
問題１

冬【ふゆ】から春先【はるさき】の富山湾沿岸【とやまわんえんがん】で、風【かぜ】もないのに突然発生

【とつぜんはっせい】する高波【たかなみ】のことを何【なん】というか。

①竜巻【たつまき】　　②寄【よ】り回【まわ】り波【なみ】　　

③あいの風【かぜ】　　④ブリ起【お】こし

問題２

ヒスイの原石【げんせき】さがしや、周辺【しゅうへん】で郷土料理【きょうどりょうり】のタラ汁【じる】

が食【た】べられることで知【し】られる海岸【かいがん】は。

①宮崎海岸【みやざきかいがん】　　②生地海岸【いくじかいがん】

③島尾海岸【しまおかいがん】　　　④灘浦海岸【なだうらかいがん】

問題３

富山県内【とやまけんない】を流【なが】れる次【つぎ】の河川【かせん】のうち、流【なが】れが最【もっ

と】も急【きゅう】なのは。

①片貝川【かたかいがわ】　　　②常願寺川【じょうがんじがわ】

③小矢部川【おやべがわ】　　　④利賀川【とががわ】

問題４

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

県【けん】の花【はな】は。

①チングルマ　　　②チューリップ　　③サクラ　④ハナショウブ

問題５

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

【くに】の特別天然記念物【とくべつてんねんきねんぶつ】および絶滅危惧種【ぜつめつきぐしゅ】の動物【ど

うぶつ】で、今年春【ことしはる】から一般公開【いっぱんこうかい】もされているのは。

①ニホンカモシカ　　②ニホンザル　　③ニホンライチョウ　　④ニホンリス

問題６

富山【とやま】も加盟【かめい】している「世界【せかい】で最【もっと】も美【うつく】しい○○クラブ」

の総会【そうかい】が、今年【ことし】10 月【がつ】、富山市【とやまし】で開【ひら】かれたが、○に入【は

い】る語句【ごく】は。

①川【かわ】　　②街【まち】　　③山【やま】　④湾【わん】

問題７

富山県【とやまけん】の自然保護【しぜんほご】についての知識【ちしき】や体験【たいけん】を深【ふか】

める養成講座【ようせいこうざ】を受講【じゅこう】した県内【けんない】の児童【じどう】・生徒【せいと】

に、県【けん】から認定【にんてい】される「富山県【とやまけん】ジュニア○○」。○に入【はい】る語句【ごく】は。

①アウトドア隊【たい】　　　　　　　　②生【い】きもの探検【たんけん】リーダー

③自然調査員【しぜんちょうさいん】　　④ナチュラリスト

問題８

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

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

【かいづか】」があるところは。

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

問題９

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

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

う】はだれ。

①源　義経【みなもとのよしつね】　　②前田利家【まえだとしいえ】

③木曽義仲【きそよしなか】　　　　　④佐々成政【さっさなりまさ】

問題 10

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

が大量【たいりょう】に作【つく】られていたのはどこか。

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

問題 11

北前船【きたまえぶね】で蝦夷地【えぞち】（現在【げんざい】の北海道【ほっかいどう】）から富山【とや

ま】に運【はこ】ばれていた主【おも】な産物【さんぶつ】は。

①米【こめ】　　②昆布【こんぶ】　　③ブリ　　④野菜【やさい】

問題 12

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

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

も広【ひろ】まったのは。

①水騒動【みずそうどう】　　②パン騒動【そうどう】　　

③米騒動【こめそうどう】　　④ブリ騒動【そうどう】

問題 13

国道【こくどう】41 号【ごう】は、かつて富山【とやま】から飛騨【ひだ】へ○○を運【はこ】んだ歴史【れ

きし】があり、現代【げんだい】では、沿線【えんせん】は多【おお】くの△△賞受賞者【しょうじゅしょ

うしゃ】にもゆかりがあるため別名【べつめい】「○○・△△街道【かいどう】」とも呼【よ】ばれるが、○

と△に入【はい】る語句【ごく】は。

①コメ・アカデミー　　②くすり・ノーベル　　③塩【しお】・アカデミー　　④ぶり・ノーベル

問題 14

新【あたら】しい元号【げんごう】「令和【れいわ】」のもとになった、越中国【えっちゅうこく】、（昔【む

かし】の富山県【とやまけん】）ともかかわりの深【ふか】い書物【しょもつ】は。

①古事記【こじき】　　　　　　②日本書紀【にほんしょき】

③万葉集【まんようしゅう】　　④源氏物語【げんじものがたり】

問題 15

里山【さとやま】の田畑【たはた】をイノシシやクマの被害【ひがい】から守【まも】る「カウベルト」で活躍【か

つやく】する動物【どうぶつ】は。

①牛【うし】　　②馬【うま】　　③大型犬【おおがたけん】　　④鷹【たか】

問題 16

魚津市加積地区【うおづしかづみちく】が富山県内最大【とやまけんないさいだい】の産地【さんち】となっ

ている作物【さくもつ】は何【なに】か。

①大麦【おおむぎ】　　②りんご　　③梨【なし】　　④大根【だいこん】

問題 17

入善町【にゅうぜんまち】のゆるキャラ「ジャンボ～ル三世【さんせい】」のモデルでもある、町【まち】

の特産品【とくさんひん】は。

①かぼちゃ　　②きゅうり　　③西瓜【すいか】　　④大根【だいこん】

問題 18

南砺市【なんとし】で製造【せいぞう】されている「世界一【せかいいち】癒【い】やし効果【こうか】の

高【たか】いロボット」としてギネスブックに認定【にんてい】されたロボットは、どんな動物【どうぶつ】

がモデルとなっているか。

①ライチョウ　　②イヌ　　③アザラシ　　④ウサギ

問題 19

富山市八尾地域【とやましやつおちいき】、南砺市平地域【なんとしたいらちいき】、朝日町蛭谷【あさひま

ちびるだに】で共通【きょうつう】して生産【せいさん】されている工芸品【こうげいひん】とは。

①銅器【どうき】　　　　　②木彫刻【もくちょうこく】

③焼【や】き物【もの】　　④越中和紙【えっちゅうわし】

問題 20

富山県内【とやまけんない】でも化石【かせき】が見【み】つかっている、古代【こだい】の動物【どうぶ

つ】「ナウマン○○」の○に入【はい】る言葉【ことば】は。

①ウシ　　②クマ　　③ゾウ　　④トラ

問題 21

骨川市【なめりかわし】が海洋深層水【かいようしんそうすい】を活用【かつよう】し、昨年度【さくねん

ど】からブランド化【か】に取【と】り組【く】んでいる野菜【やさい】は。

①イチゴ　　②スイカ　　③トマト　　④ピーマン

問題 22

急【きゅう】な角度【かくど】の茅葺屋根【かやぶきやね】が特徴【とくちょう】の住宅建築様式【じゅう

たくけんちくようしき】で、南砺市五箇山地方【なんとしごかやまちほう】の集落【しゅうらく】が世界遺

産【せかいいさん】に登録【とうろく】されているのは。

①寄【よ】せ棟造【むねづく】り　　②校倉造【あぜくらづく】り

③数寄屋造【すきやづく】り　　　　④合掌造【がっしょうづく】り

問題 23

朝日町【あさひまち】に伝【つた】わる、人々【ひとびと】が集【あつ】まってお茶【ちゃ】を泡立【あわ

だ】てながら飲【の】む風習【ふうしゅう】およびその際【さい】に飲【の】むお茶【ちゃ】は何【なに】。

①おらっ茶【ちゃ】　　②バタバタ茶【ちゃ】　　③どくだみ茶【ちゃ】　　④玄米茶【げんまいちゃ】

問題 24

ACT 富山国際協力協会【とやまこくさいきょうりょくきょうかい】は富山市内【とやましない】の小学校【しょ

うがっこう】を通【つう】じて使【つか】われなくなった○○を集【あつ】めてカンボジアの子【こ】ど

もたちに贈【おく】る活動【かつどう】をし、これまでの 12 年間【ねんかん】に１万【まん】9,000 個以

上【こいじょう】を届【とど】けているが、○に入【はい】る語句【ごく】は。

①サッカーボール　　②そろばん　　③ペンケース　　④ランドセル

問題 25

毎年【まいとし】６月【がつ】10 日【か】の「時【とき】の記念日【きねんび】」に、富山市【とやまし】

の神通川河川敷【じんづうがわかせんじき】で「ドン」と呼【よ】ばれる花火【はなび】が打【う】ち上【あ】

がるが、それは何【なに】を知【し】らせるものか。

①正午【しょうご】　　②日【ひ】の出【で】　　③日没【にちぼつ】　　④午前０時【ごぜんれいじ】

問題 26

地元【じもと】の小学生【しょうがくせい】が「こども公園部長【こうえんぶちょう】」になって大人【お

とな】たちと協力【きょうりょく】しながら公園造【こうえんづく】りに取【と】り組【く】む「京坪川

河川公園【きょうつぼかわかせんこうえん】」がある、日本一【にほんいち】小【ちい】さい村【むら】と

しても知【し】られるところは。

①舟橋村【ふなはしむら】　　②山田村【やまだむら】　　

③平村【たいらむら】　　　　④上平村【かみたいらむら】

問題 27

富山市西町【とやましにしちょう】にある「TOYAMAキラリ」のビルには、市【し】○○美術館【びじゅつ

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

①ガラス　　②書道【しょどう】　　③彫刻【ちょうこく】　　④アニメ

問題 28

毎年【まいとし】４月【がつ】、富山市【とやまし】でにぎやかに開【ひら】かれる「全日本【ぜんにほん】

○○コンクール」の、○に入【はい】る言葉【ことば】は。

①大食【おおぐ】い　　②お笑【わら】い　　③コスプレ　　④チンドン

問題 29

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

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

①稚児舞【ちごまい】　　②虫送【むしおく】り　　③けんかやま　　④やんさんま

問題 30

毎年【まいとし】５月【がつ】、庄川河川敷【しょうがわかせんじき】に富山県内外【とやまけんないがい】

の愛好者【あいこうしゃ】や親子連【おやこづ】れが集【あつ】まって、ある遊【あそ】びを楽【たの】

しむイベント「越中【えっちゅう】だいもん○○」が開【ひら】かれるが、○に入【はい】る語句【ごく】は。

①けん玉【だま】まつり　　②コマまつり　　③竹馬【たけうま】まつり　　④凧【たこ】まつり

問題 31

地元小学生【じもとしょうがくせい】が作【つく】ったバイオ燃料【ねんりょう】をしみ込【こ】ませた綿【わ

た】に火【ひ】を付【つ】け、段【だん】ボールにのせて川【かわ】に流【なが】す「火流【ひなが】し」

が呼【よ】び物【もの】の一【ひと】つになっている、富山市水橋地区【とやましみずはしちく】で開【ひ

ら】かれる祭【まつ】りは。

①白岩川【しらいわがわ】まつり　　②白岩船【しらいわふね】まつり

③水橋橋【みずはしはし】まつり　　④水橋火【みずはしひ】まつり

問題 32

砺波市【となみし】で開【ひら】かれる伝統行事【でんとうぎょうじ】「出町子供【でまちこども】○○曳

山祭【ひきやままつり】」では、小学生【しょうがくせい】が曳山【ひきやま】の舞台【ぶたい】で○○を

演【えん】じるが、○に入【はい】る語句【ごく】は。

①オペラ　　②歌舞伎【かぶき】　　③漫才【まんざい】　　④落語【らくご】

問題 33

ニホンカモシカが迷【まよ】い込【こ】んだ騒動【そうどう】をもとに、平成【へいせい】21 年【ねん】

（2009）に「カモシカとしょかん」、さらに昨年【さくねん】は「としょかんやさん」と、２冊【さつ】の

絵本【えほん】を出版【しゅっぱん】した図書館【としょかん】は。

①舟橋村立図書館【ふなはしそんりつとしょかん】　　②富山県立図書館【とやまけんりつとしょかん】

③富山市立図書館【とやましりつとしょかん】　　　　④小矢部市民図書館【おやべしみんとしょかん】

問題 34

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

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

①おもちゃ　　②絵本【えほん】　　③ゲーム　　④人形【にんぎょう】

問題 35

「忍者【にんじゃ】ハットリくん」や「笑【わら】ゥせぇるすまん」などで知【し】られる氷見市出身【ひ

みししゅっしん】の漫画家【まんがか】は。

①藤子【ふじこ】･Ｆ･不二雄【ふじお】　　②池原【いけはら】しげと

③藤子不二雄【ふじこふじお】○A　　　　　④西本英雄【にしもとひでお】

問題 36

平村【たいらむら】（現【げん】・南砺市【なんとし】）上梨【かみなし】に伝【つた】わるこきりこ踊【おど】

りで、筑子竹【こきりこ】と一緒【いっしょ】に使【つか】われる、108 枚【まい】の板【いた】をひもで

編【あ】んで作【つく】った楽器【がっき】は。

①太鼓【たいこ】　　②胡弓【こきゅう】　　③マリンバ　　④ささら

問題 37

富山市出身【とやまししゅっしん】の八村塁選手【はちむらるいせんしゅ】、馬場雄大選手【ばばゆうだい

せんしゅ】が活躍【かつやく】するスポーツは。

①競泳【きょうえい】　　②柔道【じゅうどう】　　③バスケットボール　　④バレーボール

問題 38

今年春【ことしはる】、黒部市宮野運動公園【くろべしみやのうんどうこうえん】で野外【やがい】ライブ

を開【ひら】き、合【あ】わせて 300 人【にん】の地元小学生【じもとしょうがくせい】との合唱【がっしょ

う】も行【おこな】った人気【にんき】アイドルグループは。

①AKB48　　②乃木坂【のぎざか】46　　③Perfume（パフューム）　　④ももいろクローバーＺ

問題 39

富山県【とやまけん】には市町村【しちょうそん】が全部【ぜんぶ】でいくつあるか。

①10　　②13　　③15　　④17

問題 40

富山弁【とやまべん】で「いいえ」を意味【いみ】するのは。

①なーん　　②どいね　　③おいね　　④はーん

第14回

問題（ジュニアの部）



問題１

冬【ふゆ】から春先【はるさき】の富山湾沿岸【とやまわんえんがん】で、風【かぜ】もないのに突然発生

【とつぜんはっせい】する高波【たかなみ】のことを何【なん】というか。

①竜巻【たつまき】　　②寄【よ】り回【まわ】り波【なみ】　　

③あいの風【かぜ】　　④ブリ起【お】こし

問題２

ヒスイの原石【げんせき】さがしや、周辺【しゅうへん】で郷土料理【きょうどりょうり】のタラ汁【じる】

が食【た】べられることで知【し】られる海岸【かいがん】は。

①宮崎海岸【みやざきかいがん】　　②生地海岸【いくじかいがん】

③島尾海岸【しまおかいがん】　　　④灘浦海岸【なだうらかいがん】

問題３

富山県内【とやまけんない】を流【なが】れる次【つぎ】の河川【かせん】のうち、流【なが】れが最【もっ

と】も急【きゅう】なのは。

①片貝川【かたかいがわ】　　　②常願寺川【じょうがんじがわ】

③小矢部川【おやべがわ】　　　④利賀川【とががわ】

問題４

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

県【けん】の花【はな】は。

①チングルマ　　　②チューリップ　　③サクラ　④ハナショウブ

問題５

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

【くに】の特別天然記念物【とくべつてんねんきねんぶつ】および絶滅危惧種【ぜつめつきぐしゅ】の動物【ど

うぶつ】で、今年春【ことしはる】から一般公開【いっぱんこうかい】もされているのは。

①ニホンカモシカ　　②ニホンザル　　③ニホンライチョウ　　④ニホンリス

問題６

富山【とやま】も加盟【かめい】している「世界【せかい】で最【もっと】も美【うつく】しい○○クラブ」

の総会【そうかい】が、今年【ことし】10 月【がつ】、富山市【とやまし】で開【ひら】かれたが、○に入【は

い】る語句【ごく】は。

①川【かわ】　　②街【まち】　　③山【やま】　④湾【わん】

問題７

富山県【とやまけん】の自然保護【しぜんほご】についての知識【ちしき】や体験【たいけん】を深【ふか】

める養成講座【ようせいこうざ】を受講【じゅこう】した県内【けんない】の児童【じどう】・生徒【せいと】

に、県【けん】から認定【にんてい】される「富山県【とやまけん】ジュニア○○」。○に入【はい】る語句【ごく】は。

①アウトドア隊【たい】　　　　　　　　②生【い】きもの探検【たんけん】リーダー

③自然調査員【しぜんちょうさいん】　　④ナチュラリスト

問題８

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

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

【かいづか】」があるところは。

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

問題９

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

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

う】はだれ。

①源　義経【みなもとのよしつね】　　②前田利家【まえだとしいえ】

③木曽義仲【きそよしなか】　　　　　④佐々成政【さっさなりまさ】

問題 10

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

が大量【たいりょう】に作【つく】られていたのはどこか。

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

問題 11

北前船【きたまえぶね】で蝦夷地【えぞち】（現在【げんざい】の北海道【ほっかいどう】）から富山【とや

ま】に運【はこ】ばれていた主【おも】な産物【さんぶつ】は。

①米【こめ】　　②昆布【こんぶ】　　③ブリ　　④野菜【やさい】

問題 12

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

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

も広【ひろ】まったのは。

①水騒動【みずそうどう】　　②パン騒動【そうどう】　　

③米騒動【こめそうどう】　　④ブリ騒動【そうどう】

問題 13

国道【こくどう】41 号【ごう】は、かつて富山【とやま】から飛騨【ひだ】へ○○を運【はこ】んだ歴史【れ

きし】があり、現代【げんだい】では、沿線【えんせん】は多【おお】くの△△賞受賞者【しょうじゅしょ

うしゃ】にもゆかりがあるため別名【べつめい】「○○・△△街道【かいどう】」とも呼【よ】ばれるが、○

と△に入【はい】る語句【ごく】は。

①コメ・アカデミー　　②くすり・ノーベル　　③塩【しお】・アカデミー　　④ぶり・ノーベル

問題 14

新【あたら】しい元号【げんごう】「令和【れいわ】」のもとになった、越中国【えっちゅうこく】、（昔【む

かし】の富山県【とやまけん】）ともかかわりの深【ふか】い書物【しょもつ】は。

①古事記【こじき】　　　　　　②日本書紀【にほんしょき】

③万葉集【まんようしゅう】　　④源氏物語【げんじものがたり】

問題 15

里山【さとやま】の田畑【たはた】をイノシシやクマの被害【ひがい】から守【まも】る「カウベルト」で活躍【か

つやく】する動物【どうぶつ】は。

①牛【うし】　　②馬【うま】　　③大型犬【おおがたけん】　　④鷹【たか】

問題 16

魚津市加積地区【うおづしかづみちく】が富山県内最大【とやまけんないさいだい】の産地【さんち】となっ

ている作物【さくもつ】は何【なに】か。

①大麦【おおむぎ】　　②りんご　　③梨【なし】　　④大根【だいこん】

問題 17

入善町【にゅうぜんまち】のゆるキャラ「ジャンボ～ル三世【さんせい】」のモデルでもある、町【まち】

の特産品【とくさんひん】は。

①かぼちゃ　　②きゅうり　　③西瓜【すいか】　　④大根【だいこん】

問題 18

南砺市【なんとし】で製造【せいぞう】されている「世界一【せかいいち】癒【い】やし効果【こうか】の

高【たか】いロボット」としてギネスブックに認定【にんてい】されたロボットは、どんな動物【どうぶつ】

がモデルとなっているか。

①ライチョウ　　②イヌ　　③アザラシ　　④ウサギ

問題 19

富山市八尾地域【とやましやつおちいき】、南砺市平地域【なんとしたいらちいき】、朝日町蛭谷【あさひま

ちびるだに】で共通【きょうつう】して生産【せいさん】されている工芸品【こうげいひん】とは。

①銅器【どうき】　　　　　②木彫刻【もくちょうこく】

③焼【や】き物【もの】　　④越中和紙【えっちゅうわし】

問題 20

富山県内【とやまけんない】でも化石【かせき】が見【み】つかっている、古代【こだい】の動物【どうぶ

つ】「ナウマン○○」の○に入【はい】る言葉【ことば】は。

①ウシ　　②クマ　　③ゾウ　　④トラ

問題 21

骨川市【なめりかわし】が海洋深層水【かいようしんそうすい】を活用【かつよう】し、昨年度【さくねん

ど】からブランド化【か】に取【と】り組【く】んでいる野菜【やさい】は。

①イチゴ　　②スイカ　　③トマト　　④ピーマン

問題 22

急【きゅう】な角度【かくど】の茅葺屋根【かやぶきやね】が特徴【とくちょう】の住宅建築様式【じゅう

たくけんちくようしき】で、南砺市五箇山地方【なんとしごかやまちほう】の集落【しゅうらく】が世界遺

産【せかいいさん】に登録【とうろく】されているのは。

①寄【よ】せ棟造【むねづく】り　　②校倉造【あぜくらづく】り

③数寄屋造【すきやづく】り　　　　④合掌造【がっしょうづく】り

問題 23

朝日町【あさひまち】に伝【つた】わる、人々【ひとびと】が集【あつ】まってお茶【ちゃ】を泡立【あわ

だ】てながら飲【の】む風習【ふうしゅう】およびその際【さい】に飲【の】むお茶【ちゃ】は何【なに】。

①おらっ茶【ちゃ】　　②バタバタ茶【ちゃ】　　③どくだみ茶【ちゃ】　　④玄米茶【げんまいちゃ】

問題 24

ACT 富山国際協力協会【とやまこくさいきょうりょくきょうかい】は富山市内【とやましない】の小学校【しょ

うがっこう】を通【つう】じて使【つか】われなくなった○○を集【あつ】めてカンボジアの子【こ】ど

もたちに贈【おく】る活動【かつどう】をし、これまでの 12 年間【ねんかん】に１万【まん】9,000 個以

上【こいじょう】を届【とど】けているが、○に入【はい】る語句【ごく】は。

①サッカーボール　　②そろばん　　③ペンケース　　④ランドセル

問題 25

毎年【まいとし】６月【がつ】10 日【か】の「時【とき】の記念日【きねんび】」に、富山市【とやまし】

の神通川河川敷【じんづうがわかせんじき】で「ドン」と呼【よ】ばれる花火【はなび】が打【う】ち上【あ】

がるが、それは何【なに】を知【し】らせるものか。

①正午【しょうご】　　②日【ひ】の出【で】　　③日没【にちぼつ】　　④午前０時【ごぜんれいじ】

問題 26

地元【じもと】の小学生【しょうがくせい】が「こども公園部長【こうえんぶちょう】」になって大人【お

とな】たちと協力【きょうりょく】しながら公園造【こうえんづく】りに取【と】り組【く】む「京坪川

河川公園【きょうつぼかわかせんこうえん】」がある、日本一【にほんいち】小【ちい】さい村【むら】と

しても知【し】られるところは。

①舟橋村【ふなはしむら】　　②山田村【やまだむら】　　

③平村【たいらむら】　　　　④上平村【かみたいらむら】

問題 27

富山市西町【とやましにしちょう】にある「TOYAMAキラリ」のビルには、市【し】○○美術館【びじゅつ

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

①ガラス　　②書道【しょどう】　　③彫刻【ちょうこく】　　④アニメ

問題 28

毎年【まいとし】４月【がつ】、富山市【とやまし】でにぎやかに開【ひら】かれる「全日本【ぜんにほん】

○○コンクール」の、○に入【はい】る言葉【ことば】は。

①大食【おおぐ】い　　②お笑【わら】い　　③コスプレ　　④チンドン

問題 29

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

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

①稚児舞【ちごまい】　　②虫送【むしおく】り　　③けんかやま　　④やんさんま

問題 30

毎年【まいとし】５月【がつ】、庄川河川敷【しょうがわかせんじき】に富山県内外【とやまけんないがい】

の愛好者【あいこうしゃ】や親子連【おやこづ】れが集【あつ】まって、ある遊【あそ】びを楽【たの】

しむイベント「越中【えっちゅう】だいもん○○」が開【ひら】かれるが、○に入【はい】る語句【ごく】は。

①けん玉【だま】まつり　　②コマまつり　　③竹馬【たけうま】まつり　　④凧【たこ】まつり

問題 31

地元小学生【じもとしょうがくせい】が作【つく】ったバイオ燃料【ねんりょう】をしみ込【こ】ませた綿【わ

た】に火【ひ】を付【つ】け、段【だん】ボールにのせて川【かわ】に流【なが】す「火流【ひなが】し」

が呼【よ】び物【もの】の一【ひと】つになっている、富山市水橋地区【とやましみずはしちく】で開【ひ

ら】かれる祭【まつ】りは。

①白岩川【しらいわがわ】まつり　　②白岩船【しらいわふね】まつり

③水橋橋【みずはしはし】まつり　　④水橋火【みずはしひ】まつり

問題 32

砺波市【となみし】で開【ひら】かれる伝統行事【でんとうぎょうじ】「出町子供【でまちこども】○○曳

山祭【ひきやままつり】」では、小学生【しょうがくせい】が曳山【ひきやま】の舞台【ぶたい】で○○を

演【えん】じるが、○に入【はい】る語句【ごく】は。

①オペラ　　②歌舞伎【かぶき】　　③漫才【まんざい】　　④落語【らくご】

問題 33

ニホンカモシカが迷【まよ】い込【こ】んだ騒動【そうどう】をもとに、平成【へいせい】21 年【ねん】

（2009）に「カモシカとしょかん」、さらに昨年【さくねん】は「としょかんやさん」と、２冊【さつ】の

絵本【えほん】を出版【しゅっぱん】した図書館【としょかん】は。

①舟橋村立図書館【ふなはしそんりつとしょかん】　　②富山県立図書館【とやまけんりつとしょかん】

③富山市立図書館【とやましりつとしょかん】　　　　④小矢部市民図書館【おやべしみんとしょかん】

問題 34

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

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

①おもちゃ　　②絵本【えほん】　　③ゲーム　　④人形【にんぎょう】

問題 35

「忍者【にんじゃ】ハットリくん」や「笑【わら】ゥせぇるすまん」などで知【し】られる氷見市出身【ひ

みししゅっしん】の漫画家【まんがか】は。

①藤子【ふじこ】･Ｆ･不二雄【ふじお】　　②池原【いけはら】しげと

③藤子不二雄【ふじこふじお】○A　　　　　④西本英雄【にしもとひでお】

問題 36

平村【たいらむら】（現【げん】・南砺市【なんとし】）上梨【かみなし】に伝【つた】わるこきりこ踊【おど】

りで、筑子竹【こきりこ】と一緒【いっしょ】に使【つか】われる、108 枚【まい】の板【いた】をひもで

編【あ】んで作【つく】った楽器【がっき】は。

①太鼓【たいこ】　　②胡弓【こきゅう】　　③マリンバ　　④ささら

問題 37

富山市出身【とやまししゅっしん】の八村塁選手【はちむらるいせんしゅ】、馬場雄大選手【ばばゆうだい

せんしゅ】が活躍【かつやく】するスポーツは。

①競泳【きょうえい】　　②柔道【じゅうどう】　　③バスケットボール　　④バレーボール

問題 38

今年春【ことしはる】、黒部市宮野運動公園【くろべしみやのうんどうこうえん】で野外【やがい】ライブ

を開【ひら】き、合【あ】わせて 300 人【にん】の地元小学生【じもとしょうがくせい】との合唱【がっしょ

う】も行【おこな】った人気【にんき】アイドルグループは。

①AKB48　　②乃木坂【のぎざか】46　　③Perfume（パフューム）　　④ももいろクローバーＺ

問題 39

富山県【とやまけん】には市町村【しちょうそん】が全部【ぜんぶ】でいくつあるか。

①10　　②13　　③15　　④17

問題 40

富山弁【とやまべん】で「いいえ」を意味【いみ】するのは。

①なーん　　②どいね　　③おいね　　④はーん



問題１

冬【ふゆ】から春先【はるさき】の富山湾沿岸【とやまわんえんがん】で、風【かぜ】もないのに突然発生

【とつぜんはっせい】する高波【たかなみ】のことを何【なん】というか。

①竜巻【たつまき】　　②寄【よ】り回【まわ】り波【なみ】　　

③あいの風【かぜ】　　④ブリ起【お】こし

問題２

ヒスイの原石【げんせき】さがしや、周辺【しゅうへん】で郷土料理【きょうどりょうり】のタラ汁【じる】

が食【た】べられることで知【し】られる海岸【かいがん】は。

①宮崎海岸【みやざきかいがん】　　②生地海岸【いくじかいがん】

③島尾海岸【しまおかいがん】　　　④灘浦海岸【なだうらかいがん】

問題３

富山県内【とやまけんない】を流【なが】れる次【つぎ】の河川【かせん】のうち、流【なが】れが最【もっ

と】も急【きゅう】なのは。

①片貝川【かたかいがわ】　　　②常願寺川【じょうがんじがわ】

③小矢部川【おやべがわ】　　　④利賀川【とががわ】

問題４

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

県【けん】の花【はな】は。

①チングルマ　　　②チューリップ　　③サクラ　④ハナショウブ

問題５

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

【くに】の特別天然記念物【とくべつてんねんきねんぶつ】および絶滅危惧種【ぜつめつきぐしゅ】の動物【ど

うぶつ】で、今年春【ことしはる】から一般公開【いっぱんこうかい】もされているのは。

①ニホンカモシカ　　②ニホンザル　　③ニホンライチョウ　　④ニホンリス

問題６

富山【とやま】も加盟【かめい】している「世界【せかい】で最【もっと】も美【うつく】しい○○クラブ」

の総会【そうかい】が、今年【ことし】10 月【がつ】、富山市【とやまし】で開【ひら】かれたが、○に入【は

い】る語句【ごく】は。

①川【かわ】　　②街【まち】　　③山【やま】　④湾【わん】

問題７

富山県【とやまけん】の自然保護【しぜんほご】についての知識【ちしき】や体験【たいけん】を深【ふか】

める養成講座【ようせいこうざ】を受講【じゅこう】した県内【けんない】の児童【じどう】・生徒【せいと】

に、県【けん】から認定【にんてい】される「富山県【とやまけん】ジュニア○○」。○に入【はい】る語句【ごく】は。

①アウトドア隊【たい】　　　　　　　　②生【い】きもの探検【たんけん】リーダー

③自然調査員【しぜんちょうさいん】　　④ナチュラリスト

問題８

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

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

【かいづか】」があるところは。

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

問題９

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

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

う】はだれ。

①源　義経【みなもとのよしつね】　　②前田利家【まえだとしいえ】

③木曽義仲【きそよしなか】　　　　　④佐々成政【さっさなりまさ】

問題 10

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

が大量【たいりょう】に作【つく】られていたのはどこか。

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

問題 11

北前船【きたまえぶね】で蝦夷地【えぞち】（現在【げんざい】の北海道【ほっかいどう】）から富山【とや

ま】に運【はこ】ばれていた主【おも】な産物【さんぶつ】は。

①米【こめ】　　②昆布【こんぶ】　　③ブリ　　④野菜【やさい】

問題 12

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

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

も広【ひろ】まったのは。

①水騒動【みずそうどう】　　②パン騒動【そうどう】　　

③米騒動【こめそうどう】　　④ブリ騒動【そうどう】

問題 13

国道【こくどう】41 号【ごう】は、かつて富山【とやま】から飛騨【ひだ】へ○○を運【はこ】んだ歴史【れ

きし】があり、現代【げんだい】では、沿線【えんせん】は多【おお】くの△△賞受賞者【しょうじゅしょ

うしゃ】にもゆかりがあるため別名【べつめい】「○○・△△街道【かいどう】」とも呼【よ】ばれるが、○

と△に入【はい】る語句【ごく】は。

①コメ・アカデミー　　②くすり・ノーベル　　③塩【しお】・アカデミー　　④ぶり・ノーベル

問題 14

新【あたら】しい元号【げんごう】「令和【れいわ】」のもとになった、越中国【えっちゅうこく】、（昔【む

かし】の富山県【とやまけん】）ともかかわりの深【ふか】い書物【しょもつ】は。

①古事記【こじき】　　　　　　②日本書紀【にほんしょき】

③万葉集【まんようしゅう】　　④源氏物語【げんじものがたり】

問題 15

里山【さとやま】の田畑【たはた】をイノシシやクマの被害【ひがい】から守【まも】る「カウベルト」で活躍【か

つやく】する動物【どうぶつ】は。

①牛【うし】　　②馬【うま】　　③大型犬【おおがたけん】　　④鷹【たか】

問題 16

魚津市加積地区【うおづしかづみちく】が富山県内最大【とやまけんないさいだい】の産地【さんち】となっ

ている作物【さくもつ】は何【なに】か。

①大麦【おおむぎ】　　②りんご　　③梨【なし】　　④大根【だいこん】

問題 17

入善町【にゅうぜんまち】のゆるキャラ「ジャンボ～ル三世【さんせい】」のモデルでもある、町【まち】

の特産品【とくさんひん】は。

①かぼちゃ　　②きゅうり　　③西瓜【すいか】　　④大根【だいこん】

問題 18

南砺市【なんとし】で製造【せいぞう】されている「世界一【せかいいち】癒【い】やし効果【こうか】の

高【たか】いロボット」としてギネスブックに認定【にんてい】されたロボットは、どんな動物【どうぶつ】

がモデルとなっているか。

①ライチョウ　　②イヌ　　③アザラシ　　④ウサギ

問題 19

富山市八尾地域【とやましやつおちいき】、南砺市平地域【なんとしたいらちいき】、朝日町蛭谷【あさひま

ちびるだに】で共通【きょうつう】して生産【せいさん】されている工芸品【こうげいひん】とは。

①銅器【どうき】　　　　　②木彫刻【もくちょうこく】

③焼【や】き物【もの】　　④越中和紙【えっちゅうわし】

問題 20

富山県内【とやまけんない】でも化石【かせき】が見【み】つかっている、古代【こだい】の動物【どうぶ

つ】「ナウマン○○」の○に入【はい】る言葉【ことば】は。

①ウシ　　②クマ　　③ゾウ　　④トラ

問題 21

骨川市【なめりかわし】が海洋深層水【かいようしんそうすい】を活用【かつよう】し、昨年度【さくねん

ど】からブランド化【か】に取【と】り組【く】んでいる野菜【やさい】は。

①イチゴ　　②スイカ　　③トマト　　④ピーマン

問題 22

急【きゅう】な角度【かくど】の茅葺屋根【かやぶきやね】が特徴【とくちょう】の住宅建築様式【じゅう

たくけんちくようしき】で、南砺市五箇山地方【なんとしごかやまちほう】の集落【しゅうらく】が世界遺

産【せかいいさん】に登録【とうろく】されているのは。

①寄【よ】せ棟造【むねづく】り　　②校倉造【あぜくらづく】り

③数寄屋造【すきやづく】り　　　　④合掌造【がっしょうづく】り

問題 23

朝日町【あさひまち】に伝【つた】わる、人々【ひとびと】が集【あつ】まってお茶【ちゃ】を泡立【あわ

だ】てながら飲【の】む風習【ふうしゅう】およびその際【さい】に飲【の】むお茶【ちゃ】は何【なに】。

①おらっ茶【ちゃ】　　②バタバタ茶【ちゃ】　　③どくだみ茶【ちゃ】　　④玄米茶【げんまいちゃ】

問題 24

ACT 富山国際協力協会【とやまこくさいきょうりょくきょうかい】は富山市内【とやましない】の小学校【しょ

うがっこう】を通【つう】じて使【つか】われなくなった○○を集【あつ】めてカンボジアの子【こ】ど

もたちに贈【おく】る活動【かつどう】をし、これまでの 12 年間【ねんかん】に１万【まん】9,000 個以

上【こいじょう】を届【とど】けているが、○に入【はい】る語句【ごく】は。

①サッカーボール　　②そろばん　　③ペンケース　　④ランドセル

問題 25

毎年【まいとし】６月【がつ】10 日【か】の「時【とき】の記念日【きねんび】」に、富山市【とやまし】

の神通川河川敷【じんづうがわかせんじき】で「ドン」と呼【よ】ばれる花火【はなび】が打【う】ち上【あ】

がるが、それは何【なに】を知【し】らせるものか。

①正午【しょうご】　　②日【ひ】の出【で】　　③日没【にちぼつ】　　④午前０時【ごぜんれいじ】

問題 26

地元【じもと】の小学生【しょうがくせい】が「こども公園部長【こうえんぶちょう】」になって大人【お

とな】たちと協力【きょうりょく】しながら公園造【こうえんづく】りに取【と】り組【く】む「京坪川

河川公園【きょうつぼかわかせんこうえん】」がある、日本一【にほんいち】小【ちい】さい村【むら】と

しても知【し】られるところは。

①舟橋村【ふなはしむら】　　②山田村【やまだむら】　　

③平村【たいらむら】　　　　④上平村【かみたいらむら】

問題 27

富山市西町【とやましにしちょう】にある「TOYAMAキラリ」のビルには、市【し】○○美術館【びじゅつ

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

①ガラス　　②書道【しょどう】　　③彫刻【ちょうこく】　　④アニメ

問題 28

毎年【まいとし】４月【がつ】、富山市【とやまし】でにぎやかに開【ひら】かれる「全日本【ぜんにほん】

○○コンクール」の、○に入【はい】る言葉【ことば】は。

①大食【おおぐ】い　　②お笑【わら】い　　③コスプレ　　④チンドン

問題 29

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

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

①稚児舞【ちごまい】　　②虫送【むしおく】り　　③けんかやま　　④やんさんま

問題 30

毎年【まいとし】５月【がつ】、庄川河川敷【しょうがわかせんじき】に富山県内外【とやまけんないがい】

の愛好者【あいこうしゃ】や親子連【おやこづ】れが集【あつ】まって、ある遊【あそ】びを楽【たの】

しむイベント「越中【えっちゅう】だいもん○○」が開【ひら】かれるが、○に入【はい】る語句【ごく】は。

①けん玉【だま】まつり　　②コマまつり　　③竹馬【たけうま】まつり　　④凧【たこ】まつり

問題 31

地元小学生【じもとしょうがくせい】が作【つく】ったバイオ燃料【ねんりょう】をしみ込【こ】ませた綿【わ

た】に火【ひ】を付【つ】け、段【だん】ボールにのせて川【かわ】に流【なが】す「火流【ひなが】し」

が呼【よ】び物【もの】の一【ひと】つになっている、富山市水橋地区【とやましみずはしちく】で開【ひ

ら】かれる祭【まつ】りは。

①白岩川【しらいわがわ】まつり　　②白岩船【しらいわふね】まつり

③水橋橋【みずはしはし】まつり　　④水橋火【みずはしひ】まつり

問題 32

砺波市【となみし】で開【ひら】かれる伝統行事【でんとうぎょうじ】「出町子供【でまちこども】○○曳

山祭【ひきやままつり】」では、小学生【しょうがくせい】が曳山【ひきやま】の舞台【ぶたい】で○○を

演【えん】じるが、○に入【はい】る語句【ごく】は。

①オペラ　　②歌舞伎【かぶき】　　③漫才【まんざい】　　④落語【らくご】

問題 33

ニホンカモシカが迷【まよ】い込【こ】んだ騒動【そうどう】をもとに、平成【へいせい】21 年【ねん】

（2009）に「カモシカとしょかん」、さらに昨年【さくねん】は「としょかんやさん」と、２冊【さつ】の

絵本【えほん】を出版【しゅっぱん】した図書館【としょかん】は。

①舟橋村立図書館【ふなはしそんりつとしょかん】　　②富山県立図書館【とやまけんりつとしょかん】

③富山市立図書館【とやましりつとしょかん】　　　　④小矢部市民図書館【おやべしみんとしょかん】

問題 34

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

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

①おもちゃ　　②絵本【えほん】　　③ゲーム　　④人形【にんぎょう】

問題 35

「忍者【にんじゃ】ハットリくん」や「笑【わら】ゥせぇるすまん」などで知【し】られる氷見市出身【ひ

みししゅっしん】の漫画家【まんがか】は。

①藤子【ふじこ】･Ｆ･不二雄【ふじお】　　②池原【いけはら】しげと

③藤子不二雄【ふじこふじお】○A　　　　　④西本英雄【にしもとひでお】

問題 36

平村【たいらむら】（現【げん】・南砺市【なんとし】）上梨【かみなし】に伝【つた】わるこきりこ踊【おど】

りで、筑子竹【こきりこ】と一緒【いっしょ】に使【つか】われる、108 枚【まい】の板【いた】をひもで

編【あ】んで作【つく】った楽器【がっき】は。

①太鼓【たいこ】　　②胡弓【こきゅう】　　③マリンバ　　④ささら

問題 37

富山市出身【とやまししゅっしん】の八村塁選手【はちむらるいせんしゅ】、馬場雄大選手【ばばゆうだい

せんしゅ】が活躍【かつやく】するスポーツは。

①競泳【きょうえい】　　②柔道【じゅうどう】　　③バスケットボール　　④バレーボール

問題 38

今年春【ことしはる】、黒部市宮野運動公園【くろべしみやのうんどうこうえん】で野外【やがい】ライブ

を開【ひら】き、合【あ】わせて 300 人【にん】の地元小学生【じもとしょうがくせい】との合唱【がっしょ

う】も行【おこな】った人気【にんき】アイドルグループは。

①AKB48　　②乃木坂【のぎざか】46　　③Perfume（パフューム）　　④ももいろクローバーＺ

問題 39

富山県【とやまけん】には市町村【しちょうそん】が全部【ぜんぶ】でいくつあるか。

①10　　②13　　③15　　④17

問題 40

富山弁【とやまべん】で「いいえ」を意味【いみ】するのは。

①なーん　　②どいね　　③おいね　　④はーん



問題１

冬【ふゆ】から春先【はるさき】の富山湾沿岸【とやまわんえんがん】で、風【かぜ】もないのに突然発生

【とつぜんはっせい】する高波【たかなみ】のことを何【なん】というか。

①竜巻【たつまき】　　②寄【よ】り回【まわ】り波【なみ】　　

③あいの風【かぜ】　　④ブリ起【お】こし

問題２

ヒスイの原石【げんせき】さがしや、周辺【しゅうへん】で郷土料理【きょうどりょうり】のタラ汁【じる】

が食【た】べられることで知【し】られる海岸【かいがん】は。

①宮崎海岸【みやざきかいがん】　　②生地海岸【いくじかいがん】

③島尾海岸【しまおかいがん】　　　④灘浦海岸【なだうらかいがん】

問題３

富山県内【とやまけんない】を流【なが】れる次【つぎ】の河川【かせん】のうち、流【なが】れが最【もっ

と】も急【きゅう】なのは。

①片貝川【かたかいがわ】　　　②常願寺川【じょうがんじがわ】

③小矢部川【おやべがわ】　　　④利賀川【とががわ】

問題４

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

県【けん】の花【はな】は。

①チングルマ　　　②チューリップ　　③サクラ　④ハナショウブ

問題５

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

【くに】の特別天然記念物【とくべつてんねんきねんぶつ】および絶滅危惧種【ぜつめつきぐしゅ】の動物【ど

うぶつ】で、今年春【ことしはる】から一般公開【いっぱんこうかい】もされているのは。

①ニホンカモシカ　　②ニホンザル　　③ニホンライチョウ　　④ニホンリス

問題６

富山【とやま】も加盟【かめい】している「世界【せかい】で最【もっと】も美【うつく】しい○○クラブ」

の総会【そうかい】が、今年【ことし】10 月【がつ】、富山市【とやまし】で開【ひら】かれたが、○に入【は

い】る語句【ごく】は。

①川【かわ】　　②街【まち】　　③山【やま】　④湾【わん】

問題７

富山県【とやまけん】の自然保護【しぜんほご】についての知識【ちしき】や体験【たいけん】を深【ふか】

める養成講座【ようせいこうざ】を受講【じゅこう】した県内【けんない】の児童【じどう】・生徒【せいと】

に、県【けん】から認定【にんてい】される「富山県【とやまけん】ジュニア○○」。○に入【はい】る語句【ごく】は。

①アウトドア隊【たい】　　　　　　　　②生【い】きもの探検【たんけん】リーダー

③自然調査員【しぜんちょうさいん】　　④ナチュラリスト

問題８

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

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

【かいづか】」があるところは。

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

問題９

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

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

う】はだれ。

①源　義経【みなもとのよしつね】　　②前田利家【まえだとしいえ】

③木曽義仲【きそよしなか】　　　　　④佐々成政【さっさなりまさ】

問題 10

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

が大量【たいりょう】に作【つく】られていたのはどこか。

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

問題 11

北前船【きたまえぶね】で蝦夷地【えぞち】（現在【げんざい】の北海道【ほっかいどう】）から富山【とや

ま】に運【はこ】ばれていた主【おも】な産物【さんぶつ】は。

①米【こめ】　　②昆布【こんぶ】　　③ブリ　　④野菜【やさい】

問題 12

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

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

も広【ひろ】まったのは。

①水騒動【みずそうどう】　　②パン騒動【そうどう】　　

③米騒動【こめそうどう】　　④ブリ騒動【そうどう】

問題 13

国道【こくどう】41 号【ごう】は、かつて富山【とやま】から飛騨【ひだ】へ○○を運【はこ】んだ歴史【れ

きし】があり、現代【げんだい】では、沿線【えんせん】は多【おお】くの△△賞受賞者【しょうじゅしょ

うしゃ】にもゆかりがあるため別名【べつめい】「○○・△△街道【かいどう】」とも呼【よ】ばれるが、○

と△に入【はい】る語句【ごく】は。

①コメ・アカデミー　　②くすり・ノーベル　　③塩【しお】・アカデミー　　④ぶり・ノーベル

問題 14

新【あたら】しい元号【げんごう】「令和【れいわ】」のもとになった、越中国【えっちゅうこく】、（昔【む

かし】の富山県【とやまけん】）ともかかわりの深【ふか】い書物【しょもつ】は。

①古事記【こじき】　　　　　　②日本書紀【にほんしょき】

③万葉集【まんようしゅう】　　④源氏物語【げんじものがたり】

問題 15

里山【さとやま】の田畑【たはた】をイノシシやクマの被害【ひがい】から守【まも】る「カウベルト」で活躍【か

つやく】する動物【どうぶつ】は。

①牛【うし】　　②馬【うま】　　③大型犬【おおがたけん】　　④鷹【たか】

問題 16

魚津市加積地区【うおづしかづみちく】が富山県内最大【とやまけんないさいだい】の産地【さんち】となっ

ている作物【さくもつ】は何【なに】か。

①大麦【おおむぎ】　　②りんご　　③梨【なし】　　④大根【だいこん】

問題 17

入善町【にゅうぜんまち】のゆるキャラ「ジャンボ～ル三世【さんせい】」のモデルでもある、町【まち】

の特産品【とくさんひん】は。

①かぼちゃ　　②きゅうり　　③西瓜【すいか】　　④大根【だいこん】

問題 18

南砺市【なんとし】で製造【せいぞう】されている「世界一【せかいいち】癒【い】やし効果【こうか】の

高【たか】いロボット」としてギネスブックに認定【にんてい】されたロボットは、どんな動物【どうぶつ】

がモデルとなっているか。

①ライチョウ　　②イヌ　　③アザラシ　　④ウサギ

問題 19

富山市八尾地域【とやましやつおちいき】、南砺市平地域【なんとしたいらちいき】、朝日町蛭谷【あさひま

ちびるだに】で共通【きょうつう】して生産【せいさん】されている工芸品【こうげいひん】とは。

①銅器【どうき】　　　　　②木彫刻【もくちょうこく】

③焼【や】き物【もの】　　④越中和紙【えっちゅうわし】

問題 20

富山県内【とやまけんない】でも化石【かせき】が見【み】つかっている、古代【こだい】の動物【どうぶ

つ】「ナウマン○○」の○に入【はい】る言葉【ことば】は。

①ウシ　　②クマ　　③ゾウ　　④トラ

問題 21

骨川市【なめりかわし】が海洋深層水【かいようしんそうすい】を活用【かつよう】し、昨年度【さくねん

ど】からブランド化【か】に取【と】り組【く】んでいる野菜【やさい】は。

①イチゴ　　②スイカ　　③トマト　　④ピーマン

問題 22

急【きゅう】な角度【かくど】の茅葺屋根【かやぶきやね】が特徴【とくちょう】の住宅建築様式【じゅう

たくけんちくようしき】で、南砺市五箇山地方【なんとしごかやまちほう】の集落【しゅうらく】が世界遺

産【せかいいさん】に登録【とうろく】されているのは。

①寄【よ】せ棟造【むねづく】り　　②校倉造【あぜくらづく】り

③数寄屋造【すきやづく】り　　　　④合掌造【がっしょうづく】り

問題 23

朝日町【あさひまち】に伝【つた】わる、人々【ひとびと】が集【あつ】まってお茶【ちゃ】を泡立【あわ

だ】てながら飲【の】む風習【ふうしゅう】およびその際【さい】に飲【の】むお茶【ちゃ】は何【なに】。

①おらっ茶【ちゃ】　　②バタバタ茶【ちゃ】　　③どくだみ茶【ちゃ】　　④玄米茶【げんまいちゃ】

問題 24

ACT 富山国際協力協会【とやまこくさいきょうりょくきょうかい】は富山市内【とやましない】の小学校【しょ

うがっこう】を通【つう】じて使【つか】われなくなった○○を集【あつ】めてカンボジアの子【こ】ど

もたちに贈【おく】る活動【かつどう】をし、これまでの 12 年間【ねんかん】に１万【まん】9,000 個以

上【こいじょう】を届【とど】けているが、○に入【はい】る語句【ごく】は。

①サッカーボール　　②そろばん　　③ペンケース　　④ランドセル

問題 25

毎年【まいとし】６月【がつ】10 日【か】の「時【とき】の記念日【きねんび】」に、富山市【とやまし】

の神通川河川敷【じんづうがわかせんじき】で「ドン」と呼【よ】ばれる花火【はなび】が打【う】ち上【あ】

がるが、それは何【なに】を知【し】らせるものか。

①正午【しょうご】　　②日【ひ】の出【で】　　③日没【にちぼつ】　　④午前０時【ごぜんれいじ】

問題 26

地元【じもと】の小学生【しょうがくせい】が「こども公園部長【こうえんぶちょう】」になって大人【お

とな】たちと協力【きょうりょく】しながら公園造【こうえんづく】りに取【と】り組【く】む「京坪川

河川公園【きょうつぼかわかせんこうえん】」がある、日本一【にほんいち】小【ちい】さい村【むら】と

しても知【し】られるところは。

①舟橋村【ふなはしむら】　　②山田村【やまだむら】　　

③平村【たいらむら】　　　　④上平村【かみたいらむら】

問題 27

富山市西町【とやましにしちょう】にある「TOYAMAキラリ」のビルには、市【し】○○美術館【びじゅつ

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

①ガラス　　②書道【しょどう】　　③彫刻【ちょうこく】　　④アニメ

問題 28

毎年【まいとし】４月【がつ】、富山市【とやまし】でにぎやかに開【ひら】かれる「全日本【ぜんにほん】

○○コンクール」の、○に入【はい】る言葉【ことば】は。

①大食【おおぐ】い　　②お笑【わら】い　　③コスプレ　　④チンドン

問題 29

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

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

①稚児舞【ちごまい】　　②虫送【むしおく】り　　③けんかやま　　④やんさんま

問題 30

毎年【まいとし】５月【がつ】、庄川河川敷【しょうがわかせんじき】に富山県内外【とやまけんないがい】

の愛好者【あいこうしゃ】や親子連【おやこづ】れが集【あつ】まって、ある遊【あそ】びを楽【たの】

しむイベント「越中【えっちゅう】だいもん○○」が開【ひら】かれるが、○に入【はい】る語句【ごく】は。

①けん玉【だま】まつり　　②コマまつり　　③竹馬【たけうま】まつり　　④凧【たこ】まつり

問題 31

地元小学生【じもとしょうがくせい】が作【つく】ったバイオ燃料【ねんりょう】をしみ込【こ】ませた綿【わ

た】に火【ひ】を付【つ】け、段【だん】ボールにのせて川【かわ】に流【なが】す「火流【ひなが】し」

が呼【よ】び物【もの】の一【ひと】つになっている、富山市水橋地区【とやましみずはしちく】で開【ひ

ら】かれる祭【まつ】りは。

①白岩川【しらいわがわ】まつり　　②白岩船【しらいわふね】まつり

③水橋橋【みずはしはし】まつり　　④水橋火【みずはしひ】まつり

問題 32

砺波市【となみし】で開【ひら】かれる伝統行事【でんとうぎょうじ】「出町子供【でまちこども】○○曳

山祭【ひきやままつり】」では、小学生【しょうがくせい】が曳山【ひきやま】の舞台【ぶたい】で○○を

演【えん】じるが、○に入【はい】る語句【ごく】は。

①オペラ　　②歌舞伎【かぶき】　　③漫才【まんざい】　　④落語【らくご】

問題 33

ニホンカモシカが迷【まよ】い込【こ】んだ騒動【そうどう】をもとに、平成【へいせい】21 年【ねん】

（2009）に「カモシカとしょかん」、さらに昨年【さくねん】は「としょかんやさん」と、２冊【さつ】の

絵本【えほん】を出版【しゅっぱん】した図書館【としょかん】は。

①舟橋村立図書館【ふなはしそんりつとしょかん】　　②富山県立図書館【とやまけんりつとしょかん】

③富山市立図書館【とやましりつとしょかん】　　　　④小矢部市民図書館【おやべしみんとしょかん】

問題 34

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

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

①おもちゃ　　②絵本【えほん】　　③ゲーム　　④人形【にんぎょう】

問題 35

「忍者【にんじゃ】ハットリくん」や「笑【わら】ゥせぇるすまん」などで知【し】られる氷見市出身【ひ

みししゅっしん】の漫画家【まんがか】は。

①藤子【ふじこ】･Ｆ･不二雄【ふじお】　　②池原【いけはら】しげと

③藤子不二雄【ふじこふじお】○A　　　　　④西本英雄【にしもとひでお】

問題 36

平村【たいらむら】（現【げん】・南砺市【なんとし】）上梨【かみなし】に伝【つた】わるこきりこ踊【おど】

りで、筑子竹【こきりこ】と一緒【いっしょ】に使【つか】われる、108 枚【まい】の板【いた】をひもで

編【あ】んで作【つく】った楽器【がっき】は。

①太鼓【たいこ】　　②胡弓【こきゅう】　　③マリンバ　　④ささら

問題 37

富山市出身【とやまししゅっしん】の八村塁選手【はちむらるいせんしゅ】、馬場雄大選手【ばばゆうだい

せんしゅ】が活躍【かつやく】するスポーツは。

①競泳【きょうえい】　　②柔道【じゅうどう】　　③バスケットボール　　④バレーボール

問題 38

今年春【ことしはる】、黒部市宮野運動公園【くろべしみやのうんどうこうえん】で野外【やがい】ライブ

を開【ひら】き、合【あ】わせて 300 人【にん】の地元小学生【じもとしょうがくせい】との合唱【がっしょ

う】も行【おこな】った人気【にんき】アイドルグループは。

①AKB48　　②乃木坂【のぎざか】46　　③Perfume（パフューム）　　④ももいろクローバーＺ

問題 39

富山県【とやまけん】には市町村【しちょうそん】が全部【ぜんぶ】でいくつあるか。

①10　　②13　　③15　　④17

問題 40

富山弁【とやまべん】で「いいえ」を意味【いみ】するのは。

①なーん　　②どいね　　③おいね　　④はーん



問題１

冬【ふゆ】から春先【はるさき】の富山湾沿岸【とやまわんえんがん】で、風【かぜ】もないのに突然発生

【とつぜんはっせい】する高波【たかなみ】のことを何【なん】というか。

①竜巻【たつまき】　　②寄【よ】り回【まわ】り波【なみ】　　

③あいの風【かぜ】　　④ブリ起【お】こし

問題２

ヒスイの原石【げんせき】さがしや、周辺【しゅうへん】で郷土料理【きょうどりょうり】のタラ汁【じる】

が食【た】べられることで知【し】られる海岸【かいがん】は。

①宮崎海岸【みやざきかいがん】　　②生地海岸【いくじかいがん】

③島尾海岸【しまおかいがん】　　　④灘浦海岸【なだうらかいがん】

問題３

富山県内【とやまけんない】を流【なが】れる次【つぎ】の河川【かせん】のうち、流【なが】れが最【もっ

と】も急【きゅう】なのは。

①片貝川【かたかいがわ】　　　②常願寺川【じょうがんじがわ】

③小矢部川【おやべがわ】　　　④利賀川【とががわ】

問題４

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

県【けん】の花【はな】は。

①チングルマ　　　②チューリップ　　③サクラ　④ハナショウブ

問題５

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

【くに】の特別天然記念物【とくべつてんねんきねんぶつ】および絶滅危惧種【ぜつめつきぐしゅ】の動物【ど

うぶつ】で、今年春【ことしはる】から一般公開【いっぱんこうかい】もされているのは。

①ニホンカモシカ　　②ニホンザル　　③ニホンライチョウ　　④ニホンリス

問題６

富山【とやま】も加盟【かめい】している「世界【せかい】で最【もっと】も美【うつく】しい○○クラブ」

の総会【そうかい】が、今年【ことし】10 月【がつ】、富山市【とやまし】で開【ひら】かれたが、○に入【は

い】る語句【ごく】は。

①川【かわ】　　②街【まち】　　③山【やま】　④湾【わん】

問題７

富山県【とやまけん】の自然保護【しぜんほご】についての知識【ちしき】や体験【たいけん】を深【ふか】

める養成講座【ようせいこうざ】を受講【じゅこう】した県内【けんない】の児童【じどう】・生徒【せいと】

に、県【けん】から認定【にんてい】される「富山県【とやまけん】ジュニア○○」。○に入【はい】る語句【ごく】は。

①アウトドア隊【たい】　　　　　　　　②生【い】きもの探検【たんけん】リーダー

③自然調査員【しぜんちょうさいん】　　④ナチュラリスト

問題８

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

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

【かいづか】」があるところは。

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

問題９

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

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

う】はだれ。

①源　義経【みなもとのよしつね】　　②前田利家【まえだとしいえ】

③木曽義仲【きそよしなか】　　　　　④佐々成政【さっさなりまさ】

問題 10

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

が大量【たいりょう】に作【つく】られていたのはどこか。

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

問題 11

北前船【きたまえぶね】で蝦夷地【えぞち】（現在【げんざい】の北海道【ほっかいどう】）から富山【とや

ま】に運【はこ】ばれていた主【おも】な産物【さんぶつ】は。

①米【こめ】　　②昆布【こんぶ】　　③ブリ　　④野菜【やさい】

問題 12

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

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

も広【ひろ】まったのは。

①水騒動【みずそうどう】　　②パン騒動【そうどう】　　

③米騒動【こめそうどう】　　④ブリ騒動【そうどう】

問題 13

国道【こくどう】41 号【ごう】は、かつて富山【とやま】から飛騨【ひだ】へ○○を運【はこ】んだ歴史【れ

きし】があり、現代【げんだい】では、沿線【えんせん】は多【おお】くの△△賞受賞者【しょうじゅしょ

うしゃ】にもゆかりがあるため別名【べつめい】「○○・△△街道【かいどう】」とも呼【よ】ばれるが、○

と△に入【はい】る語句【ごく】は。

①コメ・アカデミー　　②くすり・ノーベル　　③塩【しお】・アカデミー　　④ぶり・ノーベル

問題 14

新【あたら】しい元号【げんごう】「令和【れいわ】」のもとになった、越中国【えっちゅうこく】、（昔【む

かし】の富山県【とやまけん】）ともかかわりの深【ふか】い書物【しょもつ】は。

①古事記【こじき】　　　　　　②日本書紀【にほんしょき】

③万葉集【まんようしゅう】　　④源氏物語【げんじものがたり】

問題 15

里山【さとやま】の田畑【たはた】をイノシシやクマの被害【ひがい】から守【まも】る「カウベルト」で活躍【か

つやく】する動物【どうぶつ】は。

①牛【うし】　　②馬【うま】　　③大型犬【おおがたけん】　　④鷹【たか】

問題 16

魚津市加積地区【うおづしかづみちく】が富山県内最大【とやまけんないさいだい】の産地【さんち】となっ

ている作物【さくもつ】は何【なに】か。

①大麦【おおむぎ】　　②りんご　　③梨【なし】　　④大根【だいこん】

問題 17

入善町【にゅうぜんまち】のゆるキャラ「ジャンボ～ル三世【さんせい】」のモデルでもある、町【まち】

の特産品【とくさんひん】は。

①かぼちゃ　　②きゅうり　　③西瓜【すいか】　　④大根【だいこん】

問題 18

南砺市【なんとし】で製造【せいぞう】されている「世界一【せかいいち】癒【い】やし効果【こうか】の

高【たか】いロボット」としてギネスブックに認定【にんてい】されたロボットは、どんな動物【どうぶつ】

がモデルとなっているか。

①ライチョウ　　②イヌ　　③アザラシ　　④ウサギ

問題 19

富山市八尾地域【とやましやつおちいき】、南砺市平地域【なんとしたいらちいき】、朝日町蛭谷【あさひま

ちびるだに】で共通【きょうつう】して生産【せいさん】されている工芸品【こうげいひん】とは。

①銅器【どうき】　　　　　②木彫刻【もくちょうこく】

③焼【や】き物【もの】　　④越中和紙【えっちゅうわし】

問題 20

富山県内【とやまけんない】でも化石【かせき】が見【み】つかっている、古代【こだい】の動物【どうぶ

つ】「ナウマン○○」の○に入【はい】る言葉【ことば】は。

①ウシ　　②クマ　　③ゾウ　　④トラ

問題 21

骨川市【なめりかわし】が海洋深層水【かいようしんそうすい】を活用【かつよう】し、昨年度【さくねん

ど】からブランド化【か】に取【と】り組【く】んでいる野菜【やさい】は。

①イチゴ　　②スイカ　　③トマト　　④ピーマン

問題 22

急【きゅう】な角度【かくど】の茅葺屋根【かやぶきやね】が特徴【とくちょう】の住宅建築様式【じゅう

たくけんちくようしき】で、南砺市五箇山地方【なんとしごかやまちほう】の集落【しゅうらく】が世界遺

産【せかいいさん】に登録【とうろく】されているのは。

①寄【よ】せ棟造【むねづく】り　　②校倉造【あぜくらづく】り

③数寄屋造【すきやづく】り　　　　④合掌造【がっしょうづく】り

問題 23

朝日町【あさひまち】に伝【つた】わる、人々【ひとびと】が集【あつ】まってお茶【ちゃ】を泡立【あわ

だ】てながら飲【の】む風習【ふうしゅう】およびその際【さい】に飲【の】むお茶【ちゃ】は何【なに】。

①おらっ茶【ちゃ】　　②バタバタ茶【ちゃ】　　③どくだみ茶【ちゃ】　　④玄米茶【げんまいちゃ】

問題 24

ACT 富山国際協力協会【とやまこくさいきょうりょくきょうかい】は富山市内【とやましない】の小学校【しょ

うがっこう】を通【つう】じて使【つか】われなくなった○○を集【あつ】めてカンボジアの子【こ】ど

もたちに贈【おく】る活動【かつどう】をし、これまでの 12 年間【ねんかん】に１万【まん】9,000 個以

上【こいじょう】を届【とど】けているが、○に入【はい】る語句【ごく】は。

①サッカーボール　　②そろばん　　③ペンケース　　④ランドセル

問題 25

毎年【まいとし】６月【がつ】10 日【か】の「時【とき】の記念日【きねんび】」に、富山市【とやまし】

の神通川河川敷【じんづうがわかせんじき】で「ドン」と呼【よ】ばれる花火【はなび】が打【う】ち上【あ】

がるが、それは何【なに】を知【し】らせるものか。

①正午【しょうご】　　②日【ひ】の出【で】　　③日没【にちぼつ】　　④午前０時【ごぜんれいじ】

問題 26

地元【じもと】の小学生【しょうがくせい】が「こども公園部長【こうえんぶちょう】」になって大人【お

とな】たちと協力【きょうりょく】しながら公園造【こうえんづく】りに取【と】り組【く】む「京坪川

河川公園【きょうつぼかわかせんこうえん】」がある、日本一【にほんいち】小【ちい】さい村【むら】と

しても知【し】られるところは。

①舟橋村【ふなはしむら】　　②山田村【やまだむら】　　

③平村【たいらむら】　　　　④上平村【かみたいらむら】

問題 27

富山市西町【とやましにしちょう】にある「TOYAMAキラリ」のビルには、市【し】○○美術館【びじゅつ

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

①ガラス　　②書道【しょどう】　　③彫刻【ちょうこく】　　④アニメ

問題 28

毎年【まいとし】４月【がつ】、富山市【とやまし】でにぎやかに開【ひら】かれる「全日本【ぜんにほん】

○○コンクール」の、○に入【はい】る言葉【ことば】は。

①大食【おおぐ】い　　②お笑【わら】い　　③コスプレ　　④チンドン

問題 29

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

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

①稚児舞【ちごまい】　　②虫送【むしおく】り　　③けんかやま　　④やんさんま

問題 30

毎年【まいとし】５月【がつ】、庄川河川敷【しょうがわかせんじき】に富山県内外【とやまけんないがい】

の愛好者【あいこうしゃ】や親子連【おやこづ】れが集【あつ】まって、ある遊【あそ】びを楽【たの】

しむイベント「越中【えっちゅう】だいもん○○」が開【ひら】かれるが、○に入【はい】る語句【ごく】は。

①けん玉【だま】まつり　　②コマまつり　　③竹馬【たけうま】まつり　　④凧【たこ】まつり

問題 31

地元小学生【じもとしょうがくせい】が作【つく】ったバイオ燃料【ねんりょう】をしみ込【こ】ませた綿【わ

た】に火【ひ】を付【つ】け、段【だん】ボールにのせて川【かわ】に流【なが】す「火流【ひなが】し」

が呼【よ】び物【もの】の一【ひと】つになっている、富山市水橋地区【とやましみずはしちく】で開【ひ

ら】かれる祭【まつ】りは。

①白岩川【しらいわがわ】まつり　　②白岩船【しらいわふね】まつり

③水橋橋【みずはしはし】まつり　　④水橋火【みずはしひ】まつり

問題 32

砺波市【となみし】で開【ひら】かれる伝統行事【でんとうぎょうじ】「出町子供【でまちこども】○○曳

山祭【ひきやままつり】」では、小学生【しょうがくせい】が曳山【ひきやま】の舞台【ぶたい】で○○を

演【えん】じるが、○に入【はい】る語句【ごく】は。

①オペラ　　②歌舞伎【かぶき】　　③漫才【まんざい】　　④落語【らくご】

問題 33

ニホンカモシカが迷【まよ】い込【こ】んだ騒動【そうどう】をもとに、平成【へいせい】21 年【ねん】

（2009）に「カモシカとしょかん」、さらに昨年【さくねん】は「としょかんやさん」と、２冊【さつ】の

絵本【えほん】を出版【しゅっぱん】した図書館【としょかん】は。

①舟橋村立図書館【ふなはしそんりつとしょかん】　　②富山県立図書館【とやまけんりつとしょかん】

③富山市立図書館【とやましりつとしょかん】　　　　④小矢部市民図書館【おやべしみんとしょかん】

問題 34

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

A

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

①おもちゃ　　②絵本【えほん】　　③ゲーム　　④人形【にんぎょう】

問題 35

「忍者【にんじゃ】ハットリくん」や「笑【わら】ゥせぇるすまん」などで知【し】られる氷見市出身【ひ

みししゅっしん】の漫画家【まんがか】は。

①藤子【ふじこ】･Ｆ･不二雄【ふじお】　　②池原【いけはら】しげと

③藤子不二雄【ふじこふじお】○A　　　　　④西本英雄【にしもとひでお】

問題 36

平村【たいらむら】（現【げん】・南砺市【なんとし】）上梨【かみなし】に伝【つた】わるこきりこ踊【おど】

りで、筑子竹【こきりこ】と一緒【いっしょ】に使【つか】われる、108 枚【まい】の板【いた】をひもで

編【あ】んで作【つく】った楽器【がっき】は。

①太鼓【たいこ】　　②胡弓【こきゅう】　　③マリンバ　　④ささら

問題 37

富山市出身【とやまししゅっしん】の八村塁選手【はちむらるいせんしゅ】、馬場雄大選手【ばばゆうだい

せんしゅ】が活躍【かつやく】するスポーツは。

①競泳【きょうえい】　　②柔道【じゅうどう】　　③バスケットボール　　④バレーボール

問題 38

今年春【ことしはる】、黒部市宮野運動公園【くろべしみやのうんどうこうえん】で野外【やがい】ライブ

を開【ひら】き、合【あ】わせて 300 人【にん】の地元小学生【じもとしょうがくせい】との合唱【がっしょ

う】も行【おこな】った人気【にんき】アイドルグループは。

①AKB48　　②乃木坂【のぎざか】46　　③Perfume（パフューム）　　④ももいろクローバーＺ

問題 39

富山県【とやまけん】には市町村【しちょうそん】が全部【ぜんぶ】でいくつあるか。

①10　　②13　　③15　　④17

問題 40

富山弁【とやまべん】で「いいえ」を意味【いみ】するのは。

①なーん　　②どいね　　③おいね　　④はーん



問題１

冬【ふゆ】から春先【はるさき】の富山湾沿岸【とやまわんえんがん】で、風【かぜ】もないのに突然発生

【とつぜんはっせい】する高波【たかなみ】のことを何【なん】というか。

①竜巻【たつまき】　　②寄【よ】り回【まわ】り波【なみ】　　

③あいの風【かぜ】　　④ブリ起【お】こし

問題２

ヒスイの原石【げんせき】さがしや、周辺【しゅうへん】で郷土料理【きょうどりょうり】のタラ汁【じる】

が食【た】べられることで知【し】られる海岸【かいがん】は。

①宮崎海岸【みやざきかいがん】　　②生地海岸【いくじかいがん】

③島尾海岸【しまおかいがん】　　　④灘浦海岸【なだうらかいがん】

問題３

富山県内【とやまけんない】を流【なが】れる次【つぎ】の河川【かせん】のうち、流【なが】れが最【もっ

と】も急【きゅう】なのは。

①片貝川【かたかいがわ】　　　②常願寺川【じょうがんじがわ】

③小矢部川【おやべがわ】　　　④利賀川【とががわ】

問題４

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

県【けん】の花【はな】は。

①チングルマ　　　②チューリップ　　③サクラ　④ハナショウブ

問題５

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

【くに】の特別天然記念物【とくべつてんねんきねんぶつ】および絶滅危惧種【ぜつめつきぐしゅ】の動物【ど

うぶつ】で、今年春【ことしはる】から一般公開【いっぱんこうかい】もされているのは。

①ニホンカモシカ　　②ニホンザル　　③ニホンライチョウ　　④ニホンリス

問題６

富山【とやま】も加盟【かめい】している「世界【せかい】で最【もっと】も美【うつく】しい○○クラブ」

の総会【そうかい】が、今年【ことし】10 月【がつ】、富山市【とやまし】で開【ひら】かれたが、○に入【は

い】る語句【ごく】は。

①川【かわ】　　②街【まち】　　③山【やま】　④湾【わん】

問題７

富山県【とやまけん】の自然保護【しぜんほご】についての知識【ちしき】や体験【たいけん】を深【ふか】

める養成講座【ようせいこうざ】を受講【じゅこう】した県内【けんない】の児童【じどう】・生徒【せいと】

に、県【けん】から認定【にんてい】される「富山県【とやまけん】ジュニア○○」。○に入【はい】る語句【ごく】は。

①アウトドア隊【たい】　　　　　　　　②生【い】きもの探検【たんけん】リーダー

③自然調査員【しぜんちょうさいん】　　④ナチュラリスト

問題８

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

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

【かいづか】」があるところは。

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

問題９

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

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

う】はだれ。

①源　義経【みなもとのよしつね】　　②前田利家【まえだとしいえ】

③木曽義仲【きそよしなか】　　　　　④佐々成政【さっさなりまさ】

問題 10

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

が大量【たいりょう】に作【つく】られていたのはどこか。

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

問題 11

北前船【きたまえぶね】で蝦夷地【えぞち】（現在【げんざい】の北海道【ほっかいどう】）から富山【とや

ま】に運【はこ】ばれていた主【おも】な産物【さんぶつ】は。

①米【こめ】　　②昆布【こんぶ】　　③ブリ　　④野菜【やさい】

問題 12

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

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

も広【ひろ】まったのは。

①水騒動【みずそうどう】　　②パン騒動【そうどう】　　

③米騒動【こめそうどう】　　④ブリ騒動【そうどう】

問題 13

国道【こくどう】41 号【ごう】は、かつて富山【とやま】から飛騨【ひだ】へ○○を運【はこ】んだ歴史【れ

きし】があり、現代【げんだい】では、沿線【えんせん】は多【おお】くの△△賞受賞者【しょうじゅしょ

うしゃ】にもゆかりがあるため別名【べつめい】「○○・△△街道【かいどう】」とも呼【よ】ばれるが、○

と△に入【はい】る語句【ごく】は。

①コメ・アカデミー　　②くすり・ノーベル　　③塩【しお】・アカデミー　　④ぶり・ノーベル

問題 14

新【あたら】しい元号【げんごう】「令和【れいわ】」のもとになった、越中国【えっちゅうこく】、（昔【む

かし】の富山県【とやまけん】）ともかかわりの深【ふか】い書物【しょもつ】は。

①古事記【こじき】　　　　　　②日本書紀【にほんしょき】

③万葉集【まんようしゅう】　　④源氏物語【げんじものがたり】

問題 15

里山【さとやま】の田畑【たはた】をイノシシやクマの被害【ひがい】から守【まも】る「カウベルト」で活躍【か

つやく】する動物【どうぶつ】は。

①牛【うし】　　②馬【うま】　　③大型犬【おおがたけん】　　④鷹【たか】

問題 16

魚津市加積地区【うおづしかづみちく】が富山県内最大【とやまけんないさいだい】の産地【さんち】となっ

ている作物【さくもつ】は何【なに】か。

①大麦【おおむぎ】　　②りんご　　③梨【なし】　　④大根【だいこん】

問題 17

入善町【にゅうぜんまち】のゆるキャラ「ジャンボ～ル三世【さんせい】」のモデルでもある、町【まち】

の特産品【とくさんひん】は。

①かぼちゃ　　②きゅうり　　③西瓜【すいか】　　④大根【だいこん】

問題 18

南砺市【なんとし】で製造【せいぞう】されている「世界一【せかいいち】癒【い】やし効果【こうか】の

高【たか】いロボット」としてギネスブックに認定【にんてい】されたロボットは、どんな動物【どうぶつ】

がモデルとなっているか。

①ライチョウ　　②イヌ　　③アザラシ　　④ウサギ

問題 19

富山市八尾地域【とやましやつおちいき】、南砺市平地域【なんとしたいらちいき】、朝日町蛭谷【あさひま

ちびるだに】で共通【きょうつう】して生産【せいさん】されている工芸品【こうげいひん】とは。

①銅器【どうき】　　　　　②木彫刻【もくちょうこく】

③焼【や】き物【もの】　　④越中和紙【えっちゅうわし】

問題 20

富山県内【とやまけんない】でも化石【かせき】が見【み】つかっている、古代【こだい】の動物【どうぶ

つ】「ナウマン○○」の○に入【はい】る言葉【ことば】は。

①ウシ　　②クマ　　③ゾウ　　④トラ

問題 21

骨川市【なめりかわし】が海洋深層水【かいようしんそうすい】を活用【かつよう】し、昨年度【さくねん

ど】からブランド化【か】に取【と】り組【く】んでいる野菜【やさい】は。

①イチゴ　　②スイカ　　③トマト　　④ピーマン

問題 22

急【きゅう】な角度【かくど】の茅葺屋根【かやぶきやね】が特徴【とくちょう】の住宅建築様式【じゅう

たくけんちくようしき】で、南砺市五箇山地方【なんとしごかやまちほう】の集落【しゅうらく】が世界遺

産【せかいいさん】に登録【とうろく】されているのは。

①寄【よ】せ棟造【むねづく】り　　②校倉造【あぜくらづく】り

③数寄屋造【すきやづく】り　　　　④合掌造【がっしょうづく】り

問題 23

朝日町【あさひまち】に伝【つた】わる、人々【ひとびと】が集【あつ】まってお茶【ちゃ】を泡立【あわ

だ】てながら飲【の】む風習【ふうしゅう】およびその際【さい】に飲【の】むお茶【ちゃ】は何【なに】。

①おらっ茶【ちゃ】　　②バタバタ茶【ちゃ】　　③どくだみ茶【ちゃ】　　④玄米茶【げんまいちゃ】

問題 24

ACT 富山国際協力協会【とやまこくさいきょうりょくきょうかい】は富山市内【とやましない】の小学校【しょ

うがっこう】を通【つう】じて使【つか】われなくなった○○を集【あつ】めてカンボジアの子【こ】ど

もたちに贈【おく】る活動【かつどう】をし、これまでの 12 年間【ねんかん】に１万【まん】9,000 個以

上【こいじょう】を届【とど】けているが、○に入【はい】る語句【ごく】は。

①サッカーボール　　②そろばん　　③ペンケース　　④ランドセル

問題 25

毎年【まいとし】６月【がつ】10 日【か】の「時【とき】の記念日【きねんび】」に、富山市【とやまし】

の神通川河川敷【じんづうがわかせんじき】で「ドン」と呼【よ】ばれる花火【はなび】が打【う】ち上【あ】

がるが、それは何【なに】を知【し】らせるものか。

①正午【しょうご】　　②日【ひ】の出【で】　　③日没【にちぼつ】　　④午前０時【ごぜんれいじ】

問題 26

地元【じもと】の小学生【しょうがくせい】が「こども公園部長【こうえんぶちょう】」になって大人【お

とな】たちと協力【きょうりょく】しながら公園造【こうえんづく】りに取【と】り組【く】む「京坪川

河川公園【きょうつぼかわかせんこうえん】」がある、日本一【にほんいち】小【ちい】さい村【むら】と

しても知【し】られるところは。

①舟橋村【ふなはしむら】　　②山田村【やまだむら】　　

③平村【たいらむら】　　　　④上平村【かみたいらむら】

問題 27

富山市西町【とやましにしちょう】にある「TOYAMAキラリ」のビルには、市【し】○○美術館【びじゅつ

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

①ガラス　　②書道【しょどう】　　③彫刻【ちょうこく】　　④アニメ

問題 28

毎年【まいとし】４月【がつ】、富山市【とやまし】でにぎやかに開【ひら】かれる「全日本【ぜんにほん】

○○コンクール」の、○に入【はい】る言葉【ことば】は。

①大食【おおぐ】い　　②お笑【わら】い　　③コスプレ　　④チンドン

問題 29

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

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

①稚児舞【ちごまい】　　②虫送【むしおく】り　　③けんかやま　　④やんさんま

問題 30

毎年【まいとし】５月【がつ】、庄川河川敷【しょうがわかせんじき】に富山県内外【とやまけんないがい】

の愛好者【あいこうしゃ】や親子連【おやこづ】れが集【あつ】まって、ある遊【あそ】びを楽【たの】

しむイベント「越中【えっちゅう】だいもん○○」が開【ひら】かれるが、○に入【はい】る語句【ごく】は。

①けん玉【だま】まつり　　②コマまつり　　③竹馬【たけうま】まつり　　④凧【たこ】まつり

問題 31

地元小学生【じもとしょうがくせい】が作【つく】ったバイオ燃料【ねんりょう】をしみ込【こ】ませた綿【わ

た】に火【ひ】を付【つ】け、段【だん】ボールにのせて川【かわ】に流【なが】す「火流【ひなが】し」

が呼【よ】び物【もの】の一【ひと】つになっている、富山市水橋地区【とやましみずはしちく】で開【ひ

ら】かれる祭【まつ】りは。

①白岩川【しらいわがわ】まつり　　②白岩船【しらいわふね】まつり

③水橋橋【みずはしはし】まつり　　④水橋火【みずはしひ】まつり

問題 32

砺波市【となみし】で開【ひら】かれる伝統行事【でんとうぎょうじ】「出町子供【でまちこども】○○曳

山祭【ひきやままつり】」では、小学生【しょうがくせい】が曳山【ひきやま】の舞台【ぶたい】で○○を

演【えん】じるが、○に入【はい】る語句【ごく】は。

①オペラ　　②歌舞伎【かぶき】　　③漫才【まんざい】　　④落語【らくご】

問題 33

ニホンカモシカが迷【まよ】い込【こ】んだ騒動【そうどう】をもとに、平成【へいせい】21 年【ねん】

（2009）に「カモシカとしょかん」、さらに昨年【さくねん】は「としょかんやさん」と、２冊【さつ】の

絵本【えほん】を出版【しゅっぱん】した図書館【としょかん】は。

①舟橋村立図書館【ふなはしそんりつとしょかん】　　②富山県立図書館【とやまけんりつとしょかん】

③富山市立図書館【とやましりつとしょかん】　　　　④小矢部市民図書館【おやべしみんとしょかん】

問題 34

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

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

①おもちゃ　　②絵本【えほん】　　③ゲーム　　④人形【にんぎょう】

問題 35

「忍者【にんじゃ】ハットリくん」や「笑【わら】ゥせぇるすまん」などで知【し】られる氷見市出身【ひ

みししゅっしん】の漫画家【まんがか】は。

①藤子【ふじこ】･Ｆ･不二雄【ふじお】　　②池原【いけはら】しげと

③藤子不二雄【ふじこふじお】○A　　　　　④西本英雄【にしもとひでお】

問題 36

平村【たいらむら】（現【げん】・南砺市【なんとし】）上梨【かみなし】に伝【つた】わるこきりこ踊【おど】

りで、筑子竹【こきりこ】と一緒【いっしょ】に使【つか】われる、108 枚【まい】の板【いた】をひもで

編【あ】んで作【つく】った楽器【がっき】は。

①太鼓【たいこ】　　②胡弓【こきゅう】　　③マリンバ　　④ささら

問題 37

富山市出身【とやまししゅっしん】の八村塁選手【はちむらるいせんしゅ】、馬場雄大選手【ばばゆうだい

せんしゅ】が活躍【かつやく】するスポーツは。

①競泳【きょうえい】　　②柔道【じゅうどう】　　③バスケットボール　　④バレーボール

問題 38

今年春【ことしはる】、黒部市宮野運動公園【くろべしみやのうんどうこうえん】で野外【やがい】ライブ

を開【ひら】き、合【あ】わせて 300 人【にん】の地元小学生【じもとしょうがくせい】との合唱【がっしょ

う】も行【おこな】った人気【にんき】アイドルグループは。

①AKB48　　②乃木坂【のぎざか】46　　③Perfume（パフューム）　　④ももいろクローバーＺ

問題 39

富山県【とやまけん】には市町村【しちょうそん】が全部【ぜんぶ】でいくつあるか。

①10　　②13　　③15　　④17

問題 40

富山弁【とやまべん】で「いいえ」を意味【いみ】するのは。

①なーん　　②どいね　　③おいね　　④はーん

問題１

冬【ふゆ】から春先【はるさき】の富山湾沿岸【とやまわんえんがん】で、風【かぜ】もないのに突然発生

【とつぜんはっせい】する高波【たかなみ】のことを何【なん】というか。

①竜巻【たつまき】　　②寄【よ】り回【まわ】り波【なみ】　　

③あいの風【かぜ】　　④ブリ起【お】こし

問題２

ヒスイの原石【げんせき】さがしや、周辺【しゅうへん】で郷土料理【きょうどりょうり】のタラ汁【じる】

が食【た】べられることで知【し】られる海岸【かいがん】は。

①宮崎海岸【みやざきかいがん】　　②生地海岸【いくじかいがん】

③島尾海岸【しまおかいがん】　　　④灘浦海岸【なだうらかいがん】

問題３

富山県内【とやまけんない】を流【なが】れる次【つぎ】の河川【かせん】のうち、流【なが】れが最【もっ

と】も急【きゅう】なのは。

①片貝川【かたかいがわ】　　　②常願寺川【じょうがんじがわ】

③小矢部川【おやべがわ】　　　④利賀川【とががわ】

問題４

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

県【けん】の花【はな】は。

①チングルマ　　　②チューリップ　　③サクラ　④ハナショウブ

問題５

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

【くに】の特別天然記念物【とくべつてんねんきねんぶつ】および絶滅危惧種【ぜつめつきぐしゅ】の動物【ど

うぶつ】で、今年春【ことしはる】から一般公開【いっぱんこうかい】もされているのは。

①ニホンカモシカ　　②ニホンザル　　③ニホンライチョウ　　④ニホンリス

問題６

富山【とやま】も加盟【かめい】している「世界【せかい】で最【もっと】も美【うつく】しい○○クラブ」

の総会【そうかい】が、今年【ことし】10 月【がつ】、富山市【とやまし】で開【ひら】かれたが、○に入【は

い】る語句【ごく】は。

①川【かわ】　　②街【まち】　　③山【やま】　④湾【わん】

問題７

富山県【とやまけん】の自然保護【しぜんほご】についての知識【ちしき】や体験【たいけん】を深【ふか】

める養成講座【ようせいこうざ】を受講【じゅこう】した県内【けんない】の児童【じどう】・生徒【せいと】

に、県【けん】から認定【にんてい】される「富山県【とやまけん】ジュニア○○」。○に入【はい】る語句【ごく】は。

①アウトドア隊【たい】　　　　　　　　②生【い】きもの探検【たんけん】リーダー

③自然調査員【しぜんちょうさいん】　　④ナチュラリスト

問題８

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

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

【かいづか】」があるところは。

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

問題９

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

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

う】はだれ。

①源　義経【みなもとのよしつね】　　②前田利家【まえだとしいえ】

③木曽義仲【きそよしなか】　　　　　④佐々成政【さっさなりまさ】

問題 10

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

が大量【たいりょう】に作【つく】られていたのはどこか。

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

問題 11

北前船【きたまえぶね】で蝦夷地【えぞち】（現在【げんざい】の北海道【ほっかいどう】）から富山【とや

ま】に運【はこ】ばれていた主【おも】な産物【さんぶつ】は。

①米【こめ】　　②昆布【こんぶ】　　③ブリ　　④野菜【やさい】

問題 12

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

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

も広【ひろ】まったのは。

①水騒動【みずそうどう】　　②パン騒動【そうどう】　　

③米騒動【こめそうどう】　　④ブリ騒動【そうどう】

問題 13

国道【こくどう】41 号【ごう】は、かつて富山【とやま】から飛騨【ひだ】へ○○を運【はこ】んだ歴史【れ

きし】があり、現代【げんだい】では、沿線【えんせん】は多【おお】くの△△賞受賞者【しょうじゅしょ

うしゃ】にもゆかりがあるため別名【べつめい】「○○・△△街道【かいどう】」とも呼【よ】ばれるが、○

と△に入【はい】る語句【ごく】は。

①コメ・アカデミー　　②くすり・ノーベル　　③塩【しお】・アカデミー　　④ぶり・ノーベル

問題 14

新【あたら】しい元号【げんごう】「令和【れいわ】」のもとになった、越中国【えっちゅうこく】、（昔【む

かし】の富山県【とやまけん】）ともかかわりの深【ふか】い書物【しょもつ】は。

①古事記【こじき】　　　　　　②日本書紀【にほんしょき】

③万葉集【まんようしゅう】　　④源氏物語【げんじものがたり】

問題 15

里山【さとやま】の田畑【たはた】をイノシシやクマの被害【ひがい】から守【まも】る「カウベルト」で活躍【か

つやく】する動物【どうぶつ】は。

①牛【うし】　　②馬【うま】　　③大型犬【おおがたけん】　　④鷹【たか】

問題 16

魚津市加積地区【うおづしかづみちく】が富山県内最大【とやまけんないさいだい】の産地【さんち】となっ

ている作物【さくもつ】は何【なに】か。

①大麦【おおむぎ】　　②りんご　　③梨【なし】　　④大根【だいこん】

問題 17

入善町【にゅうぜんまち】のゆるキャラ「ジャンボ～ル三世【さんせい】」のモデルでもある、町【まち】

の特産品【とくさんひん】は。

①かぼちゃ　　②きゅうり　　③西瓜【すいか】　　④大根【だいこん】

問題 18

南砺市【なんとし】で製造【せいぞう】されている「世界一【せかいいち】癒【い】やし効果【こうか】の

高【たか】いロボット」としてギネスブックに認定【にんてい】されたロボットは、どんな動物【どうぶつ】

がモデルとなっているか。

①ライチョウ　　②イヌ　　③アザラシ　　④ウサギ

問題 19

富山市八尾地域【とやましやつおちいき】、南砺市平地域【なんとしたいらちいき】、朝日町蛭谷【あさひま

ちびるだに】で共通【きょうつう】して生産【せいさん】されている工芸品【こうげいひん】とは。

①銅器【どうき】　　　　　②木彫刻【もくちょうこく】

③焼【や】き物【もの】　　④越中和紙【えっちゅうわし】

問題 20

富山県内【とやまけんない】でも化石【かせき】が見【み】つかっている、古代【こだい】の動物【どうぶ

つ】「ナウマン○○」の○に入【はい】る言葉【ことば】は。

①ウシ　　②クマ　　③ゾウ　　④トラ

問題 21

骨川市【なめりかわし】が海洋深層水【かいようしんそうすい】を活用【かつよう】し、昨年度【さくねん

ど】からブランド化【か】に取【と】り組【く】んでいる野菜【やさい】は。

①イチゴ　　②スイカ　　③トマト　　④ピーマン

問題 22

急【きゅう】な角度【かくど】の茅葺屋根【かやぶきやね】が特徴【とくちょう】の住宅建築様式【じゅう

たくけんちくようしき】で、南砺市五箇山地方【なんとしごかやまちほう】の集落【しゅうらく】が世界遺

産【せかいいさん】に登録【とうろく】されているのは。

①寄【よ】せ棟造【むねづく】り　　②校倉造【あぜくらづく】り

③数寄屋造【すきやづく】り　　　　④合掌造【がっしょうづく】り

問題 23

朝日町【あさひまち】に伝【つた】わる、人々【ひとびと】が集【あつ】まってお茶【ちゃ】を泡立【あわ

だ】てながら飲【の】む風習【ふうしゅう】およびその際【さい】に飲【の】むお茶【ちゃ】は何【なに】。

①おらっ茶【ちゃ】　　②バタバタ茶【ちゃ】　　③どくだみ茶【ちゃ】　　④玄米茶【げんまいちゃ】

問題 24

ACT 富山国際協力協会【とやまこくさいきょうりょくきょうかい】は富山市内【とやましない】の小学校【しょ

うがっこう】を通【つう】じて使【つか】われなくなった○○を集【あつ】めてカンボジアの子【こ】ど

もたちに贈【おく】る活動【かつどう】をし、これまでの 12 年間【ねんかん】に１万【まん】9,000 個以

上【こいじょう】を届【とど】けているが、○に入【はい】る語句【ごく】は。

①サッカーボール　　②そろばん　　③ペンケース　　④ランドセル

問題 25

毎年【まいとし】６月【がつ】10 日【か】の「時【とき】の記念日【きねんび】」に、富山市【とやまし】

の神通川河川敷【じんづうがわかせんじき】で「ドン」と呼【よ】ばれる花火【はなび】が打【う】ち上【あ】

がるが、それは何【なに】を知【し】らせるものか。

①正午【しょうご】　　②日【ひ】の出【で】　　③日没【にちぼつ】　　④午前０時【ごぜんれいじ】

問題 26

地元【じもと】の小学生【しょうがくせい】が「こども公園部長【こうえんぶちょう】」になって大人【お

とな】たちと協力【きょうりょく】しながら公園造【こうえんづく】りに取【と】り組【く】む「京坪川

河川公園【きょうつぼかわかせんこうえん】」がある、日本一【にほんいち】小【ちい】さい村【むら】と

しても知【し】られるところは。

①舟橋村【ふなはしむら】　　②山田村【やまだむら】　　

③平村【たいらむら】　　　　④上平村【かみたいらむら】

問題 27

富山市西町【とやましにしちょう】にある「TOYAMAキラリ」のビルには、市【し】○○美術館【びじゅつ

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

①ガラス　　②書道【しょどう】　　③彫刻【ちょうこく】　　④アニメ

問題 28

毎年【まいとし】４月【がつ】、富山市【とやまし】でにぎやかに開【ひら】かれる「全日本【ぜんにほん】

○○コンクール」の、○に入【はい】る言葉【ことば】は。

①大食【おおぐ】い　　②お笑【わら】い　　③コスプレ　　④チンドン

問題 29

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

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

①稚児舞【ちごまい】　　②虫送【むしおく】り　　③けんかやま　　④やんさんま

問題 30

毎年【まいとし】５月【がつ】、庄川河川敷【しょうがわかせんじき】に富山県内外【とやまけんないがい】

の愛好者【あいこうしゃ】や親子連【おやこづ】れが集【あつ】まって、ある遊【あそ】びを楽【たの】

しむイベント「越中【えっちゅう】だいもん○○」が開【ひら】かれるが、○に入【はい】る語句【ごく】は。

①けん玉【だま】まつり　　②コマまつり　　③竹馬【たけうま】まつり　　④凧【たこ】まつり

問題 31

地元小学生【じもとしょうがくせい】が作【つく】ったバイオ燃料【ねんりょう】をしみ込【こ】ませた綿【わ

た】に火【ひ】を付【つ】け、段【だん】ボールにのせて川【かわ】に流【なが】す「火流【ひなが】し」

が呼【よ】び物【もの】の一【ひと】つになっている、富山市水橋地区【とやましみずはしちく】で開【ひ

ら】かれる祭【まつ】りは。

①白岩川【しらいわがわ】まつり　　②白岩船【しらいわふね】まつり

③水橋橋【みずはしはし】まつり　　④水橋火【みずはしひ】まつり

問題 32

砺波市【となみし】で開【ひら】かれる伝統行事【でんとうぎょうじ】「出町子供【でまちこども】○○曳

山祭【ひきやままつり】」では、小学生【しょうがくせい】が曳山【ひきやま】の舞台【ぶたい】で○○を

演【えん】じるが、○に入【はい】る語句【ごく】は。

①オペラ　　②歌舞伎【かぶき】　　③漫才【まんざい】　　④落語【らくご】

問題 33

ニホンカモシカが迷【まよ】い込【こ】んだ騒動【そうどう】をもとに、平成【へいせい】21 年【ねん】

（2009）に「カモシカとしょかん」、さらに昨年【さくねん】は「としょかんやさん」と、２冊【さつ】の

絵本【えほん】を出版【しゅっぱん】した図書館【としょかん】は。

①舟橋村立図書館【ふなはしそんりつとしょかん】　　②富山県立図書館【とやまけんりつとしょかん】

③富山市立図書館【とやましりつとしょかん】　　　　④小矢部市民図書館【おやべしみんとしょかん】

問題 34

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

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

①おもちゃ　　②絵本【えほん】　　③ゲーム　　④人形【にんぎょう】

問題 35

「忍者【にんじゃ】ハットリくん」や「笑【わら】ゥせぇるすまん」などで知【し】られる氷見市出身【ひ

みししゅっしん】の漫画家【まんがか】は。

①藤子【ふじこ】･Ｆ･不二雄【ふじお】　　②池原【いけはら】しげと

③藤子不二雄【ふじこふじお】○A　　　　　④西本英雄【にしもとひでお】

問題 36

平村【たいらむら】（現【げん】・南砺市【なんとし】）上梨【かみなし】に伝【つた】わるこきりこ踊【おど】

りで、筑子竹【こきりこ】と一緒【いっしょ】に使【つか】われる、108 枚【まい】の板【いた】をひもで

編【あ】んで作【つく】った楽器【がっき】は。

①太鼓【たいこ】　　②胡弓【こきゅう】　　③マリンバ　　④ささら

問題 37

富山市出身【とやまししゅっしん】の八村塁選手【はちむらるいせんしゅ】、馬場雄大選手【ばばゆうだい

せんしゅ】が活躍【かつやく】するスポーツは。

①競泳【きょうえい】　　②柔道【じゅうどう】　　③バスケットボール　　④バレーボール

問題 38

今年春【ことしはる】、黒部市宮野運動公園【くろべしみやのうんどうこうえん】で野外【やがい】ライブ

を開【ひら】き、合【あ】わせて 300 人【にん】の地元小学生【じもとしょうがくせい】との合唱【がっしょ

う】も行【おこな】った人気【にんき】アイドルグループは。

①AKB48　　②乃木坂【のぎざか】46　　③Perfume（パフューム）　　④ももいろクローバーＺ

問題 39

富山県【とやまけん】には市町村【しちょうそん】が全部【ぜんぶ】でいくつあるか。

①10　　②13　　③15　　④17

問題 40

富山弁【とやまべん】で「いいえ」を意味【いみ】するのは。

①なーん　　②どいね　　③おいね　　④はーん



問題１

冬【ふゆ】から春先【はるさき】の富山湾沿岸【とやまわんえんがん】で、風【かぜ】もないのに突然発生

【とつぜんはっせい】する高波【たかなみ】のことを何【なん】というか。

①竜巻【たつまき】　　②寄【よ】り回【まわ】り波【なみ】　　

③あいの風【かぜ】　　④ブリ起【お】こし

問題２

ヒスイの原石【げんせき】さがしや、周辺【しゅうへん】で郷土料理【きょうどりょうり】のタラ汁【じる】

が食【た】べられることで知【し】られる海岸【かいがん】は。

①宮崎海岸【みやざきかいがん】　　②生地海岸【いくじかいがん】

③島尾海岸【しまおかいがん】　　　④灘浦海岸【なだうらかいがん】

問題３

富山県内【とやまけんない】を流【なが】れる次【つぎ】の河川【かせん】のうち、流【なが】れが最【もっ

と】も急【きゅう】なのは。

①片貝川【かたかいがわ】　　　②常願寺川【じょうがんじがわ】

③小矢部川【おやべがわ】　　　④利賀川【とががわ】

問題４

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

県【けん】の花【はな】は。

①チングルマ　　　②チューリップ　　③サクラ　④ハナショウブ

問題５

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

【くに】の特別天然記念物【とくべつてんねんきねんぶつ】および絶滅危惧種【ぜつめつきぐしゅ】の動物【ど

うぶつ】で、今年春【ことしはる】から一般公開【いっぱんこうかい】もされているのは。

①ニホンカモシカ　　②ニホンザル　　③ニホンライチョウ　　④ニホンリス

問題６

富山【とやま】も加盟【かめい】している「世界【せかい】で最【もっと】も美【うつく】しい○○クラブ」

の総会【そうかい】が、今年【ことし】10 月【がつ】、富山市【とやまし】で開【ひら】かれたが、○に入【は

い】る語句【ごく】は。

①川【かわ】　　②街【まち】　　③山【やま】　④湾【わん】

問題７

富山県【とやまけん】の自然保護【しぜんほご】についての知識【ちしき】や体験【たいけん】を深【ふか】

める養成講座【ようせいこうざ】を受講【じゅこう】した県内【けんない】の児童【じどう】・生徒【せいと】

に、県【けん】から認定【にんてい】される「富山県【とやまけん】ジュニア○○」。○に入【はい】る語句【ごく】は。

①アウトドア隊【たい】　　　　　　　　②生【い】きもの探検【たんけん】リーダー

③自然調査員【しぜんちょうさいん】　　④ナチュラリスト

問題８

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

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

【かいづか】」があるところは。

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

問題９

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

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

う】はだれ。

①源　義経【みなもとのよしつね】　　②前田利家【まえだとしいえ】

③木曽義仲【きそよしなか】　　　　　④佐々成政【さっさなりまさ】

問題 10

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

が大量【たいりょう】に作【つく】られていたのはどこか。

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

問題 11

北前船【きたまえぶね】で蝦夷地【えぞち】（現在【げんざい】の北海道【ほっかいどう】）から富山【とや

ま】に運【はこ】ばれていた主【おも】な産物【さんぶつ】は。

①米【こめ】　　②昆布【こんぶ】　　③ブリ　　④野菜【やさい】

問題 12

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

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

も広【ひろ】まったのは。

①水騒動【みずそうどう】　　②パン騒動【そうどう】　　

③米騒動【こめそうどう】　　④ブリ騒動【そうどう】

問題 13

国道【こくどう】41 号【ごう】は、かつて富山【とやま】から飛騨【ひだ】へ○○を運【はこ】んだ歴史【れ

きし】があり、現代【げんだい】では、沿線【えんせん】は多【おお】くの△△賞受賞者【しょうじゅしょ

うしゃ】にもゆかりがあるため別名【べつめい】「○○・△△街道【かいどう】」とも呼【よ】ばれるが、○

と△に入【はい】る語句【ごく】は。

①コメ・アカデミー　　②くすり・ノーベル　　③塩【しお】・アカデミー　　④ぶり・ノーベル

問題 14

新【あたら】しい元号【げんごう】「令和【れいわ】」のもとになった、越中国【えっちゅうこく】、（昔【む

かし】の富山県【とやまけん】）ともかかわりの深【ふか】い書物【しょもつ】は。

①古事記【こじき】　　　　　　②日本書紀【にほんしょき】

③万葉集【まんようしゅう】　　④源氏物語【げんじものがたり】

問題 15

里山【さとやま】の田畑【たはた】をイノシシやクマの被害【ひがい】から守【まも】る「カウベルト」で活躍【か

つやく】する動物【どうぶつ】は。

①牛【うし】　　②馬【うま】　　③大型犬【おおがたけん】　　④鷹【たか】

問題 16

魚津市加積地区【うおづしかづみちく】が富山県内最大【とやまけんないさいだい】の産地【さんち】となっ

ている作物【さくもつ】は何【なに】か。

①大麦【おおむぎ】　　②りんご　　③梨【なし】　　④大根【だいこん】

問題 17

入善町【にゅうぜんまち】のゆるキャラ「ジャンボ～ル三世【さんせい】」のモデルでもある、町【まち】

の特産品【とくさんひん】は。

①かぼちゃ　　②きゅうり　　③西瓜【すいか】　　④大根【だいこん】

問題 18

南砺市【なんとし】で製造【せいぞう】されている「世界一【せかいいち】癒【い】やし効果【こうか】の

高【たか】いロボット」としてギネスブックに認定【にんてい】されたロボットは、どんな動物【どうぶつ】

がモデルとなっているか。

①ライチョウ　　②イヌ　　③アザラシ　　④ウサギ

問題 19

富山市八尾地域【とやましやつおちいき】、南砺市平地域【なんとしたいらちいき】、朝日町蛭谷【あさひま

ちびるだに】で共通【きょうつう】して生産【せいさん】されている工芸品【こうげいひん】とは。

①銅器【どうき】　　　　　②木彫刻【もくちょうこく】

③焼【や】き物【もの】　　④越中和紙【えっちゅうわし】

問題 20

富山県内【とやまけんない】でも化石【かせき】が見【み】つかっている、古代【こだい】の動物【どうぶ

つ】「ナウマン○○」の○に入【はい】る言葉【ことば】は。

①ウシ　　②クマ　　③ゾウ　　④トラ

問題 21

骨川市【なめりかわし】が海洋深層水【かいようしんそうすい】を活用【かつよう】し、昨年度【さくねん

ど】からブランド化【か】に取【と】り組【く】んでいる野菜【やさい】は。

①イチゴ　　②スイカ　　③トマト　　④ピーマン

問題 22

急【きゅう】な角度【かくど】の茅葺屋根【かやぶきやね】が特徴【とくちょう】の住宅建築様式【じゅう

たくけんちくようしき】で、南砺市五箇山地方【なんとしごかやまちほう】の集落【しゅうらく】が世界遺

産【せかいいさん】に登録【とうろく】されているのは。

①寄【よ】せ棟造【むねづく】り　　②校倉造【あぜくらづく】り

③数寄屋造【すきやづく】り　　　　④合掌造【がっしょうづく】り

問題 23

朝日町【あさひまち】に伝【つた】わる、人々【ひとびと】が集【あつ】まってお茶【ちゃ】を泡立【あわ

だ】てながら飲【の】む風習【ふうしゅう】およびその際【さい】に飲【の】むお茶【ちゃ】は何【なに】。

①おらっ茶【ちゃ】　　②バタバタ茶【ちゃ】　　③どくだみ茶【ちゃ】　　④玄米茶【げんまいちゃ】

問題 24

ACT 富山国際協力協会【とやまこくさいきょうりょくきょうかい】は富山市内【とやましない】の小学校【しょ

うがっこう】を通【つう】じて使【つか】われなくなった○○を集【あつ】めてカンボジアの子【こ】ど

もたちに贈【おく】る活動【かつどう】をし、これまでの 12 年間【ねんかん】に１万【まん】9,000 個以

上【こいじょう】を届【とど】けているが、○に入【はい】る語句【ごく】は。

①サッカーボール　　②そろばん　　③ペンケース　　④ランドセル

問題 25

毎年【まいとし】６月【がつ】10 日【か】の「時【とき】の記念日【きねんび】」に、富山市【とやまし】

の神通川河川敷【じんづうがわかせんじき】で「ドン」と呼【よ】ばれる花火【はなび】が打【う】ち上【あ】

がるが、それは何【なに】を知【し】らせるものか。

①正午【しょうご】　　②日【ひ】の出【で】　　③日没【にちぼつ】　　④午前０時【ごぜんれいじ】

問題 26

地元【じもと】の小学生【しょうがくせい】が「こども公園部長【こうえんぶちょう】」になって大人【お

とな】たちと協力【きょうりょく】しながら公園造【こうえんづく】りに取【と】り組【く】む「京坪川

河川公園【きょうつぼかわかせんこうえん】」がある、日本一【にほんいち】小【ちい】さい村【むら】と

しても知【し】られるところは。

①舟橋村【ふなはしむら】　　②山田村【やまだむら】　　

③平村【たいらむら】　　　　④上平村【かみたいらむら】

問題 27

富山市西町【とやましにしちょう】にある「TOYAMAキラリ」のビルには、市【し】○○美術館【びじゅつ

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

①ガラス　　②書道【しょどう】　　③彫刻【ちょうこく】　　④アニメ

問題 28

毎年【まいとし】４月【がつ】、富山市【とやまし】でにぎやかに開【ひら】かれる「全日本【ぜんにほん】

○○コンクール」の、○に入【はい】る言葉【ことば】は。

①大食【おおぐ】い　　②お笑【わら】い　　③コスプレ　　④チンドン

問題 29

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

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

①稚児舞【ちごまい】　　②虫送【むしおく】り　　③けんかやま　　④やんさんま

問題 30

毎年【まいとし】５月【がつ】、庄川河川敷【しょうがわかせんじき】に富山県内外【とやまけんないがい】

の愛好者【あいこうしゃ】や親子連【おやこづ】れが集【あつ】まって、ある遊【あそ】びを楽【たの】

しむイベント「越中【えっちゅう】だいもん○○」が開【ひら】かれるが、○に入【はい】る語句【ごく】は。

①けん玉【だま】まつり　　②コマまつり　　③竹馬【たけうま】まつり　　④凧【たこ】まつり

問題 31

地元小学生【じもとしょうがくせい】が作【つく】ったバイオ燃料【ねんりょう】をしみ込【こ】ませた綿【わ

た】に火【ひ】を付【つ】け、段【だん】ボールにのせて川【かわ】に流【なが】す「火流【ひなが】し」

が呼【よ】び物【もの】の一【ひと】つになっている、富山市水橋地区【とやましみずはしちく】で開【ひ

ら】かれる祭【まつ】りは。

①白岩川【しらいわがわ】まつり　　②白岩船【しらいわふね】まつり

③水橋橋【みずはしはし】まつり　　④水橋火【みずはしひ】まつり

問題 32

砺波市【となみし】で開【ひら】かれる伝統行事【でんとうぎょうじ】「出町子供【でまちこども】○○曳

山祭【ひきやままつり】」では、小学生【しょうがくせい】が曳山【ひきやま】の舞台【ぶたい】で○○を

演【えん】じるが、○に入【はい】る語句【ごく】は。

①オペラ　　②歌舞伎【かぶき】　　③漫才【まんざい】　　④落語【らくご】

問題 33

ニホンカモシカが迷【まよ】い込【こ】んだ騒動【そうどう】をもとに、平成【へいせい】21 年【ねん】

（2009）に「カモシカとしょかん」、さらに昨年【さくねん】は「としょかんやさん」と、２冊【さつ】の

絵本【えほん】を出版【しゅっぱん】した図書館【としょかん】は。

①舟橋村立図書館【ふなはしそんりつとしょかん】　　②富山県立図書館【とやまけんりつとしょかん】

③富山市立図書館【とやましりつとしょかん】　　　　④小矢部市民図書館【おやべしみんとしょかん】

問題 34

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

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

①おもちゃ　　②絵本【えほん】　　③ゲーム　　④人形【にんぎょう】

問題 35

「忍者【にんじゃ】ハットリくん」や「笑【わら】ゥせぇるすまん」などで知【し】られる氷見市出身【ひ

みししゅっしん】の漫画家【まんがか】は。

①藤子【ふじこ】･Ｆ･不二雄【ふじお】　　②池原【いけはら】しげと

③藤子不二雄【ふじこふじお】○A　　　　　④西本英雄【にしもとひでお】

問題 36

平村【たいらむら】（現【げん】・南砺市【なんとし】）上梨【かみなし】に伝【つた】わるこきりこ踊【おど】

りで、筑子竹【こきりこ】と一緒【いっしょ】に使【つか】われる、108 枚【まい】の板【いた】をひもで

編【あ】んで作【つく】った楽器【がっき】は。

①太鼓【たいこ】　　②胡弓【こきゅう】　　③マリンバ　　④ささら

問題 37

富山市出身【とやまししゅっしん】の八村塁選手【はちむらるいせんしゅ】、馬場雄大選手【ばばゆうだい

せんしゅ】が活躍【かつやく】するスポーツは。

①競泳【きょうえい】　　②柔道【じゅうどう】　　③バスケットボール　　④バレーボール

問題 38

今年春【ことしはる】、黒部市宮野運動公園【くろべしみやのうんどうこうえん】で野外【やがい】ライブ

を開【ひら】き、合【あ】わせて 300 人【にん】の地元小学生【じもとしょうがくせい】との合唱【がっしょ

う】も行【おこな】った人気【にんき】アイドルグループは。

①AKB48　　②乃木坂【のぎざか】46　　③Perfume（パフューム）　　④ももいろクローバーＺ

問題 39

富山県【とやまけん】には市町村【しちょうそん】が全部【ぜんぶ】でいくつあるか。

①10　　②13　　③15　　④17

問題 40

富山弁【とやまべん】で「いいえ」を意味【いみ】するのは。

①なーん　　②どいね　　③おいね　　④はーん



問題１

冬【ふゆ】から春先【はるさき】の富山湾沿岸【とやまわんえんがん】で、風【かぜ】もないのに突然発生

【とつぜんはっせい】する高波【たかなみ】のことを何【なん】というか。

①竜巻【たつまき】　　②寄【よ】り回【まわ】り波【なみ】　　

③あいの風【かぜ】　　④ブリ起【お】こし

問題２

ヒスイの原石【げんせき】さがしや、周辺【しゅうへん】で郷土料理【きょうどりょうり】のタラ汁【じる】

が食【た】べられることで知【し】られる海岸【かいがん】は。

①宮崎海岸【みやざきかいがん】　　②生地海岸【いくじかいがん】

③島尾海岸【しまおかいがん】　　　④灘浦海岸【なだうらかいがん】

問題３

富山県内【とやまけんない】を流【なが】れる次【つぎ】の河川【かせん】のうち、流【なが】れが最【もっ

と】も急【きゅう】なのは。

①片貝川【かたかいがわ】　　　②常願寺川【じょうがんじがわ】

③小矢部川【おやべがわ】　　　④利賀川【とががわ】

問題４

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

県【けん】の花【はな】は。

①チングルマ　　　②チューリップ　　③サクラ　④ハナショウブ

問題５

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

【くに】の特別天然記念物【とくべつてんねんきねんぶつ】および絶滅危惧種【ぜつめつきぐしゅ】の動物【ど

うぶつ】で、今年春【ことしはる】から一般公開【いっぱんこうかい】もされているのは。

①ニホンカモシカ　　②ニホンザル　　③ニホンライチョウ　　④ニホンリス

問題６

富山【とやま】も加盟【かめい】している「世界【せかい】で最【もっと】も美【うつく】しい○○クラブ」

の総会【そうかい】が、今年【ことし】10 月【がつ】、富山市【とやまし】で開【ひら】かれたが、○に入【は

い】る語句【ごく】は。

①川【かわ】　　②街【まち】　　③山【やま】　④湾【わん】

問題７

富山県【とやまけん】の自然保護【しぜんほご】についての知識【ちしき】や体験【たいけん】を深【ふか】

める養成講座【ようせいこうざ】を受講【じゅこう】した県内【けんない】の児童【じどう】・生徒【せいと】

に、県【けん】から認定【にんてい】される「富山県【とやまけん】ジュニア○○」。○に入【はい】る語句【ごく】は。

①アウトドア隊【たい】　　　　　　　　②生【い】きもの探検【たんけん】リーダー

③自然調査員【しぜんちょうさいん】　　④ナチュラリスト

問題８

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

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

【かいづか】」があるところは。

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

問題９

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

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

う】はだれ。

①源　義経【みなもとのよしつね】　　②前田利家【まえだとしいえ】

③木曽義仲【きそよしなか】　　　　　④佐々成政【さっさなりまさ】

問題 10

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

が大量【たいりょう】に作【つく】られていたのはどこか。

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

問題 11

北前船【きたまえぶね】で蝦夷地【えぞち】（現在【げんざい】の北海道【ほっかいどう】）から富山【とや

ま】に運【はこ】ばれていた主【おも】な産物【さんぶつ】は。

①米【こめ】　　②昆布【こんぶ】　　③ブリ　　④野菜【やさい】

問題 12

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

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

も広【ひろ】まったのは。

①水騒動【みずそうどう】　　②パン騒動【そうどう】　　

③米騒動【こめそうどう】　　④ブリ騒動【そうどう】

問題 13

国道【こくどう】41 号【ごう】は、かつて富山【とやま】から飛騨【ひだ】へ○○を運【はこ】んだ歴史【れ

きし】があり、現代【げんだい】では、沿線【えんせん】は多【おお】くの△△賞受賞者【しょうじゅしょ

うしゃ】にもゆかりがあるため別名【べつめい】「○○・△△街道【かいどう】」とも呼【よ】ばれるが、○

と△に入【はい】る語句【ごく】は。

①コメ・アカデミー　　②くすり・ノーベル　　③塩【しお】・アカデミー　　④ぶり・ノーベル

問題 14

新【あたら】しい元号【げんごう】「令和【れいわ】」のもとになった、越中国【えっちゅうこく】、（昔【む

かし】の富山県【とやまけん】）ともかかわりの深【ふか】い書物【しょもつ】は。

①古事記【こじき】　　　　　　②日本書紀【にほんしょき】

③万葉集【まんようしゅう】　　④源氏物語【げんじものがたり】

問題 15

里山【さとやま】の田畑【たはた】をイノシシやクマの被害【ひがい】から守【まも】る「カウベルト」で活躍【か

つやく】する動物【どうぶつ】は。

①牛【うし】　　②馬【うま】　　③大型犬【おおがたけん】　　④鷹【たか】

問題 16

魚津市加積地区【うおづしかづみちく】が富山県内最大【とやまけんないさいだい】の産地【さんち】となっ

ている作物【さくもつ】は何【なに】か。

①大麦【おおむぎ】　　②りんご　　③梨【なし】　　④大根【だいこん】

問題 17

入善町【にゅうぜんまち】のゆるキャラ「ジャンボ～ル三世【さんせい】」のモデルでもある、町【まち】

の特産品【とくさんひん】は。

①かぼちゃ　　②きゅうり　　③西瓜【すいか】　　④大根【だいこん】

問題 18

南砺市【なんとし】で製造【せいぞう】されている「世界一【せかいいち】癒【い】やし効果【こうか】の

高【たか】いロボット」としてギネスブックに認定【にんてい】されたロボットは、どんな動物【どうぶつ】

がモデルとなっているか。

①ライチョウ　　②イヌ　　③アザラシ　　④ウサギ

問題 19

富山市八尾地域【とやましやつおちいき】、南砺市平地域【なんとしたいらちいき】、朝日町蛭谷【あさひま

ちびるだに】で共通【きょうつう】して生産【せいさん】されている工芸品【こうげいひん】とは。

①銅器【どうき】　　　　　②木彫刻【もくちょうこく】

③焼【や】き物【もの】　　④越中和紙【えっちゅうわし】

問題 20

富山県内【とやまけんない】でも化石【かせき】が見【み】つかっている、古代【こだい】の動物【どうぶ

つ】「ナウマン○○」の○に入【はい】る言葉【ことば】は。

①ウシ　　②クマ　　③ゾウ　　④トラ

問題 21

骨川市【なめりかわし】が海洋深層水【かいようしんそうすい】を活用【かつよう】し、昨年度【さくねん

ど】からブランド化【か】に取【と】り組【く】んでいる野菜【やさい】は。

①イチゴ　　②スイカ　　③トマト　　④ピーマン

問題 22

急【きゅう】な角度【かくど】の茅葺屋根【かやぶきやね】が特徴【とくちょう】の住宅建築様式【じゅう

たくけんちくようしき】で、南砺市五箇山地方【なんとしごかやまちほう】の集落【しゅうらく】が世界遺

産【せかいいさん】に登録【とうろく】されているのは。

①寄【よ】せ棟造【むねづく】り　　②校倉造【あぜくらづく】り

③数寄屋造【すきやづく】り　　　　④合掌造【がっしょうづく】り

問題 23

朝日町【あさひまち】に伝【つた】わる、人々【ひとびと】が集【あつ】まってお茶【ちゃ】を泡立【あわ

だ】てながら飲【の】む風習【ふうしゅう】およびその際【さい】に飲【の】むお茶【ちゃ】は何【なに】。

①おらっ茶【ちゃ】　　②バタバタ茶【ちゃ】　　③どくだみ茶【ちゃ】　　④玄米茶【げんまいちゃ】

問題 24

ACT 富山国際協力協会【とやまこくさいきょうりょくきょうかい】は富山市内【とやましない】の小学校【しょ

うがっこう】を通【つう】じて使【つか】われなくなった○○を集【あつ】めてカンボジアの子【こ】ど

もたちに贈【おく】る活動【かつどう】をし、これまでの 12 年間【ねんかん】に１万【まん】9,000 個以

上【こいじょう】を届【とど】けているが、○に入【はい】る語句【ごく】は。

①サッカーボール　　②そろばん　　③ペンケース　　④ランドセル

問題 25

毎年【まいとし】６月【がつ】10 日【か】の「時【とき】の記念日【きねんび】」に、富山市【とやまし】

の神通川河川敷【じんづうがわかせんじき】で「ドン」と呼【よ】ばれる花火【はなび】が打【う】ち上【あ】

がるが、それは何【なに】を知【し】らせるものか。

①正午【しょうご】　　②日【ひ】の出【で】　　③日没【にちぼつ】　　④午前０時【ごぜんれいじ】

問題 26

地元【じもと】の小学生【しょうがくせい】が「こども公園部長【こうえんぶちょう】」になって大人【お

とな】たちと協力【きょうりょく】しながら公園造【こうえんづく】りに取【と】り組【く】む「京坪川

河川公園【きょうつぼかわかせんこうえん】」がある、日本一【にほんいち】小【ちい】さい村【むら】と

しても知【し】られるところは。

①舟橋村【ふなはしむら】　　②山田村【やまだむら】　　

③平村【たいらむら】　　　　④上平村【かみたいらむら】

問題 27

富山市西町【とやましにしちょう】にある「TOYAMAキラリ」のビルには、市【し】○○美術館【びじゅつ

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

①ガラス　　②書道【しょどう】　　③彫刻【ちょうこく】　　④アニメ

問題 28

毎年【まいとし】４月【がつ】、富山市【とやまし】でにぎやかに開【ひら】かれる「全日本【ぜんにほん】

○○コンクール」の、○に入【はい】る言葉【ことば】は。

①大食【おおぐ】い　　②お笑【わら】い　　③コスプレ　　④チンドン

問題 29

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

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

①稚児舞【ちごまい】　　②虫送【むしおく】り　　③けんかやま　　④やんさんま

問題 30

毎年【まいとし】５月【がつ】、庄川河川敷【しょうがわかせんじき】に富山県内外【とやまけんないがい】

の愛好者【あいこうしゃ】や親子連【おやこづ】れが集【あつ】まって、ある遊【あそ】びを楽【たの】

しむイベント「越中【えっちゅう】だいもん○○」が開【ひら】かれるが、○に入【はい】る語句【ごく】は。

①けん玉【だま】まつり　　②コマまつり　　③竹馬【たけうま】まつり　　④凧【たこ】まつり

問題 31

地元小学生【じもとしょうがくせい】が作【つく】ったバイオ燃料【ねんりょう】をしみ込【こ】ませた綿【わ

た】に火【ひ】を付【つ】け、段【だん】ボールにのせて川【かわ】に流【なが】す「火流【ひなが】し」

が呼【よ】び物【もの】の一【ひと】つになっている、富山市水橋地区【とやましみずはしちく】で開【ひ

ら】かれる祭【まつ】りは。

①白岩川【しらいわがわ】まつり　　②白岩船【しらいわふね】まつり

③水橋橋【みずはしはし】まつり　　④水橋火【みずはしひ】まつり

問題 32

砺波市【となみし】で開【ひら】かれる伝統行事【でんとうぎょうじ】「出町子供【でまちこども】○○曳

山祭【ひきやままつり】」では、小学生【しょうがくせい】が曳山【ひきやま】の舞台【ぶたい】で○○を

演【えん】じるが、○に入【はい】る語句【ごく】は。

①オペラ　　②歌舞伎【かぶき】　　③漫才【まんざい】　　④落語【らくご】

問題 33

ニホンカモシカが迷【まよ】い込【こ】んだ騒動【そうどう】をもとに、平成【へいせい】21 年【ねん】

（2009）に「カモシカとしょかん」、さらに昨年【さくねん】は「としょかんやさん」と、２冊【さつ】の

絵本【えほん】を出版【しゅっぱん】した図書館【としょかん】は。

①舟橋村立図書館【ふなはしそんりつとしょかん】　　②富山県立図書館【とやまけんりつとしょかん】

③富山市立図書館【とやましりつとしょかん】　　　　④小矢部市民図書館【おやべしみんとしょかん】

問題 34

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

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

問題 39 ③
問題 40 ①

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

①おもちゃ　　②絵本【えほん】　　③ゲーム　　④人形【にんぎょう】

問題 35

「忍者【にんじゃ】ハットリくん」や「笑【わら】ゥせぇるすまん」などで知【し】られる氷見市出身【ひ

みししゅっしん】の漫画家【まんがか】は。

①藤子【ふじこ】･Ｆ･不二雄【ふじお】　　②池原【いけはら】しげと

③藤子不二雄【ふじこふじお】○A　　　　　④西本英雄【にしもとひでお】

問題 36

平村【たいらむら】（現【げん】・南砺市【なんとし】）上梨【かみなし】に伝【つた】わるこきりこ踊【おど】

りで、筑子竹【こきりこ】と一緒【いっしょ】に使【つか】われる、108 枚【まい】の板【いた】をひもで

編【あ】んで作【つく】った楽器【がっき】は。

①太鼓【たいこ】　　②胡弓【こきゅう】　　③マリンバ　　④ささら

問題 37

富山市出身【とやまししゅっしん】の八村塁選手【はちむらるいせんしゅ】、馬場雄大選手【ばばゆうだい

せんしゅ】が活躍【かつやく】するスポーツは。

①競泳【きょうえい】　　②柔道【じゅうどう】　　③バスケットボール　　④バレーボール

問題 38

今年春【ことしはる】、黒部市宮野運動公園【くろべしみやのうんどうこうえん】で野外【やがい】ライブ

を開【ひら】き、合【あ】わせて 300 人【にん】の地元小学生【じもとしょうがくせい】との合唱【がっしょ

う】も行【おこな】った人気【にんき】アイドルグループは。

①AKB48　　②乃木坂【のぎざか】46　　③Perfume（パフューム）　　④ももいろクローバーＺ

問題 39

富山県【とやまけん】には市町村【しちょうそん】が全部【ぜんぶ】でいくつあるか。

①10　　②13　　③15　　④17

問題 40

富山弁【とやまべん】で「いいえ」を意味【いみ】するのは。

①なーん　　②どいね　　③おいね　　④はーん

＜一般の部＞　解答


