄川地域の「ま

つがいけ」（「まつかわよけ」）を漢字で書け。

問題 29

戦時下最大の言論弾圧事件「○○・横浜事件」で逮捕された富山県出身の政治学者・細川嘉六が記した新資

料が今年発表されたが、○に入る地名は。

問題 30

氷見市出身の実業家○○の顕彰と、その縁を通じた地域活性化に取り組んできた「九転十起交流会」が今年

解散した。今後個人レベルで活動を続けるという。○に入る人名は。

問題 31

射水市の下村加茂神社に伝わる富山県無形民俗文化財「やんさんま祭り」は、京都市の下鴨神社の葵祭の影

響を受けた「流鏑馬式」と「○○」を融合した祭りとされるが、○に入る語句は。

問題 32

大伴家持が越中国守として着任したころからすでに港として利用されていた歴史があり、明治時代に開港場

に指定されて今年で開港 120 周年を迎えた港は。

問題 33

水稲や小麦の品種改良に従事し、世界的な食糧不足を解決する「緑の革命」の功労者と呼ばれたのはだれか。

問題 34

富山県森林研究所が増産を進めている、無花粉の性質と木材としての優れた品質を併せ持つ優良無花粉スギ

の名称は。

問題 35

かつて一大産地だった魚津市西布施地区の農家有志と、富山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 36

保水性の高い粘土質の土壌に改良するため、昭和 26 年（1951）に黒部川流域で始まった周辺台地の赤土を

水と混合して水田に引き入れる工法を漢字で書け。

問題 37

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

ランド名称は。

問題 38

魚のすり身と昆布を使った味わいが人気の、学校給食にも採用されている高岡市のまちおこしグルメ「高

岡流お好み焼き○○」の○に入る語句は。

問題 39

「○○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だが、○

に入る言葉は。

問題 40

富山県は、冬の寒さで甘くなる野菜を期間限定の「とやまの○○野菜」としてPRしているが、○に入る語句は。

問題 41

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

前は。

問題 42

富山藩２代藩主・前田正甫が売薬商人に全国を行商させて、富山のくすりが発展する基礎となった漢方薬

の名を漢字で書け。

問題 43

国の伝統的工芸品に指定され、砺波市の特産品「となみブランド」にも認定されている「しょうがわひき

ものきじ」を漢字で書け。

問題 44

ミネラル豊富な温泉水を使って地元農家が栽培する「○○おんせん野菜」の特産化を進めている、○に入る

地名は。

問題 45

富山市が特産化を進め、６次産業化にも取り組む農産品は。

問題 46

富山市民プラザが、昨年から同プラザの屋上で富山商業高校などと連携して◯◯を採取し、商品化している。

◯に入る語句は。

問題 47

富山湾で獲れるマイワシの中でも、「○○鰯」は広辞苑にも載る全国ブランドだが、○に入る地名は。

問題 48

欅平【けやきだいら】からの約 18 キロメートルの物資輸送路「関西電力◯◯ルート」が令和６年（2024）

から一般開放されることが決まっているが、◯に入る語句は。

問題 49

安土桃山時代から一子相伝で技法を継承する○○の 16 代「小原治五右衛門」を小原好喬氏が受け継いだが、

城端曳山祭ともかかわりが深い○に入る伝統技法は。

問題 50

「ほんこはん」とも呼ばれる報恩講は、だれの命日（忌日）にちなんだ仏事か。

問題 51

平成 20 年（2008）から、ごみ減量などを目的として、富山県が全国に先駆けてスーパーなどでの○○削減

運動に取り組んでいる。○に入る言葉を書け。

問題 52

新元号「令和」の考案者とされる国文学者・中西進氏が、館長を務める富山県内の施設名は。

問題 53

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

（1943）に設立された。その母体となった会社名は。

問題 54

富山ライトレールは、JR 西日本の何という鉄道路線を路面電車化したものか。

問題 55

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

○に入る語句は。

問題 56

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たりもする「○○のは

ね橋」の、○に入る漢字を書け。

問題 57

富山ライトレール「ポートラム」、富山市の市内電車環状線「セントラム」、高岡市と射水市を結ぶ万葉線「ア

イトラム」。これらの愛称に共通するトラムの意味は。

問題 58

平成 27 年（2015）、富山市の惣万佳代子さんが、看護活動の功績をたたえる世界最高の記章「フローレンス・

ナイチンゲール記章」を受けたが、その受章理由となった福祉サービスの名称は。

問題 59

特定分野の看護で優れた技術や知識を持つ「○○」について、昨年、富山県が人口 10 万人当たりの数で初

めて全国１位になったが、○に入る語句は。

問題 60

医師による早期の応急処置での救命率アップや後遺症の軽減をめざして、今年度、南砺市民病院が富山県

内で初めて導入するシステムは。

問題 61

今年、○○がないドーナツ形の環状交差点（ラウンドアバウト）が、富山県内で初めて上市町にできたが、

○に入る語句は。

問題 62

国連の「持続可能な開発目標（SDGs）」の達成に向けて、県内で国から「SDGs 未来都市」に選定されたのは、

富山県、富山市、○○市の３自治体となった。○に入る名称は。

問題 63

今年、富山県警ヘリ「○○」の生存者救助実績が 700 人に達したとして、同機を製造したイタリア・レオ

ナルド社から記念プレートが贈られたが、○に入る語句は。

問題 64

富山県では「14 歳の挑戦」に続き、今年度から新たな年代のインターンシップ（就業体験）のプログラム

を充実させているが、その名称は。

問題 65

平成 21 年（2009）に立山山麓エリアが北陸初の「森林○○基地」に認定された。○に入る言葉を書け。

問題 66

射水市新湊博物館には石黒信由【のぶよし】とその子孫の著書や蔵書を集めた「○○文庫」が収蔵されている。

○に入る漢字を書け。

問題 67

立山カルデラの自然とそこで続けられている砂防事業をテーマにした屋内展示や、野外体験学習を展開す

る文化施設の名称は。

問題 68

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。

問題 69

富山市ファミリーパークの、タヌキをモチーフにしたマスコットキャラクターの名前を書け。

問題 70

４月に氷見市で行われる、昔の雨ごいにちなんだ祭りの名称は。

問題 71

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。

問題 72

毎年４月、富山市婦中地域にある各願寺で古式ゆかしい行事「ふちゅう○○」が開かれる。○に入る名称は。

問題 73

富山駅前の CiC ビル１階にある、富山の土産物や工芸品を幅広く扱う物産店の名称は。

問題 74

朝日町の名所・ヒスイ海岸に、通年でのにぎわい創出をめざして昨年オープンした観光交流拠点施設は。

問題 75

今年から運行を開始した、あいの風とやま鉄道で初となる観光列車の名称は。

問題 76

高岡古城公園では、濠【ほり】を巡る遊覧船２隻が運航されているが、船名は「利長号」ともう一つは。

問題 77

昭和初期に詩人の西条八十が採譜のため南砺市平地域を訪れたことが世に知られるきっかけになった、日

本最古とされる民謡は。

問題 78

朝日町の護国寺は、庭園に約 30 品種 300 株が咲く「○○寺」の愛称があるが、○に入る花の名前は。

問題 79

滑川沖を周遊する「富山湾岸クルージング」で使用される滑川市の観光遊覧船の名称は。

問題 80

明治 36 年（1903）に来日し、約半世紀にわたり富山の幼児教育の振興に尽くした、カナダ出身の人物の、

日本に帰化後の名前は。

問題 81

富山県の高等教育の発展を願って多額の寄付をし、旧制富山高等学校の創設に貢献したのはだれか。

問題 82

江戸時代、富山西三番町に私塾「臨池居【りんちきょ】」を開いた人物の名前を漢字で書け。

問題 83

松尾芭蕉の門人だった瑞泉寺 11 代住職・浪化が、師の遺髪を納めたとされる浄蓮寺境内の〇〇庵には、翁

塚のほか茅葺きの芭蕉堂もある。〇に入る漢字を書け。

問題 84

富山県初の児童文学作品とされる『越中お伽噺【とぎばなし】』や『越中昔噺』を刊行した、富山市出身の

童話作家の名前を漢字で書け。

問題 85

東京都出身で、青春時代を富山で過ごし、代表作にテレビドラマ「寺内貫太郎一家」「時間ですよ」などが

ある作家・演出家は。

問題 86

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。

問題 87

高岡市出身の音楽教育家で、童謡「夕日」を作曲した人物名を漢字で書け。

問題 88

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走イベントの名称は。

問題 89

小学生時代の１年８カ月を富山市で過ごし、通っていた学校跡地の富山城址公園近くに少年像が建つ、「花」

「荒城の月」などで知られる明治時代の作曲家は。

問題 90

太平洋戦争末期に八尾町（現・富山市八尾地域）に疎開し、富山大空襲の被害や、「おわら風の盆」の中止

などを記したはがきが今年新たに見つかった歌人は。

問題 91

昨年公開された木村大作監督の映画で、「劔岳 点の記」「春を背負って」に続いて富山県内各地でロケが行

われた作品名は。

問題 92

今年の大相撲夏場所で朝乃山が初優勝し、富山県出身力士の優勝では第22代横綱○○以来103年ぶりとなっ

たが、○に入る力士名は。

問題 93

今年５月、立山ガイドの佐伯知彦さんが富山県人では初めて登頂に成功した世界最高峰の山は。

問題 94

昭和 33 年（1958）、富山国体の開催を機に建設された、県営富山球場などがある「富山県○○公園」は、

昨年 60 周年を迎えたが、○に入る語句は。

問題 95

朝日町で、60 歳以上を対象とした「翡翠カップ全国大会」が開かれる、同町で誕生したスポーツは。

問題 96

富山県内で、生産年齢人口（15～64 歳）の割合が 62.0％（平成 29 年統計）と最も高い市町村はどこか。

問題 97

急病や交通・山岳事故、災害時に活用される救急医療システムで、「空飛ぶ救命室」とも呼ばれるのは。

問題 98

上市町にある地名「さっか」を漢字で書け。

問題 99

木曽義仲の部下が矢試しをした由緒から「一羽【ひとはね】」と呼ばれるようになったと伝承される、氷見

市の地名「ひとはね」を漢字で書け。

問題 100

「機転が利く」「すばしこい」「ずる賢い」「痛がゆい」など、さまざまな意味を持つ富山弁は。



問題１

○○堰堤砂防施設は、現在は本宮堰堤、泥谷堰堤を加えて「常願寺川砂防施設」の名称で国の重要文化財に

指定されている。○に入る漢字を書け。

問題２

富山・石川・福井・岐阜県にかけて分布し、恐竜化石を多く産出する「○○層群」。○に入る漢字を書け。

問題３

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「魚津埋没林」と何か。

問題４

富山県内から富山市八尾町三乗【みのり】地区と氷見市長坂地区が選ばれている「日本の○○百選」の、○

に入る語句は。

問題５

大正 12 年（1923）に、富山県内唯一のオニバス自生地として国の天然記念物に指定された場所は氷見市の

どこか。

問題６

片貝川上流部に生育するタテヤマスギは、太い幹に空洞があることから何と呼ぶか漢字で書け。

問題７

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。

問題８

富山湾の水深 300ｍより下にある海水で、ミネラル分をバランスよく含むことから、魚の養殖や、食品、医

薬品づくりなどに活用されているのは。

問題９

弥陀ケ原に点在する、「餓鬼の田んぼ」と呼ばれる水たまりを漢字で書け。

問題 10

屋根付きの東橋、ステンドグラスで飾られた神楽橋などのユニークな橋が架かり、周辺には「川の駅」も整

備されている射水市の河川の名称を漢字で書け。

問題 11

「無花粉の○○を植ゑにけり患ふ人のなきを願ひて」は、平成 29 年（2017）に魚津市で開かれた全国植樹

祭で富山県が開発した無花粉杉を植えられたことを詠んだ御製【ぎょせい】だが、○に入る語句をひらがな

で書け。

問題 12

朝日町にある国の天然記念物で、イノデ－タブ群落とヤブコウジ－スダジイ群落の２つの暖温帯の群落が明

瞭に分かれている、日本海側では特異な生育地となっているのは。

問題 13

明治期に富山県の治水土木事業の最高責任者として招かれた熊本県出身の土木技師で、近年の研究で常願寺

川を「川というより滝」と表現した人物かといわれているのは。

問題 14

富山県では、昭和 41 年（1966）から冬に○○周辺に登る人に詳細な登山届（登山計画書）の提出を条例で

義務付けているが、○に入る山名は。

問題 15

今年、魚津埋没林博物館では○○の発生メカニズムを研究するために初めて小型無人機ドローンを使って海

上観測を行ったが、○に入る語句は。

問題 16

南砺市城端小学校は、絶滅が危ぶまれている生き物を育て、毎年、東海北陸自動車道の城端 SA（サービス

エリア）の緑地に放しているが、その生き物とは。

問題 17

「越中」が初めて記されたとされる歴史書名を漢字で書け。

問題 18

源平盛衰記によれば、倶利伽羅合戦で木曽義仲が何という戦法を用いて勝利したと記されているか。

問題 19

松倉城、守山城とならぶ「越中三大山城」で、平成 21 年（2009）に国指定史跡となり、平成 29 年（2017）には「続

日本 100 名城」に選定された。その城の名前を漢字で書け。

問題 20

住宅が国の重要文化財に指定されている富山市の「浮田家」が、加賀藩時代に任じられていた役は。

問題 21

富山藩６代藩主・前田利與【としとも】が人材育成や士風振興を目的に設置した藩校を何というか、漢字

で書け。

問題 22

高岡開町の祖・前田利長をしのび、金属文化の発展を願う「御印祭」で踊りとともに奉納される鋳物作業

歌を漢字で書け。

問題 23

南砺市の瑞泉寺の前から続く、木彫りの工房が立ち並ぶ道の名前は。

問題 24

新川郡入膳村（現・入善町）出身で、明治時代、石川県から越中国を独立させるため、「越中改進党」をつ

くって運動した人物は。

問題 25

砺波郡福光町（現・南砺市）出身で、厚生大臣や文部大臣、農林大臣を務め、晩年は日中国交回復にも尽

力した政治家の名前は。

問題 26

大正時代に射水郡長として着任し、今年 100 周年を迎えた小杉高校の前身、射水郡立農業公民学校の創設

や射水平野の乾田化事業などに尽力し、戦後は東大総長も務めた人物は。

問題 27

射水郡仏生寺村（現・氷見市）出身で、昭和７年（1932）に富山県人初の大臣として逓信大臣に就いた、

今年生誕 150 年となる人物は。

問題 28

庄川の洪水を治める堤防の根固めとして、江戸時代に数百本の松で築かれた跡が残る砺波市庄川地域の「ま

つがいけ」（「まつかわよけ」）を漢字で書け。

問題 29

戦時下最大の言論弾圧事件「○○・横浜事件」で逮捕された富山県出身の政治学者・細川嘉六が記した新資

料が今年発表されたが、○に入る地名は。

問題 30

氷見市出身の実業家○○の顕彰と、その縁を通じた地域活性化に取り組んできた「九転十起交流会」が今年

解散した。今後個人レベルで活動を続けるという。○に入る人名は。

問題 31

射水市の下村加茂神社に伝わる富山県無形民俗文化財「やんさんま祭り」は、京都市の下鴨神社の葵祭の影

響を受けた「流鏑馬式」と「○○」を融合した祭りとされるが、○に入る語句は。

問題 32

大伴家持が越中国守として着任したころからすでに港として利用されていた歴史があり、明治時代に開港場

に指定されて今年で開港 120 周年を迎えた港は。

問題 33

水稲や小麦の品種改良に従事し、世界的な食糧不足を解決する「緑の革命」の功労者と呼ばれたのはだれか。

問題 34

富山県森林研究所が増産を進めている、無花粉の性質と木材としての優れた品質を併せ持つ優良無花粉スギ

の名称は。

問題 35

かつて一大産地だった魚津市西布施地区の農家有志と、富山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 36

保水性の高い粘土質の土壌に改良するため、昭和 26 年（1951）に黒部川流域で始まった周辺台地の赤土を

水と混合して水田に引き入れる工法を漢字で書け。

問題 37

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

ランド名称は。

問題 38

魚のすり身と昆布を使った味わいが人気の、学校給食にも採用されている高岡市のまちおこしグルメ「高

岡流お好み焼き○○」の○に入る語句は。

問題 39

「○○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だが、○

に入る言葉は。

問題 40

富山県は、冬の寒さで甘くなる野菜を期間限定の「とやまの○○野菜」としてPRしているが、○に入る語句は。

問題 41

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

前は。

問題 42

富山藩２代藩主・前田正甫が売薬商人に全国を行商させて、富山のくすりが発展する基礎となった漢方薬

の名を漢字で書け。

問題 43

国の伝統的工芸品に指定され、砺波市の特産品「となみブランド」にも認定されている「しょうがわひき

ものきじ」を漢字で書け。

問題 44

ミネラル豊富な温泉水を使って地元農家が栽培する「○○おんせん野菜」の特産化を進めている、○に入る

地名は。

問題 45

富山市が特産化を進め、６次産業化にも取り組む農産品は。

問題 46

富山市民プラザが、昨年から同プラザの屋上で富山商業高校などと連携して◯◯を採取し、商品化している。

◯に入る語句は。

問題 47

富山湾で獲れるマイワシの中でも、「○○鰯」は広辞苑にも載る全国ブランドだが、○に入る地名は。

問題 48

欅平【けやきだいら】からの約 18 キロメートルの物資輸送路「関西電力◯◯ルート」が令和６年（2024）

から一般開放されることが決まっているが、◯に入る語句は。

問題 49

安土桃山時代から一子相伝で技法を継承する○○の 16 代「小原治五右衛門」を小原好喬氏が受け継いだが、

城端曳山祭ともかかわりが深い○に入る伝統技法は。

問題 50

「ほんこはん」とも呼ばれる報恩講は、だれの命日（忌日）にちなんだ仏事か。

問題 51

平成 20 年（2008）から、ごみ減量などを目的として、富山県が全国に先駆けてスーパーなどでの○○削減

運動に取り組んでいる。○に入る言葉を書け。

問題 52

新元号「令和」の考案者とされる国文学者・中西進氏が、館長を務める富山県内の施設名は。

問題 53

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

（1943）に設立された。その母体となった会社名は。

問題 54

富山ライトレールは、JR 西日本の何という鉄道路線を路面電車化したものか。

問題 55

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

○に入る語句は。

問題 56

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たりもする「○○のは

ね橋」の、○に入る漢字を書け。

問題 57

富山ライトレール「ポートラム」、富山市の市内電車環状線「セントラム」、高岡市と射水市を結ぶ万葉線「ア

イトラム」。これらの愛称に共通するトラムの意味は。

問題 58

平成 27 年（2015）、富山市の惣万佳代子さんが、看護活動の功績をたたえる世界最高の記章「フローレンス・

ナイチンゲール記章」を受けたが、その受章理由となった福祉サービスの名称は。

問題 59

特定分野の看護で優れた技術や知識を持つ「○○」について、昨年、富山県が人口 10 万人当たりの数で初

めて全国１位になったが、○に入る語句は。

問題 60

医師による早期の応急処置での救命率アップや後遺症の軽減をめざして、今年度、南砺市民病院が富山県

内で初めて導入するシステムは。

問題 61

今年、○○がないドーナツ形の環状交差点（ラウンドアバウト）が、富山県内で初めて上市町にできたが、

○に入る語句は。

問題 62

国連の「持続可能な開発目標（SDGs）」の達成に向けて、県内で国から「SDGs 未来都市」に選定されたのは、

富山県、富山市、○○市の３自治体となった。○に入る名称は。

問題 63

今年、富山県警ヘリ「○○」の生存者救助実績が 700 人に達したとして、同機を製造したイタリア・レオ

ナルド社から記念プレートが贈られたが、○に入る語句は。

問題 64

富山県では「14 歳の挑戦」に続き、今年度から新たな年代のインターンシップ（就業体験）のプログラム

を充実させているが、その名称は。

問題 65

平成 21 年（2009）に立山山麓エリアが北陸初の「森林○○基地」に認定された。○に入る言葉を書け。

問題 66

射水市新湊博物館には石黒信由【のぶよし】とその子孫の著書や蔵書を集めた「○○文庫」が収蔵されている。

○に入る漢字を書け。

問題 67

立山カルデラの自然とそこで続けられている砂防事業をテーマにした屋内展示や、野外体験学習を展開す

る文化施設の名称は。

問題 68

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。

問題 69

富山市ファミリーパークの、タヌキをモチーフにしたマスコットキャラクターの名前を書け。

問題 70

４月に氷見市で行われる、昔の雨ごいにちなんだ祭りの名称は。

問題 71

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。

問題 72

毎年４月、富山市婦中地域にある各願寺で古式ゆかしい行事「ふちゅう○○」が開かれる。○に入る名称は。

問題 73

富山駅前の CiC ビル１階にある、富山の土産物や工芸品を幅広く扱う物産店の名称は。

問題 74

朝日町の名所・ヒスイ海岸に、通年でのにぎわい創出をめざして昨年オープンした観光交流拠点施設は。

問題 75

今年から運行を開始した、あいの風とやま鉄道で初となる観光列車の名称は。

問題 76

高岡古城公園では、濠【ほり】を巡る遊覧船２隻が運航されているが、船名は「利長号」ともう一つは。

問題 77

昭和初期に詩人の西条八十が採譜のため南砺市平地域を訪れたことが世に知られるきっかけになった、日

本最古とされる民謡は。

問題 78

朝日町の護国寺は、庭園に約 30 品種 300 株が咲く「○○寺」の愛称があるが、○に入る花の名前は。

問題 79

滑川沖を周遊する「富山湾岸クルージング」で使用される滑川市の観光遊覧船の名称は。

問題 80

明治 36 年（1903）に来日し、約半世紀にわたり富山の幼児教育の振興に尽くした、カナダ出身の人物の、

日本に帰化後の名前は。

問題 81

富山県の高等教育の発展を願って多額の寄付をし、旧制富山高等学校の創設に貢献したのはだれか。

問題 82

江戸時代、富山西三番町に私塾「臨池居【りんちきょ】」を開いた人物の名前を漢字で書け。

問題 83

松尾芭蕉の門人だった瑞泉寺 11 代住職・浪化が、師の遺髪を納めたとされる浄蓮寺境内の〇〇庵には、翁

塚のほか茅葺きの芭蕉堂もある。〇に入る漢字を書け。

問題 84

富山県初の児童文学作品とされる『越中お伽噺【とぎばなし】』や『越中昔噺』を刊行した、富山市出身の

童話作家の名前を漢字で書け。

問題 85

東京都出身で、青春時代を富山で過ごし、代表作にテレビドラマ「寺内貫太郎一家」「時間ですよ」などが

ある作家・演出家は。

問題 86

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。

問題 87

高岡市出身の音楽教育家で、童謡「夕日」を作曲した人物名を漢字で書け。

問題 88

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走イベントの名称は。

問題 89

小学生時代の１年８カ月を富山市で過ごし、通っていた学校跡地の富山城址公園近くに少年像が建つ、「花」

「荒城の月」などで知られる明治時代の作曲家は。

問題 90

太平洋戦争末期に八尾町（現・富山市八尾地域）に疎開し、富山大空襲の被害や、「おわら風の盆」の中止

などを記したはがきが今年新たに見つかった歌人は。

問題 91

昨年公開された木村大作監督の映画で、「劔岳 点の記」「春を背負って」に続いて富山県内各地でロケが行

われた作品名は。

問題 92

今年の大相撲夏場所で朝乃山が初優勝し、富山県出身力士の優勝では第22代横綱○○以来103年ぶりとなっ

たが、○に入る力士名は。

問題 93

今年５月、立山ガイドの佐伯知彦さんが富山県人では初めて登頂に成功した世界最高峰の山は。

問題 94

昭和 33 年（1958）、富山国体の開催を機に建設された、県営富山球場などがある「富山県○○公園」は、

昨年 60 周年を迎えたが、○に入る語句は。

問題 95

朝日町で、60 歳以上を対象とした「翡翠カップ全国大会」が開かれる、同町で誕生したスポーツは。

問題 96

富山県内で、生産年齢人口（15～64 歳）の割合が 62.0％（平成 29 年統計）と最も高い市町村はどこか。

問題 97

急病や交通・山岳事故、災害時に活用される救急医療システムで、「空飛ぶ救命室」とも呼ばれるのは。

問題 98

上市町にある地名「さっか」を漢字で書け。

問題 99

木曽義仲の部下が矢試しをした由緒から「一羽【ひとはね】」と呼ばれるようになったと伝承される、氷見

市の地名「ひとはね」を漢字で書け。

問題 100

「機転が利く」「すばしこい」「ずる賢い」「痛がゆい」など、さまざまな意味を持つ富山弁は。



問題１

○○堰堤砂防施設は、現在は本宮堰堤、泥谷堰堤を加えて「常願寺川砂防施設」の名称で国の重要文化財に

指定されている。○に入る漢字を書け。

問題２

富山・石川・福井・岐阜県にかけて分布し、恐竜化石を多く産出する「○○層群」。○に入る漢字を書け。

問題３

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「魚津埋没林」と何か。

問題４

富山県内から富山市八尾町三乗【みのり】地区と氷見市長坂地区が選ばれている「日本の○○百選」の、○

に入る語句は。

問題５

大正 12 年（1923）に、富山県内唯一のオニバス自生地として国の天然記念物に指定された場所は氷見市の

どこか。

問題６

片貝川上流部に生育するタテヤマスギは、太い幹に空洞があることから何と呼ぶか漢字で書け。

問題７

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。

問題８

富山湾の水深 300ｍより下にある海水で、ミネラル分をバランスよく含むことから、魚の養殖や、食品、医

薬品づくりなどに活用されているのは。

問題９

弥陀ケ原に点在する、「餓鬼の田んぼ」と呼ばれる水たまりを漢字で書け。

問題 10

屋根付きの東橋、ステンドグラスで飾られた神楽橋などのユニークな橋が架かり、周辺には「川の駅」も整

備されている射水市の河川の名称を漢字で書け。

問題 11

「無花粉の○○を植ゑにけり患ふ人のなきを願ひて」は、平成 29 年（2017）に魚津市で開かれた全国植樹

祭で富山県が開発した無花粉杉を植えられたことを詠んだ御製【ぎょせい】だが、○に入る語句をひらがな

で書け。

問題 12

朝日町にある国の天然記念物で、イノデ－タブ群落とヤブコウジ－スダジイ群落の２つの暖温帯の群落が明

瞭に分かれている、日本海側では特異な生育地となっているのは。

問題 13

明治期に富山県の治水土木事業の最高責任者として招かれた熊本県出身の土木技師で、近年の研究で常願寺

川を「川というより滝」と表現した人物かといわれているのは。

問題 14

富山県では、昭和 41 年（1966）から冬に○○周辺に登る人に詳細な登山届（登山計画書）の提出を条例で

義務付けているが、○に入る山名は。

問題 15

今年、魚津埋没林博物館では○○の発生メカニズムを研究するために初めて小型無人機ドローンを使って海

上観測を行ったが、○に入る語句は。

問題 16

南砺市城端小学校は、絶滅が危ぶまれている生き物を育て、毎年、東海北陸自動車道の城端 SA（サービス

エリア）の緑地に放しているが、その生き物とは。

問題 17

「越中」が初めて記されたとされる歴史書名を漢字で書け。

問題 18

源平盛衰記によれば、倶利伽羅合戦で木曽義仲が何という戦法を用いて勝利したと記されているか。

問題 19

松倉城、守山城とならぶ「越中三大山城」で、平成 21 年（2009）に国指定史跡となり、平成 29 年（2017）には「続

日本 100 名城」に選定された。その城の名前を漢字で書け。

問題 20

住宅が国の重要文化財に指定されている富山市の「浮田家」が、加賀藩時代に任じられていた役は。

問題 21

富山藩６代藩主・前田利與【としとも】が人材育成や士風振興を目的に設置した藩校を何というか、漢字

で書け。

問題 22

高岡開町の祖・前田利長をしのび、金属文化の発展を願う「御印祭」で踊りとともに奉納される鋳物作業

歌を漢字で書け。

問題 23

南砺市の瑞泉寺の前から続く、木彫りの工房が立ち並ぶ道の名前は。

問題 24

新川郡入膳村（現・入善町）出身で、明治時代、石川県から越中国を独立させるため、「越中改進党」をつ

くって運動した人物は。

問題 25

砺波郡福光町（現・南砺市）出身で、厚生大臣や文部大臣、農林大臣を務め、晩年は日中国交回復にも尽

力した政治家の名前は。

問題 26

大正時代に射水郡長として着任し、今年 100 周年を迎えた小杉高校の前身、射水郡立農業公民学校の創設

や射水平野の乾田化事業などに尽力し、戦後は東大総長も務めた人物は。

問題 27

射水郡仏生寺村（現・氷見市）出身で、昭和７年（1932）に富山県人初の大臣として逓信大臣に就いた、

今年生誕 150 年となる人物は。

問題 28

庄川の洪水を治める堤防の根固めとして、江戸時代に数百本の松で築かれた跡が残る砺波市庄川地域の「ま

つがいけ」（「まつかわよけ」）を漢字で書け。

問題 29

戦時下最大の言論弾圧事件「○○・横浜事件」で逮捕された富山県出身の政治学者・細川嘉六が記した新資

料が今年発表されたが、○に入る地名は。

問題 30

氷見市出身の実業家○○の顕彰と、その縁を通じた地域活性化に取り組んできた「九転十起交流会」が今年

解散した。今後個人レベルで活動を続けるという。○に入る人名は。

問題 31

射水市の下村加茂神社に伝わる富山県無形民俗文化財「やんさんま祭り」は、京都市の下鴨神社の葵祭の影

響を受けた「流鏑馬式」と「○○」を融合した祭りとされるが、○に入る語句は。

問題 32

大伴家持が越中国守として着任したころからすでに港として利用されていた歴史があり、明治時代に開港場

に指定されて今年で開港 120 周年を迎えた港は。

問題 33

水稲や小麦の品種改良に従事し、世界的な食糧不足を解決する「緑の革命」の功労者と呼ばれたのはだれか。

問題 34

富山県森林研究所が増産を進めている、無花粉の性質と木材としての優れた品質を併せ持つ優良無花粉スギ

の名称は。

問題 35

かつて一大産地だった魚津市西布施地区の農家有志と、富山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 36

保水性の高い粘土質の土壌に改良するため、昭和 26 年（1951）に黒部川流域で始まった周辺台地の赤土を

水と混合して水田に引き入れる工法を漢字で書け。

問題 37

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

ランド名称は。

問題 38

魚のすり身と昆布を使った味わいが人気の、学校給食にも採用されている高岡市のまちおこしグルメ「高

岡流お好み焼き○○」の○に入る語句は。

問題 39

「○○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だが、○

に入る言葉は。

問題 40

富山県は、冬の寒さで甘くなる野菜を期間限定の「とやまの○○野菜」としてPRしているが、○に入る語句は。

問題 41

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

前は。

問題 42

富山藩２代藩主・前田正甫が売薬商人に全国を行商させて、富山のくすりが発展する基礎となった漢方薬

の名を漢字で書け。

問題 43

国の伝統的工芸品に指定され、砺波市の特産品「となみブランド」にも認定されている「しょうがわひき

ものきじ」を漢字で書け。

問題 44

ミネラル豊富な温泉水を使って地元農家が栽培する「○○おんせん野菜」の特産化を進めている、○に入る

地名は。

問題 45

富山市が特産化を進め、６次産業化にも取り組む農産品は。

問題 46

富山市民プラザが、昨年から同プラザの屋上で富山商業高校などと連携して◯◯を採取し、商品化している。

◯に入る語句は。

問題 47

富山湾で獲れるマイワシの中でも、「○○鰯」は広辞苑にも載る全国ブランドだが、○に入る地名は。

問題 48

欅平【けやきだいら】からの約 18 キロメートルの物資輸送路「関西電力◯◯ルート」が令和６年（2024）

から一般開放されることが決まっているが、◯に入る語句は。

問題 49

安土桃山時代から一子相伝で技法を継承する○○の 16 代「小原治五右衛門」を小原好喬氏が受け継いだが、

城端曳山祭ともかかわりが深い○に入る伝統技法は。

問題 50

「ほんこはん」とも呼ばれる報恩講は、だれの命日（忌日）にちなんだ仏事か。

問題 51

平成 20 年（2008）から、ごみ減量などを目的として、富山県が全国に先駆けてスーパーなどでの○○削減

運動に取り組んでいる。○に入る言葉を書け。

問題 52

新元号「令和」の考案者とされる国文学者・中西進氏が、館長を務める富山県内の施設名は。

問題 53

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

（1943）に設立された。その母体となった会社名は。

問題 54

富山ライトレールは、JR 西日本の何という鉄道路線を路面電車化したものか。

問題 55

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

○に入る語句は。

問題 56

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たりもする「○○のは

ね橋」の、○に入る漢字を書け。

問題 57

富山ライトレール「ポートラム」、富山市の市内電車環状線「セントラム」、高岡市と射水市を結ぶ万葉線「ア

イトラム」。これらの愛称に共通するトラムの意味は。

問題 58

平成 27 年（2015）、富山市の惣万佳代子さんが、看護活動の功績をたたえる世界最高の記章「フローレンス・

ナイチンゲール記章」を受けたが、その受章理由となった福祉サービスの名称は。

問題 59

特定分野の看護で優れた技術や知識を持つ「○○」について、昨年、富山県が人口 10 万人当たりの数で初

めて全国１位になったが、○に入る語句は。

問題 60

医師による早期の応急処置での救命率アップや後遺症の軽減をめざして、今年度、南砺市民病院が富山県

内で初めて導入するシステムは。

問題 61

今年、○○がないドーナツ形の環状交差点（ラウンドアバウト）が、富山県内で初めて上市町にできたが、

○に入る語句は。

問題 62

国連の「持続可能な開発目標（SDGs）」の達成に向けて、県内で国から「SDGs 未来都市」に選定されたのは、

富山県、富山市、○○市の３自治体となった。○に入る名称は。

問題 63

今年、富山県警ヘリ「○○」の生存者救助実績が 700 人に達したとして、同機を製造したイタリア・レオ

ナルド社から記念プレートが贈られたが、○に入る語句は。

問題 64

富山県では「14 歳の挑戦」に続き、今年度から新たな年代のインターンシップ（就業体験）のプログラム

を充実させているが、その名称は。

問題 65

平成 21 年（2009）に立山山麓エリアが北陸初の「森林○○基地」に認定された。○に入る言葉を書け。

問題 66

射水市新湊博物館には石黒信由【のぶよし】とその子孫の著書や蔵書を集めた「○○文庫」が収蔵されている。

○に入る漢字を書け。

問題 67

立山カルデラの自然とそこで続けられている砂防事業をテーマにした屋内展示や、野外体験学習を展開す

る文化施設の名称は。

問題 68

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。

問題 69

富山市ファミリーパークの、タヌキをモチーフにしたマスコットキャラクターの名前を書け。

問題 70

４月に氷見市で行われる、昔の雨ごいにちなんだ祭りの名称は。

問題 71

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。

問題 72

毎年４月、富山市婦中地域にある各願寺で古式ゆかしい行事「ふちゅう○○」が開かれる。○に入る名称は。

問題 73

富山駅前の CiC ビル１階にある、富山の土産物や工芸品を幅広く扱う物産店の名称は。

問題 74

朝日町の名所・ヒスイ海岸に、通年でのにぎわい創出をめざして昨年オープンした観光交流拠点施設は。

問題 75

今年から運行を開始した、あいの風とやま鉄道で初となる観光列車の名称は。

問題 76

高岡古城公園では、濠【ほり】を巡る遊覧船２隻が運航されているが、船名は「利長号」ともう一つは。

問題 77

昭和初期に詩人の西条八十が採譜のため南砺市平地域を訪れたことが世に知られるきっかけになった、日

本最古とされる民謡は。

問題 78

朝日町の護国寺は、庭園に約 30 品種 300 株が咲く「○○寺」の愛称があるが、○に入る花の名前は。

問題 79

滑川沖を周遊する「富山湾岸クルージング」で使用される滑川市の観光遊覧船の名称は。

問題 80

明治 36 年（1903）に来日し、約半世紀にわたり富山の幼児教育の振興に尽くした、カナダ出身の人物の、

日本に帰化後の名前は。

問題 81

富山県の高等教育の発展を願って多額の寄付をし、旧制富山高等学校の創設に貢献したのはだれか。

問題 82

江戸時代、富山西三番町に私塾「臨池居【りんちきょ】」を開いた人物の名前を漢字で書け。

問題 83

松尾芭蕉の門人だった瑞泉寺 11 代住職・浪化が、師の遺髪を納めたとされる浄蓮寺境内の〇〇庵には、翁

塚のほか茅葺きの芭蕉堂もある。〇に入る漢字を書け。

問題 84

富山県初の児童文学作品とされる『越中お伽噺【とぎばなし】』や『越中昔噺』を刊行した、富山市出身の

童話作家の名前を漢字で書け。

問題 85

東京都出身で、青春時代を富山で過ごし、代表作にテレビドラマ「寺内貫太郎一家」「時間ですよ」などが

ある作家・演出家は。

問題 86

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。

問題 87

高岡市出身の音楽教育家で、童謡「夕日」を作曲した人物名を漢字で書け。

問題 88

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走イベントの名称は。

問題 89

小学生時代の１年８カ月を富山市で過ごし、通っていた学校跡地の富山城址公園近くに少年像が建つ、「花」

「荒城の月」などで知られる明治時代の作曲家は。

問題 90

太平洋戦争末期に八尾町（現・富山市八尾地域）に疎開し、富山大空襲の被害や、「おわら風の盆」の中止

などを記したはがきが今年新たに見つかった歌人は。

問題 91

昨年公開された木村大作監督の映画で、「劔岳 点の記」「春を背負って」に続いて富山県内各地でロケが行

われた作品名は。

問題 92

今年の大相撲夏場所で朝乃山が初優勝し、富山県出身力士の優勝では第22代横綱○○以来103年ぶりとなっ

たが、○に入る力士名は。

問題 93

今年５月、立山ガイドの佐伯知彦さんが富山県人では初めて登頂に成功した世界最高峰の山は。

問題 94

昭和 33 年（1958）、富山国体の開催を機に建設された、県営富山球場などがある「富山県○○公園」は、

昨年 60 周年を迎えたが、○に入る語句は。

問題 95

朝日町で、60 歳以上を対象とした「翡翠カップ全国大会」が開かれる、同町で誕生したスポーツは。

問題 96

富山県内で、生産年齢人口（15～64 歳）の割合が 62.0％（平成 29 年統計）と最も高い市町村はどこか。

問題 97

急病や交通・山岳事故、災害時に活用される救急医療システムで、「空飛ぶ救命室」とも呼ばれるのは。

問題 98

上市町にある地名「さっか」を漢字で書け。

問題 99

木曽義仲の部下が矢試しをした由緒から「一羽【ひとはね】」と呼ばれるようになったと伝承される、氷見

市の地名「ひとはね」を漢字で書け。

問題 100

「機転が利く」「すばしこい」「ずる賢い」「痛がゆい」など、さまざまな意味を持つ富山弁は。



問題 1  白岩
問題 2  手取
問題 3  立山カルデラ
問題 4  棚田
問題 5  十二町潟
問題 6  洞杉
問題 7  群遊
問題 8  海洋深層水（日本海固有水でも可）
問題 9  池塘
問題 10 内川
問題 11 たてやますぎ
問題 12 宮崎鹿島樹叢
問題 13 高田雪太郎
問題 14 剱岳
問題 15 蜃気楼
問題 16 ギフチョウ
問題 17 続日本紀
問題 18 火牛の計
問題 19 増山城
問題 20 奥山廻役
問題 21 広徳館
問題 22 弥栄節
問題 23 八日町通り
問題 24 米澤紋三郎
問題 25 松村謙三
問題 26 南原　繁
問題 27 南　　弘
問題 28 松川除
問題 29 泊
問題 30 浅野総一郎
問題 31 牛乗式
問題 32 伏木港
問題 33 稲塚権次郎
問題 34 立山　森の輝き
問題 35 カノコユリ
問題 36 流水客土
問題 37 高志の紅ガニ
問題 38 ととまる

問題 39 地場もん屋
問題 40 カンカン
問題 41 安田善次郎
問題 42 反魂丹
問題 43 庄川挽物木地
問題 44 庄川
問題 45 えごま
問題 46 ハチミツ（蜂蜜、はちみつでも可）
問題 47 氷見
問題 48 黒部
問題 49 城端蒔絵
問題 50 親鸞
問題 51 レジ袋
問題 52 高志の国文学館
問題 53 富山電気鉄道
問題 54 富山港線
問題 55 諏訪
問題 56 愛本
問題 57 路面電車
問題 58 富山型デイサービス
問題 59 認定看護師
問題 60 ドクターカー
問題 61 信号機（信号でも可）
問題 62 南砺
問題 63 つるぎ
問題 64 17 歳の挑戦
問題 65 セラピー
問題 66 高樹
問題 67 立山カルデラ砂防博物館
問題 68 立山曼荼羅
問題 69 里ノ助
問題 70 ごんごん祭り
問題 71 福野夜高祭
問題 72 曲水の宴
問題 73 ととやま
問題 74 ヒスイテラス
問題 75 一万三千尺物語
問題 76 利常号

問題 77 こきりこ節
問題 78 シャクナゲ（しゃくなげでも可）
問題 79 キラリン
問題 80 亜武巣マーガレット
問題 81 馬場はる
問題 82 小西鳴鶴
問題 83 黒髪
問題 84 大井冷光
問題 85 久世光彦
問題 86 天の夕顔
問題 87 室崎琴月
問題 88 グランフォンド富山
問題 89 滝廉太郎
問題 90 吉井　勇
問題 91 散り椿
問題 92 太刀山
問題 93 エベレスト（チョモランマでも可）
問題 94 五福
問題 95 ビーチボール
問題 96 舟橋村
問題 97 ドクターヘリ
問題 98 眼目
問題 99 一刎
問題 100 はしかい（ハシカイでも可）

＜上級の部＞　解答
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問題 2  手取
問題 3  立山カルデラ
問題 4  棚田
問題 5  十二町潟
問題 6  洞杉
問題 7  群遊
問題 8  海洋深層水（日本海固有水でも可）
問題 9  池塘
問題 10 内川
問題 11 たてやますぎ
問題 12 宮崎鹿島樹叢
問題 13 高田雪太郎
問題 14 剱岳
問題 15 蜃気楼
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問題 59 認定看護師
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問題 64 17 歳の挑戦
問題 65 セラピー
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問題 69 里ノ助
問題 70 ごんごん祭り
問題 71 福野夜高祭
問題 72 曲水の宴
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問題 74 ヒスイテラス
問題 75 一万三千尺物語
問題 76 利常号
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問題 78 シャクナゲ（しゃくなげでも可）
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問題 80 亜武巣マーガレット
問題 81 馬場はる
問題 82 小西鳴鶴
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問題 85 久世光彦
問題 86 天の夕顔
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問題 88 グランフォンド富山
問題 89 滝廉太郎
問題 90 吉井　勇
問題 91 散り椿
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問題 93 エベレスト（チョモランマでも可）
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