
問題１

４月【がつ】から６月【がつ】ごろの暖【あたた】かく風【かぜ】の弱【よわ】い日【ひ】に、富山湾【と

やまわん】の魚津【うおづ】沖【おき】などで見【み】られる神秘的【しんぴてき】な現象【げんしょう】は。

①光柱【こうちゅう】　②気嵐【けあらし】　③フェーン現象【げんしょう】　④蜃気楼【しんきろう】

問題２

富山湾【とやまわん】で産卵【さんらん】を終【お】えたホタルイカが、波打【なみう】ち際【ぎわ】に打

【う】ち上【あ】げられる現象【げんしょう】を何【なん】と言【い】うか。

①ホタルイカの遠足【えんそく】　②ホタルイカの集会【しゅうかい】

③ホタルイカの身投【みな】げ　④ホタルイカの夜遊【よあそ】び

問題３

富山県【とやまけん】の県【けん】の鳥【とり】はライチョウ、県【けん】の花【はな】はチューリップ。

では、県【けん】の木【き】は。

①ケヤキ　②タテヤマスギ　③ブナ　④ユキツバキ

問題４

トロッコ電車【でんしゃ】の出発駅【しゅっぱつえき】がある富山県内最大規模【とやまけんないさいだい

きぼ】の温泉地【おんせんち】は。

①山田温泉【やまだおんせん】　②春日温泉【かすがおんせん】

③大牧温泉【おおまきおんせん】　④宇奈月温泉【うなづきおんせん】

問題５

立山【たてやま】の称名滝【しょうみょうだき】は、あることが日本一【にほんいち】の滝【たき】として

知【し】られるが、それは何【なに】か。

①観光客【かんこうきゃく】の数【かず】　②流【なが】れる水【みず】の量【りょう】

③標高【ひょうこう】の高【たか】さ　④落差【らくさ】の大【おお】きさ

問題６

昭和【しょうわ】20 年【ねん】（1945）の富山大空襲【とやまだいくうしゅう】による犠牲者【ぎせいしゃ】

をいたみ、平和【へいわ】への祈【いの】りを込【こ】めて、８月【がつ】に神通川【じんづうがわ】で催

【もよお】されている行事【ぎょうじ】は。

①灯篭流【とうろうなが】し　②盆踊【ぼんおど】り

③花火大会【はなびたいかい】　④民謡大会【みんようたいかい】

問題７

寛永【かんえい】16 年【ねん】（1639）、加賀藩【かがはん】から分【わ】かれてできた富山藩【とやまはん】

は何万石【なんまんごく】だったか。

①５万石【まんごく】　②10 万石【まんごく】　③20 万石【まんごく】　④50 万石【まんごく】

問題８

大正時代【たいしょうじだい】に、富山県【とやまけん】の漁村【ぎょそん】の女性【じょせい】たちが、

ある物【もの】の安売【やすう】りや港【みなと】からの積【つ】み出【だ】しの中止【ちゅうし】を求【も

と】めた出来事【できごと】から今年【ことし】で 100 年【ねん】になるが、その出来事【できごと】とは。

①米騒動【こめそうどう】　②塩騒動【しおそうどう】

③ブリ騒動【そうどう】　④ホタルイカ騒動【そうどう】

問題９

世界遺産【せかいいさん】の合掌造【がっしょうづく】り集落【しゅうらく】の屋根【やね】の主【おも】

な材料【ざいりょう】は。

①板【いた】　②カヤ　③瓦【かわら】　④ササ

問題 10

昔【むかし】、富山県【とやまけん】から北海道【ほっかいどう】へ多【おお】くの人 【々ひとびと】が移住【い

じゅう】したが、特【とく】に黒部【くろべ】など県東部【けんとうぶ】との関【かか】わりが深【ふか】かっ

た羅臼【らうす】、根室【ねむろ】や、北方四島【ほっぽうよんとう】で盛【さか】んだった産業【さんぎょう】は。

①鋳物【いもの】づくり　②米【こめ】づくり

③コンブ漁【りょう】　④薬草【やくそう】の栽培【さいばい】

問題 11

富山湾【とやまわん】から海洋深層水【かいようしんそうすい】をくみ上【あ】げる施設【しせつ】がある

のは滑川市【なめりかわし】と、もう一【ひと】つはどこか。

①入善町【にゅうぜんまち】　②魚津市【うおづし】　③高岡市【たかおかし】　④氷見市【ひみし】

問題 12

富山県【とやまけん】には「黒部名水【くろべめいすい】○○」「立山【たてやま】○○」「むぎや○○」「メ

ルヘン○○」などの産地銘柄【さんちめいがら】がある、○に入【はい】る肉【にく】は。

①チキン　②ポーク　③ビーフ　④ジビエ

問題 13

「富山湾【とやまわん】の王者【おうじゃ】」と呼【よ】ばれるのはブリ。では「富山湾【とやまわん】の

宝石【ほうせき】」と呼【よ】ばれるのは。

①シロエビ　②ホタルイカ　③ベニズワイガニ　④バイ

問題 14

毎年【まいとし】、魚津市【うおづし】や射水市【いみずし】の小学校【しょうがっこう】の給食【きゅう

しょく】で一人【ひとり】１匹【ぴき】ずつ出【だ】されるのが話題【わだい】になる、地域【ちいき】

の特産品【とくさんひん】は。

①イセエビ　②ウナギ　③タイ　④ベニズワイガニ

問題 15

今年【ことし】の秋【あき】にデビューした、富山米【とやままい】の新品種【しんひんしゅ】は。

①富富富【ふふふ】　②穂穂穂【ほほほ】　③味味味【みみみ】　④良良良【ららら】

問題 16

丸【まる】まげ（昔【むかし】の女性【じょせい】の髪形【かみがた】）のように丸【まる】くまとめた麺

【めん】や、レトロなパッケージが特徴【とくちょう】の「大門素麺【おおかどそうめん】」は、どこの特

産品【とくさんひん】か。

①黒部市【くろべし】　②上市町【かみいちまち】　③氷見市【ひみし】　④砺波市【となみし】

問題 17

南砺市福光地域【なんとしふくみつちいき】はあるスポーツ用具【ようぐ】の製造【せいぞう】が盛【さか】

んで、全国【ぜんこく】シェアの半分【はんぶん】を占【し】めているが、その用具【ようぐ】とは。

①サッカーボール　②スノーボード　③テニスラケット　④木製【もくせい】バット

問題 18

富山県【とやまけん】では、正月【しょうがつ】になると学問【がくもん】の神【かみ】さまである菅原

道真【すがわらみちざね】の掛【か】け軸【じく】などをかざる風習【ふうしゅう】が見【み】られるが、

この神【かみ】さまは何【なん】と呼【よ】ばれているか。

①天神【てんじん】さま　②八幡【はちまん】さま　③天満【てんまん】さま　④菅原【すがわら】さま

問題 19

タイやツル、カメなどおめでたい動物【どうぶつ】がかたどられ、富山県【とやまけん】の結婚式【けっこ

んしき】に欠【か】かせない食【た】べ物【もの】は。

①赤飯【せきはん】　②かまぼこ　③ケーキ　④昆布【こんぶ】

問題 20

富山駅北【とやまえききた】と岩瀬浜【いわせはま】の間【あいだ】を走【はし】る「富山【とやま】ライ

トレール」（ポートラム）の特徴【とくちょう】は。

①電車【でんしゃ】の中【なか】に売店【ばいてん】がある　②24 時間走【じかんはし】っている

③どこでも手【て】を挙【あ】げて乗【の】れる　④床【ゆか】が低【ひく】くて乗【の】り降【お】りし

やすい

問題 21

富山市【とやまし】では、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】を打【う】ち上【あ】

げるが、その時刻【じこく】は。

①午前【ごぜん】９時【じ】　②正午【しょうご】　③午後【ごご】３時【じ】　④午後【ごご】６時【じ】

問題 22

昨年【さくねん】の国【くに】の調査【ちょうさ】で、富山市【とやまし】の１世帯【せたい】当【あ】た

りの支出額【ししゅつがく】が 46 年【ねん】連続【れんぞく】で全国【ぜんこく】１位【い】となった食

料品【しょくりょうひん】は。

①大根【だいこん】　②鶏肉【とりにく】　③ブリ　④もち

問題 23

毎年夏【まいとしなつ】に富山市【とやまし】で開【ひら】かれる「水橋【みずはし】橋【はし】まつり」

の火流【ひなが】し（明【あか】るく灯【とも】った小【ちい】さな段【だん】ボールの板【いた】を川【か

わ】に流【なが】す）のために、平成【へいせい】22 年【ねん】（2010）から地元【じもと】の小学生【しょ

うがくせい】が協力【きょうりょく】していることは。

①バイオ燃料【ねんりょう】を作【つく】る　②ろうそくを作【つく】る

③板【いた】に花火【はなび】を飾【かざ】る　④板【いた】に LED電球【でんきゅう】を飾【かざ】る

問題 24

立山黒部【たてやまくろべ】アルペンルートで、日本一【にほんいち】の高【たか】さの 186ｍのダムから

勢【いきお】いよく水【みず】が噴【ふ】き出【だ】す「観光放水【かんこうほうすい】」が見【み】られ

るのは

①有峰【ありみね】ダム　②宇奈月【うなづき】ダム　③黒部【くろべ】ダム　④刀利【とうり】ダム

問題 25

砺波市【となみし】の県民公園頼成【けんみんこうえんらんじょう】の森【もり】にある、広大な「水生

植物園【すいせいしょくぶつえん】」に 600 品種【ひんしゅ】70 万株【まんかぶ】が植【う】えられてい

る花【はな】は。

①スイレン　②ミズバショウ　③ハナショウブ　④オニバス

問題 26

立山曼荼羅【たてやままんだら】の世界【せかい】を体感【たいかん】できる「まんだら遊苑【ゆうえん】」

などがある施設【しせつ】は。

①立山自然保護【たてやましぜんほご】センター　②富山県［立山博物館]【とやまけんたてやまはくぶつかん】

③立山【たてやま】カルデラ砂防博物館【さぼうはくぶつかん】　④大山歴史民俗資料館【おおやまれきし

みんぞくしりょうかん】

問題 27

高岡市福岡町中心部【たかおかしふくおかまちちゅうしんぶ】で開【ひら】かれる、野菜【やさい】や穀物【こ

くもつ】を使【つか】って話題【わだい】の人物【じんぶつ】や物語【ものがたり】の世界【せかい】を

表現【ひょうげん】する祭【まつ】りは。

①かかし祭【まつ】り　②つくりもんまつり　③豊年祭【ほうねんまつ】り　④やさいまつり

問題 28

今年【ことし】、高岡御車山【たかおかみくるまやま】をモデルに、高岡市【たかおかし】の伝統工芸【で

んとうこうげい】の技術【ぎじゅつ】を集【あつ】めた豪華【ごうか】な「○○の御車山【みくるまやま】」

が完成【かんせい】したが、○に入【はい】る言葉【ことば】は。

①21 世紀【せいき】　②平成【へいせい】　③未来【みらい】　④県民【けんみん】

問題 29

毎年夏【まいとしなつ】、『昆虫王国【こんちゅうおうこく】○○「○○自然【しぜん】ふれあい館【かん】」』

では、世界各国【せかいかっこく】のカブトムシやクワガタを見【み】たり、放【はな】し飼【が】いの虫【む

し】たちに触【ふ】れられるイベントが開【ひら】かれるが、○に共通【きょうつう】して入【はい】る地

名【ちめい】は。

①立山【たてやま】　②呉羽山【くれはやま】　③二上山【ふたがみやま】　④五箇山【ごかやま】

問題 30

毎年【まいとし】、庄川河川敷【しょうがわかせんじき】にある大門【だいもん】カイトパークで開【ひら】

かれるイベントで、子【こ】どもたちも大勢参加【おおぜいさんか】する「越中【えっちゅう】だいもん○○」

の、○に入【はい】る言葉【ことば】は。

①ゲームまつり　②コマまつり　③スポーツまつり　④凧【たこ】まつり

問題 31

松尾芭蕉【まつおばしょう】が越中【えっちゅう】を旅【たび】したときのことも書【か】かれている紀

行文【きこうぶん】は。

①奥【おく】の細道【ほそみち】　②越路【こしじ】の記【き】

③越中紀行【えっちゅうきこう】　④奥【おく】の日記【にっき】

問題 32

○○集【しゅう】の代表的歌人【だいひょうてきかじん】の大伴家持【おおとものやかもち】が国守【こくしゅ】

として在任【ざいにん】していたことから、高岡市【たかおかし】は「○○のふるさと」と呼【よ】ばれている。

○に入【はい】る語句【ごく】は。

①神話【しんわ】　②万葉【まんよう】　③短歌【たんか】　④源氏【げんじ】

問題 33

富山県【とやまけん】にはさまざまな民謡【みんよう】が伝【つた】えられているが、次【つぎ】の民謡【み

んよう】の中【なか】で富山県独自【とやまけんどくじ】のものでないのは。

①越中【えっちゅう】おわら節【ぶし】　②麦【むぎ】や節【ぶし】

③こきりこ節【ぶし】　④ソーラン節【ぶし】

問題 34

富山県【とやまけん】のプロスポーツチーム「富山【とやま】GRNサンダーバーズ」の競技【きょうぎ】は何【な

に】か。

①バスケットボール　②サッカー　③バレーボール　④野球【やきゅう】

問題 35

来年【らいねん】のワールドカップに向【む】けたアジア予選【よせん】の日本代表【にほんだいひょう】

にも選【えら】ばれるなど、富山市出身【とやまししゅっしん】の八村塁【はちむらるい】選手【せんしゅ】

（アメリカ・ゴンザガ大学【だいがく】）、馬場雄大【ばばゆうだい】選手【せんしゅ】（アルバルク東京【と

うきょう】）が活躍【かつやく】するスポーツは。

①柔道【じゅうどう】　②水泳【すいえい】　③バスケットボール　④ラグビー

問題 36

県内最大【けんないさいだい】のフルマラソン大会【たいかい】「富山【とやま】マラソン」は、○○をスター

トして、ゴールの富山市【とやまし】を目指【めざ】すが、○に入【はい】る地名【ちめい】は。

①入善町【にゅうぜんまち】　②黒部市【くろべし】　③射水市【いみずし】　④高岡市【たかおかし】

問題 37

富山県内【とやまけんない】にある 15 市町村【しちょうそん】のうち、面積【めんせき】が最【もっとも】

も大【おお】きいのは。

①黒部市【くろべし】　②富山市【とやまし】　③氷見市【ひみし】　④南砺市【なんとし】

問題 38

魚【さかな】によく使【つか】われる「新鮮【しんせん】な」という意味【いみ】の富山【とやま】の方言【ほ

うげん】は。

①うまそい　②つべつべ　③ねぐさい　④きときと

問題 39

富山県【とやまけん】で、全国一【ぜんこくいち】の多【おお】さの約【やく】1,200 カ所【しょ】に伝【つ

た】わるとされる伝統行事【でんとうぎょうじ】は。

①獅子舞【ししまい】　②稚児舞【ちごまい】　③曳山【ひきやま】　④よさこい

問題 40

富山市【とやまし】の中心部【ちゅうしんぶ】を南北【なんぼく】に流【なが】れて、まちなかで松川【ま

つかわ】と合流【ごうりゅう】する川【かわ】の名前【なまえ】は。

①いたち川【がわ】　②かもめ川【がわ】　③きつね川【がわ】　④とんび川【がわ】

第13回

問題（ジュニアの部）



問題１

４月【がつ】から６月【がつ】ごろの暖【あたた】かく風【かぜ】の弱【よわ】い日【ひ】に、富山湾【と

やまわん】の魚津【うおづ】沖【おき】などで見【み】られる神秘的【しんぴてき】な現象【げんしょう】は。

①光柱【こうちゅう】　②気嵐【けあらし】　③フェーン現象【げんしょう】　④蜃気楼【しんきろう】

問題２

富山湾【とやまわん】で産卵【さんらん】を終【お】えたホタルイカが、波打【なみう】ち際【ぎわ】に打

【う】ち上【あ】げられる現象【げんしょう】を何【なん】と言【い】うか。

①ホタルイカの遠足【えんそく】　②ホタルイカの集会【しゅうかい】

③ホタルイカの身投【みな】げ　④ホタルイカの夜遊【よあそ】び

問題３

富山県【とやまけん】の県【けん】の鳥【とり】はライチョウ、県【けん】の花【はな】はチューリップ。

では、県【けん】の木【き】は。

①ケヤキ　②タテヤマスギ　③ブナ　④ユキツバキ

問題４

トロッコ電車【でんしゃ】の出発駅【しゅっぱつえき】がある富山県内最大規模【とやまけんないさいだい

きぼ】の温泉地【おんせんち】は。

①山田温泉【やまだおんせん】　②春日温泉【かすがおんせん】

③大牧温泉【おおまきおんせん】　④宇奈月温泉【うなづきおんせん】

問題５

立山【たてやま】の称名滝【しょうみょうだき】は、あることが日本一【にほんいち】の滝【たき】として

知【し】られるが、それは何【なに】か。

①観光客【かんこうきゃく】の数【かず】　②流【なが】れる水【みず】の量【りょう】

③標高【ひょうこう】の高【たか】さ　④落差【らくさ】の大【おお】きさ

問題６

昭和【しょうわ】20 年【ねん】（1945）の富山大空襲【とやまだいくうしゅう】による犠牲者【ぎせいしゃ】

をいたみ、平和【へいわ】への祈【いの】りを込【こ】めて、８月【がつ】に神通川【じんづうがわ】で催

【もよお】されている行事【ぎょうじ】は。

①灯篭流【とうろうなが】し　②盆踊【ぼんおど】り

③花火大会【はなびたいかい】　④民謡大会【みんようたいかい】

問題７

寛永【かんえい】16 年【ねん】（1639）、加賀藩【かがはん】から分【わ】かれてできた富山藩【とやまはん】

は何万石【なんまんごく】だったか。

①５万石【まんごく】　②10 万石【まんごく】　③20 万石【まんごく】　④50 万石【まんごく】

問題８

大正時代【たいしょうじだい】に、富山県【とやまけん】の漁村【ぎょそん】の女性【じょせい】たちが、

ある物【もの】の安売【やすう】りや港【みなと】からの積【つ】み出【だ】しの中止【ちゅうし】を求【も

と】めた出来事【できごと】から今年【ことし】で 100 年【ねん】になるが、その出来事【できごと】とは。

①米騒動【こめそうどう】　②塩騒動【しおそうどう】

③ブリ騒動【そうどう】　④ホタルイカ騒動【そうどう】

問題９

世界遺産【せかいいさん】の合掌造【がっしょうづく】り集落【しゅうらく】の屋根【やね】の主【おも】

な材料【ざいりょう】は。

①板【いた】　②カヤ　③瓦【かわら】　④ササ

問題 10

昔【むかし】、富山県【とやまけん】から北海道【ほっかいどう】へ多【おお】くの人 【々ひとびと】が移住【い

じゅう】したが、特【とく】に黒部【くろべ】など県東部【けんとうぶ】との関【かか】わりが深【ふか】かっ

た羅臼【らうす】、根室【ねむろ】や、北方四島【ほっぽうよんとう】で盛【さか】んだった産業【さんぎょう】は。

①鋳物【いもの】づくり　②米【こめ】づくり

③コンブ漁【りょう】　④薬草【やくそう】の栽培【さいばい】

問題 11

富山湾【とやまわん】から海洋深層水【かいようしんそうすい】をくみ上【あ】げる施設【しせつ】がある

のは滑川市【なめりかわし】と、もう一【ひと】つはどこか。

①入善町【にゅうぜんまち】　②魚津市【うおづし】　③高岡市【たかおかし】　④氷見市【ひみし】

問題 12

富山県【とやまけん】には「黒部名水【くろべめいすい】○○」「立山【たてやま】○○」「むぎや○○」「メ

ルヘン○○」などの産地銘柄【さんちめいがら】がある、○に入【はい】る肉【にく】は。

①チキン　②ポーク　③ビーフ　④ジビエ

問題 13

「富山湾【とやまわん】の王者【おうじゃ】」と呼【よ】ばれるのはブリ。では「富山湾【とやまわん】の

宝石【ほうせき】」と呼【よ】ばれるのは。

①シロエビ　②ホタルイカ　③ベニズワイガニ　④バイ

問題 14

毎年【まいとし】、魚津市【うおづし】や射水市【いみずし】の小学校【しょうがっこう】の給食【きゅう

しょく】で一人【ひとり】１匹【ぴき】ずつ出【だ】されるのが話題【わだい】になる、地域【ちいき】

の特産品【とくさんひん】は。

①イセエビ　②ウナギ　③タイ　④ベニズワイガニ

問題 15

今年【ことし】の秋【あき】にデビューした、富山米【とやままい】の新品種【しんひんしゅ】は。

①富富富【ふふふ】　②穂穂穂【ほほほ】　③味味味【みみみ】　④良良良【ららら】

問題 16

丸【まる】まげ（昔【むかし】の女性【じょせい】の髪形【かみがた】）のように丸【まる】くまとめた麺

【めん】や、レトロなパッケージが特徴【とくちょう】の「大門素麺【おおかどそうめん】」は、どこの特

産品【とくさんひん】か。

①黒部市【くろべし】　②上市町【かみいちまち】　③氷見市【ひみし】　④砺波市【となみし】

問題 17

南砺市福光地域【なんとしふくみつちいき】はあるスポーツ用具【ようぐ】の製造【せいぞう】が盛【さか】

んで、全国【ぜんこく】シェアの半分【はんぶん】を占【し】めているが、その用具【ようぐ】とは。

①サッカーボール　②スノーボード　③テニスラケット　④木製【もくせい】バット

問題 18

富山県【とやまけん】では、正月【しょうがつ】になると学問【がくもん】の神【かみ】さまである菅原

道真【すがわらみちざね】の掛【か】け軸【じく】などをかざる風習【ふうしゅう】が見【み】られるが、

この神【かみ】さまは何【なん】と呼【よ】ばれているか。

①天神【てんじん】さま　②八幡【はちまん】さま　③天満【てんまん】さま　④菅原【すがわら】さま

問題 19

タイやツル、カメなどおめでたい動物【どうぶつ】がかたどられ、富山県【とやまけん】の結婚式【けっこ

んしき】に欠【か】かせない食【た】べ物【もの】は。

①赤飯【せきはん】　②かまぼこ　③ケーキ　④昆布【こんぶ】

問題 20

富山駅北【とやまえききた】と岩瀬浜【いわせはま】の間【あいだ】を走【はし】る「富山【とやま】ライ

トレール」（ポートラム）の特徴【とくちょう】は。

①電車【でんしゃ】の中【なか】に売店【ばいてん】がある　②24 時間走【じかんはし】っている

③どこでも手【て】を挙【あ】げて乗【の】れる　④床【ゆか】が低【ひく】くて乗【の】り降【お】りし

やすい

問題 21

富山市【とやまし】では、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】を打【う】ち上【あ】

げるが、その時刻【じこく】は。

①午前【ごぜん】９時【じ】　②正午【しょうご】　③午後【ごご】３時【じ】　④午後【ごご】６時【じ】

問題 22

昨年【さくねん】の国【くに】の調査【ちょうさ】で、富山市【とやまし】の１世帯【せたい】当【あ】た

りの支出額【ししゅつがく】が 46 年【ねん】連続【れんぞく】で全国【ぜんこく】１位【い】となった食

料品【しょくりょうひん】は。

①大根【だいこん】　②鶏肉【とりにく】　③ブリ　④もち

問題 23

毎年夏【まいとしなつ】に富山市【とやまし】で開【ひら】かれる「水橋【みずはし】橋【はし】まつり」

の火流【ひなが】し（明【あか】るく灯【とも】った小【ちい】さな段【だん】ボールの板【いた】を川【か

わ】に流【なが】す）のために、平成【へいせい】22 年【ねん】（2010）から地元【じもと】の小学生【しょ

うがくせい】が協力【きょうりょく】していることは。

①バイオ燃料【ねんりょう】を作【つく】る　②ろうそくを作【つく】る

③板【いた】に花火【はなび】を飾【かざ】る　④板【いた】に LED電球【でんきゅう】を飾【かざ】る

問題 24

立山黒部【たてやまくろべ】アルペンルートで、日本一【にほんいち】の高【たか】さの 186ｍのダムから

勢【いきお】いよく水【みず】が噴【ふ】き出【だ】す「観光放水【かんこうほうすい】」が見【み】られ

るのは

①有峰【ありみね】ダム　②宇奈月【うなづき】ダム　③黒部【くろべ】ダム　④刀利【とうり】ダム

問題 25

砺波市【となみし】の県民公園頼成【けんみんこうえんらんじょう】の森【もり】にある、広大な「水生

植物園【すいせいしょくぶつえん】」に 600 品種【ひんしゅ】70 万株【まんかぶ】が植【う】えられてい

る花【はな】は。

①スイレン　②ミズバショウ　③ハナショウブ　④オニバス

問題 26

立山曼荼羅【たてやままんだら】の世界【せかい】を体感【たいかん】できる「まんだら遊苑【ゆうえん】」

などがある施設【しせつ】は。

①立山自然保護【たてやましぜんほご】センター　②富山県［立山博物館]【とやまけんたてやまはくぶつかん】

③立山【たてやま】カルデラ砂防博物館【さぼうはくぶつかん】　④大山歴史民俗資料館【おおやまれきし

みんぞくしりょうかん】

問題 27

高岡市福岡町中心部【たかおかしふくおかまちちゅうしんぶ】で開【ひら】かれる、野菜【やさい】や穀物【こ

くもつ】を使【つか】って話題【わだい】の人物【じんぶつ】や物語【ものがたり】の世界【せかい】を

表現【ひょうげん】する祭【まつ】りは。

①かかし祭【まつ】り　②つくりもんまつり　③豊年祭【ほうねんまつ】り　④やさいまつり

問題 28

今年【ことし】、高岡御車山【たかおかみくるまやま】をモデルに、高岡市【たかおかし】の伝統工芸【で

んとうこうげい】の技術【ぎじゅつ】を集【あつ】めた豪華【ごうか】な「○○の御車山【みくるまやま】」

が完成【かんせい】したが、○に入【はい】る言葉【ことば】は。

①21 世紀【せいき】　②平成【へいせい】　③未来【みらい】　④県民【けんみん】

問題 29

毎年夏【まいとしなつ】、『昆虫王国【こんちゅうおうこく】○○「○○自然【しぜん】ふれあい館【かん】」』

では、世界各国【せかいかっこく】のカブトムシやクワガタを見【み】たり、放【はな】し飼【が】いの虫【む

し】たちに触【ふ】れられるイベントが開【ひら】かれるが、○に共通【きょうつう】して入【はい】る地

名【ちめい】は。

①立山【たてやま】　②呉羽山【くれはやま】　③二上山【ふたがみやま】　④五箇山【ごかやま】

問題 30

毎年【まいとし】、庄川河川敷【しょうがわかせんじき】にある大門【だいもん】カイトパークで開【ひら】

かれるイベントで、子【こ】どもたちも大勢参加【おおぜいさんか】する「越中【えっちゅう】だいもん○○」

の、○に入【はい】る言葉【ことば】は。

①ゲームまつり　②コマまつり　③スポーツまつり　④凧【たこ】まつり

問題 31

松尾芭蕉【まつおばしょう】が越中【えっちゅう】を旅【たび】したときのことも書【か】かれている紀

行文【きこうぶん】は。

①奥【おく】の細道【ほそみち】　②越路【こしじ】の記【き】

③越中紀行【えっちゅうきこう】　④奥【おく】の日記【にっき】

問題 32

○○集【しゅう】の代表的歌人【だいひょうてきかじん】の大伴家持【おおとものやかもち】が国守【こくしゅ】

として在任【ざいにん】していたことから、高岡市【たかおかし】は「○○のふるさと」と呼【よ】ばれている。

○に入【はい】る語句【ごく】は。

①神話【しんわ】　②万葉【まんよう】　③短歌【たんか】　④源氏【げんじ】

問題 33

富山県【とやまけん】にはさまざまな民謡【みんよう】が伝【つた】えられているが、次【つぎ】の民謡【み

んよう】の中【なか】で富山県独自【とやまけんどくじ】のものでないのは。

①越中【えっちゅう】おわら節【ぶし】　②麦【むぎ】や節【ぶし】

③こきりこ節【ぶし】　④ソーラン節【ぶし】

問題 34

富山県【とやまけん】のプロスポーツチーム「富山【とやま】GRNサンダーバーズ」の競技【きょうぎ】は何【な

に】か。

①バスケットボール　②サッカー　③バレーボール　④野球【やきゅう】

問題 35

来年【らいねん】のワールドカップに向【む】けたアジア予選【よせん】の日本代表【にほんだいひょう】

にも選【えら】ばれるなど、富山市出身【とやまししゅっしん】の八村塁【はちむらるい】選手【せんしゅ】

（アメリカ・ゴンザガ大学【だいがく】）、馬場雄大【ばばゆうだい】選手【せんしゅ】（アルバルク東京【と

うきょう】）が活躍【かつやく】するスポーツは。

①柔道【じゅうどう】　②水泳【すいえい】　③バスケットボール　④ラグビー

問題 36

県内最大【けんないさいだい】のフルマラソン大会【たいかい】「富山【とやま】マラソン」は、○○をスター

トして、ゴールの富山市【とやまし】を目指【めざ】すが、○に入【はい】る地名【ちめい】は。

①入善町【にゅうぜんまち】　②黒部市【くろべし】　③射水市【いみずし】　④高岡市【たかおかし】

問題 37

富山県内【とやまけんない】にある 15 市町村【しちょうそん】のうち、面積【めんせき】が最【もっとも】

も大【おお】きいのは。

①黒部市【くろべし】　②富山市【とやまし】　③氷見市【ひみし】　④南砺市【なんとし】

問題 38

魚【さかな】によく使【つか】われる「新鮮【しんせん】な」という意味【いみ】の富山【とやま】の方言【ほ

うげん】は。

①うまそい　②つべつべ　③ねぐさい　④きときと

問題 39

富山県【とやまけん】で、全国一【ぜんこくいち】の多【おお】さの約【やく】1,200 カ所【しょ】に伝【つ

た】わるとされる伝統行事【でんとうぎょうじ】は。

①獅子舞【ししまい】　②稚児舞【ちごまい】　③曳山【ひきやま】　④よさこい

問題 40

富山市【とやまし】の中心部【ちゅうしんぶ】を南北【なんぼく】に流【なが】れて、まちなかで松川【ま

つかわ】と合流【ごうりゅう】する川【かわ】の名前【なまえ】は。

①いたち川【がわ】　②かもめ川【がわ】　③きつね川【がわ】　④とんび川【がわ】



問題１

４月【がつ】から６月【がつ】ごろの暖【あたた】かく風【かぜ】の弱【よわ】い日【ひ】に、富山湾【と

やまわん】の魚津【うおづ】沖【おき】などで見【み】られる神秘的【しんぴてき】な現象【げんしょう】は。

①光柱【こうちゅう】　②気嵐【けあらし】　③フェーン現象【げんしょう】　④蜃気楼【しんきろう】

問題２

富山湾【とやまわん】で産卵【さんらん】を終【お】えたホタルイカが、波打【なみう】ち際【ぎわ】に打

【う】ち上【あ】げられる現象【げんしょう】を何【なん】と言【い】うか。

①ホタルイカの遠足【えんそく】　②ホタルイカの集会【しゅうかい】

③ホタルイカの身投【みな】げ　④ホタルイカの夜遊【よあそ】び

問題３

富山県【とやまけん】の県【けん】の鳥【とり】はライチョウ、県【けん】の花【はな】はチューリップ。

では、県【けん】の木【き】は。

①ケヤキ　②タテヤマスギ　③ブナ　④ユキツバキ

問題４

トロッコ電車【でんしゃ】の出発駅【しゅっぱつえき】がある富山県内最大規模【とやまけんないさいだい

きぼ】の温泉地【おんせんち】は。

①山田温泉【やまだおんせん】　②春日温泉【かすがおんせん】

③大牧温泉【おおまきおんせん】　④宇奈月温泉【うなづきおんせん】

問題５

立山【たてやま】の称名滝【しょうみょうだき】は、あることが日本一【にほんいち】の滝【たき】として

知【し】られるが、それは何【なに】か。

①観光客【かんこうきゃく】の数【かず】　②流【なが】れる水【みず】の量【りょう】

③標高【ひょうこう】の高【たか】さ　④落差【らくさ】の大【おお】きさ

問題６

昭和【しょうわ】20 年【ねん】（1945）の富山大空襲【とやまだいくうしゅう】による犠牲者【ぎせいしゃ】

をいたみ、平和【へいわ】への祈【いの】りを込【こ】めて、８月【がつ】に神通川【じんづうがわ】で催

【もよお】されている行事【ぎょうじ】は。

①灯篭流【とうろうなが】し　②盆踊【ぼんおど】り

③花火大会【はなびたいかい】　④民謡大会【みんようたいかい】

問題７

寛永【かんえい】16 年【ねん】（1639）、加賀藩【かがはん】から分【わ】かれてできた富山藩【とやまはん】

は何万石【なんまんごく】だったか。

①５万石【まんごく】　②10 万石【まんごく】　③20 万石【まんごく】　④50 万石【まんごく】

問題８

大正時代【たいしょうじだい】に、富山県【とやまけん】の漁村【ぎょそん】の女性【じょせい】たちが、

ある物【もの】の安売【やすう】りや港【みなと】からの積【つ】み出【だ】しの中止【ちゅうし】を求【も

と】めた出来事【できごと】から今年【ことし】で 100 年【ねん】になるが、その出来事【できごと】とは。

①米騒動【こめそうどう】　②塩騒動【しおそうどう】

③ブリ騒動【そうどう】　④ホタルイカ騒動【そうどう】

問題９

世界遺産【せかいいさん】の合掌造【がっしょうづく】り集落【しゅうらく】の屋根【やね】の主【おも】

な材料【ざいりょう】は。

①板【いた】　②カヤ　③瓦【かわら】　④ササ

問題 10

昔【むかし】、富山県【とやまけん】から北海道【ほっかいどう】へ多【おお】くの人 【々ひとびと】が移住【い

じゅう】したが、特【とく】に黒部【くろべ】など県東部【けんとうぶ】との関【かか】わりが深【ふか】かっ

た羅臼【らうす】、根室【ねむろ】や、北方四島【ほっぽうよんとう】で盛【さか】んだった産業【さんぎょう】は。

①鋳物【いもの】づくり　②米【こめ】づくり

③コンブ漁【りょう】　④薬草【やくそう】の栽培【さいばい】

問題 11

富山湾【とやまわん】から海洋深層水【かいようしんそうすい】をくみ上【あ】げる施設【しせつ】がある

のは滑川市【なめりかわし】と、もう一【ひと】つはどこか。

①入善町【にゅうぜんまち】　②魚津市【うおづし】　③高岡市【たかおかし】　④氷見市【ひみし】

問題 12

富山県【とやまけん】には「黒部名水【くろべめいすい】○○」「立山【たてやま】○○」「むぎや○○」「メ

ルヘン○○」などの産地銘柄【さんちめいがら】がある、○に入【はい】る肉【にく】は。

①チキン　②ポーク　③ビーフ　④ジビエ

問題 13

「富山湾【とやまわん】の王者【おうじゃ】」と呼【よ】ばれるのはブリ。では「富山湾【とやまわん】の

宝石【ほうせき】」と呼【よ】ばれるのは。

①シロエビ　②ホタルイカ　③ベニズワイガニ　④バイ

問題 14

毎年【まいとし】、魚津市【うおづし】や射水市【いみずし】の小学校【しょうがっこう】の給食【きゅう

しょく】で一人【ひとり】１匹【ぴき】ずつ出【だ】されるのが話題【わだい】になる、地域【ちいき】

の特産品【とくさんひん】は。

①イセエビ　②ウナギ　③タイ　④ベニズワイガニ

問題 15

今年【ことし】の秋【あき】にデビューした、富山米【とやままい】の新品種【しんひんしゅ】は。

①富富富【ふふふ】　②穂穂穂【ほほほ】　③味味味【みみみ】　④良良良【ららら】

問題 16

丸【まる】まげ（昔【むかし】の女性【じょせい】の髪形【かみがた】）のように丸【まる】くまとめた麺

【めん】や、レトロなパッケージが特徴【とくちょう】の「大門素麺【おおかどそうめん】」は、どこの特

産品【とくさんひん】か。

①黒部市【くろべし】　②上市町【かみいちまち】　③氷見市【ひみし】　④砺波市【となみし】

問題 17

南砺市福光地域【なんとしふくみつちいき】はあるスポーツ用具【ようぐ】の製造【せいぞう】が盛【さか】

んで、全国【ぜんこく】シェアの半分【はんぶん】を占【し】めているが、その用具【ようぐ】とは。

①サッカーボール　②スノーボード　③テニスラケット　④木製【もくせい】バット

問題 18

富山県【とやまけん】では、正月【しょうがつ】になると学問【がくもん】の神【かみ】さまである菅原

道真【すがわらみちざね】の掛【か】け軸【じく】などをかざる風習【ふうしゅう】が見【み】られるが、

この神【かみ】さまは何【なん】と呼【よ】ばれているか。

①天神【てんじん】さま　②八幡【はちまん】さま　③天満【てんまん】さま　④菅原【すがわら】さま

問題 19

タイやツル、カメなどおめでたい動物【どうぶつ】がかたどられ、富山県【とやまけん】の結婚式【けっこ

んしき】に欠【か】かせない食【た】べ物【もの】は。

①赤飯【せきはん】　②かまぼこ　③ケーキ　④昆布【こんぶ】

問題 20

富山駅北【とやまえききた】と岩瀬浜【いわせはま】の間【あいだ】を走【はし】る「富山【とやま】ライ

トレール」（ポートラム）の特徴【とくちょう】は。

①電車【でんしゃ】の中【なか】に売店【ばいてん】がある　②24 時間走【じかんはし】っている

③どこでも手【て】を挙【あ】げて乗【の】れる　④床【ゆか】が低【ひく】くて乗【の】り降【お】りし

やすい

問題 21

富山市【とやまし】では、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】を打【う】ち上【あ】

げるが、その時刻【じこく】は。

①午前【ごぜん】９時【じ】　②正午【しょうご】　③午後【ごご】３時【じ】　④午後【ごご】６時【じ】

問題 22

昨年【さくねん】の国【くに】の調査【ちょうさ】で、富山市【とやまし】の１世帯【せたい】当【あ】た

りの支出額【ししゅつがく】が 46 年【ねん】連続【れんぞく】で全国【ぜんこく】１位【い】となった食

料品【しょくりょうひん】は。

①大根【だいこん】　②鶏肉【とりにく】　③ブリ　④もち

問題 23

毎年夏【まいとしなつ】に富山市【とやまし】で開【ひら】かれる「水橋【みずはし】橋【はし】まつり」

の火流【ひなが】し（明【あか】るく灯【とも】った小【ちい】さな段【だん】ボールの板【いた】を川【か

わ】に流【なが】す）のために、平成【へいせい】22 年【ねん】（2010）から地元【じもと】の小学生【しょ

うがくせい】が協力【きょうりょく】していることは。

①バイオ燃料【ねんりょう】を作【つく】る　②ろうそくを作【つく】る

③板【いた】に花火【はなび】を飾【かざ】る　④板【いた】に LED電球【でんきゅう】を飾【かざ】る

問題 24

立山黒部【たてやまくろべ】アルペンルートで、日本一【にほんいち】の高【たか】さの 186ｍのダムから

勢【いきお】いよく水【みず】が噴【ふ】き出【だ】す「観光放水【かんこうほうすい】」が見【み】られ

るのは

①有峰【ありみね】ダム　②宇奈月【うなづき】ダム　③黒部【くろべ】ダム　④刀利【とうり】ダム

問題 25

砺波市【となみし】の県民公園頼成【けんみんこうえんらんじょう】の森【もり】にある、広大な「水生

植物園【すいせいしょくぶつえん】」に 600 品種【ひんしゅ】70 万株【まんかぶ】が植【う】えられてい

る花【はな】は。

①スイレン　②ミズバショウ　③ハナショウブ　④オニバス

問題 26

立山曼荼羅【たてやままんだら】の世界【せかい】を体感【たいかん】できる「まんだら遊苑【ゆうえん】」

などがある施設【しせつ】は。

①立山自然保護【たてやましぜんほご】センター　②富山県［立山博物館]【とやまけんたてやまはくぶつかん】

③立山【たてやま】カルデラ砂防博物館【さぼうはくぶつかん】　④大山歴史民俗資料館【おおやまれきし

みんぞくしりょうかん】

問題 27

高岡市福岡町中心部【たかおかしふくおかまちちゅうしんぶ】で開【ひら】かれる、野菜【やさい】や穀物【こ

くもつ】を使【つか】って話題【わだい】の人物【じんぶつ】や物語【ものがたり】の世界【せかい】を

表現【ひょうげん】する祭【まつ】りは。

①かかし祭【まつ】り　②つくりもんまつり　③豊年祭【ほうねんまつ】り　④やさいまつり

問題 28

今年【ことし】、高岡御車山【たかおかみくるまやま】をモデルに、高岡市【たかおかし】の伝統工芸【で

んとうこうげい】の技術【ぎじゅつ】を集【あつ】めた豪華【ごうか】な「○○の御車山【みくるまやま】」

が完成【かんせい】したが、○に入【はい】る言葉【ことば】は。

①21 世紀【せいき】　②平成【へいせい】　③未来【みらい】　④県民【けんみん】

問題 29

毎年夏【まいとしなつ】、『昆虫王国【こんちゅうおうこく】○○「○○自然【しぜん】ふれあい館【かん】」』

では、世界各国【せかいかっこく】のカブトムシやクワガタを見【み】たり、放【はな】し飼【が】いの虫【む

し】たちに触【ふ】れられるイベントが開【ひら】かれるが、○に共通【きょうつう】して入【はい】る地

名【ちめい】は。

①立山【たてやま】　②呉羽山【くれはやま】　③二上山【ふたがみやま】　④五箇山【ごかやま】

問題 30

毎年【まいとし】、庄川河川敷【しょうがわかせんじき】にある大門【だいもん】カイトパークで開【ひら】

かれるイベントで、子【こ】どもたちも大勢参加【おおぜいさんか】する「越中【えっちゅう】だいもん○○」

の、○に入【はい】る言葉【ことば】は。

①ゲームまつり　②コマまつり　③スポーツまつり　④凧【たこ】まつり

問題 31

松尾芭蕉【まつおばしょう】が越中【えっちゅう】を旅【たび】したときのことも書【か】かれている紀

行文【きこうぶん】は。

①奥【おく】の細道【ほそみち】　②越路【こしじ】の記【き】

③越中紀行【えっちゅうきこう】　④奥【おく】の日記【にっき】

問題 32

○○集【しゅう】の代表的歌人【だいひょうてきかじん】の大伴家持【おおとものやかもち】が国守【こくしゅ】

として在任【ざいにん】していたことから、高岡市【たかおかし】は「○○のふるさと」と呼【よ】ばれている。

○に入【はい】る語句【ごく】は。

①神話【しんわ】　②万葉【まんよう】　③短歌【たんか】　④源氏【げんじ】

問題 33

富山県【とやまけん】にはさまざまな民謡【みんよう】が伝【つた】えられているが、次【つぎ】の民謡【み

んよう】の中【なか】で富山県独自【とやまけんどくじ】のものでないのは。

①越中【えっちゅう】おわら節【ぶし】　②麦【むぎ】や節【ぶし】

③こきりこ節【ぶし】　④ソーラン節【ぶし】

問題 34

富山県【とやまけん】のプロスポーツチーム「富山【とやま】GRNサンダーバーズ」の競技【きょうぎ】は何【な

に】か。

①バスケットボール　②サッカー　③バレーボール　④野球【やきゅう】

問題 35

来年【らいねん】のワールドカップに向【む】けたアジア予選【よせん】の日本代表【にほんだいひょう】

にも選【えら】ばれるなど、富山市出身【とやまししゅっしん】の八村塁【はちむらるい】選手【せんしゅ】

（アメリカ・ゴンザガ大学【だいがく】）、馬場雄大【ばばゆうだい】選手【せんしゅ】（アルバルク東京【と

うきょう】）が活躍【かつやく】するスポーツは。

①柔道【じゅうどう】　②水泳【すいえい】　③バスケットボール　④ラグビー

問題 36

県内最大【けんないさいだい】のフルマラソン大会【たいかい】「富山【とやま】マラソン」は、○○をスター

トして、ゴールの富山市【とやまし】を目指【めざ】すが、○に入【はい】る地名【ちめい】は。

①入善町【にゅうぜんまち】　②黒部市【くろべし】　③射水市【いみずし】　④高岡市【たかおかし】

問題 37

富山県内【とやまけんない】にある 15 市町村【しちょうそん】のうち、面積【めんせき】が最【もっとも】

も大【おお】きいのは。

①黒部市【くろべし】　②富山市【とやまし】　③氷見市【ひみし】　④南砺市【なんとし】

問題 38

魚【さかな】によく使【つか】われる「新鮮【しんせん】な」という意味【いみ】の富山【とやま】の方言【ほ

うげん】は。

①うまそい　②つべつべ　③ねぐさい　④きときと

問題 39

富山県【とやまけん】で、全国一【ぜんこくいち】の多【おお】さの約【やく】1,200 カ所【しょ】に伝【つ

た】わるとされる伝統行事【でんとうぎょうじ】は。

①獅子舞【ししまい】　②稚児舞【ちごまい】　③曳山【ひきやま】　④よさこい

問題 40

富山市【とやまし】の中心部【ちゅうしんぶ】を南北【なんぼく】に流【なが】れて、まちなかで松川【ま

つかわ】と合流【ごうりゅう】する川【かわ】の名前【なまえ】は。

①いたち川【がわ】　②かもめ川【がわ】　③きつね川【がわ】　④とんび川【がわ】



問題１

４月【がつ】から６月【がつ】ごろの暖【あたた】かく風【かぜ】の弱【よわ】い日【ひ】に、富山湾【と

やまわん】の魚津【うおづ】沖【おき】などで見【み】られる神秘的【しんぴてき】な現象【げんしょう】は。

①光柱【こうちゅう】　②気嵐【けあらし】　③フェーン現象【げんしょう】　④蜃気楼【しんきろう】

問題２

富山湾【とやまわん】で産卵【さんらん】を終【お】えたホタルイカが、波打【なみう】ち際【ぎわ】に打

【う】ち上【あ】げられる現象【げんしょう】を何【なん】と言【い】うか。

①ホタルイカの遠足【えんそく】　②ホタルイカの集会【しゅうかい】

③ホタルイカの身投【みな】げ　④ホタルイカの夜遊【よあそ】び

問題３

富山県【とやまけん】の県【けん】の鳥【とり】はライチョウ、県【けん】の花【はな】はチューリップ。

では、県【けん】の木【き】は。

①ケヤキ　②タテヤマスギ　③ブナ　④ユキツバキ

問題４

トロッコ電車【でんしゃ】の出発駅【しゅっぱつえき】がある富山県内最大規模【とやまけんないさいだい

きぼ】の温泉地【おんせんち】は。

①山田温泉【やまだおんせん】　②春日温泉【かすがおんせん】

③大牧温泉【おおまきおんせん】　④宇奈月温泉【うなづきおんせん】

問題５

立山【たてやま】の称名滝【しょうみょうだき】は、あることが日本一【にほんいち】の滝【たき】として

知【し】られるが、それは何【なに】か。

①観光客【かんこうきゃく】の数【かず】　②流【なが】れる水【みず】の量【りょう】

③標高【ひょうこう】の高【たか】さ　④落差【らくさ】の大【おお】きさ

問題６

昭和【しょうわ】20 年【ねん】（1945）の富山大空襲【とやまだいくうしゅう】による犠牲者【ぎせいしゃ】

をいたみ、平和【へいわ】への祈【いの】りを込【こ】めて、８月【がつ】に神通川【じんづうがわ】で催

【もよお】されている行事【ぎょうじ】は。

①灯篭流【とうろうなが】し　②盆踊【ぼんおど】り

③花火大会【はなびたいかい】　④民謡大会【みんようたいかい】

問題７

寛永【かんえい】16 年【ねん】（1639）、加賀藩【かがはん】から分【わ】かれてできた富山藩【とやまはん】

は何万石【なんまんごく】だったか。

①５万石【まんごく】　②10 万石【まんごく】　③20 万石【まんごく】　④50 万石【まんごく】

問題８

大正時代【たいしょうじだい】に、富山県【とやまけん】の漁村【ぎょそん】の女性【じょせい】たちが、

ある物【もの】の安売【やすう】りや港【みなと】からの積【つ】み出【だ】しの中止【ちゅうし】を求【も

と】めた出来事【できごと】から今年【ことし】で 100 年【ねん】になるが、その出来事【できごと】とは。

①米騒動【こめそうどう】　②塩騒動【しおそうどう】

③ブリ騒動【そうどう】　④ホタルイカ騒動【そうどう】

問題９

世界遺産【せかいいさん】の合掌造【がっしょうづく】り集落【しゅうらく】の屋根【やね】の主【おも】

な材料【ざいりょう】は。

①板【いた】　②カヤ　③瓦【かわら】　④ササ

問題 10

昔【むかし】、富山県【とやまけん】から北海道【ほっかいどう】へ多【おお】くの人 【々ひとびと】が移住【い

じゅう】したが、特【とく】に黒部【くろべ】など県東部【けんとうぶ】との関【かか】わりが深【ふか】かっ

た羅臼【らうす】、根室【ねむろ】や、北方四島【ほっぽうよんとう】で盛【さか】んだった産業【さんぎょう】は。

①鋳物【いもの】づくり　②米【こめ】づくり

③コンブ漁【りょう】　④薬草【やくそう】の栽培【さいばい】

問題 11

富山湾【とやまわん】から海洋深層水【かいようしんそうすい】をくみ上【あ】げる施設【しせつ】がある

のは滑川市【なめりかわし】と、もう一【ひと】つはどこか。

①入善町【にゅうぜんまち】　②魚津市【うおづし】　③高岡市【たかおかし】　④氷見市【ひみし】

問題 12

富山県【とやまけん】には「黒部名水【くろべめいすい】○○」「立山【たてやま】○○」「むぎや○○」「メ

ルヘン○○」などの産地銘柄【さんちめいがら】がある、○に入【はい】る肉【にく】は。

①チキン　②ポーク　③ビーフ　④ジビエ

問題 13

「富山湾【とやまわん】の王者【おうじゃ】」と呼【よ】ばれるのはブリ。では「富山湾【とやまわん】の

宝石【ほうせき】」と呼【よ】ばれるのは。

①シロエビ　②ホタルイカ　③ベニズワイガニ　④バイ

問題 14

毎年【まいとし】、魚津市【うおづし】や射水市【いみずし】の小学校【しょうがっこう】の給食【きゅう

しょく】で一人【ひとり】１匹【ぴき】ずつ出【だ】されるのが話題【わだい】になる、地域【ちいき】

の特産品【とくさんひん】は。

①イセエビ　②ウナギ　③タイ　④ベニズワイガニ

問題 15

今年【ことし】の秋【あき】にデビューした、富山米【とやままい】の新品種【しんひんしゅ】は。

①富富富【ふふふ】　②穂穂穂【ほほほ】　③味味味【みみみ】　④良良良【ららら】

問題 16

丸【まる】まげ（昔【むかし】の女性【じょせい】の髪形【かみがた】）のように丸【まる】くまとめた麺

【めん】や、レトロなパッケージが特徴【とくちょう】の「大門素麺【おおかどそうめん】」は、どこの特

産品【とくさんひん】か。

①黒部市【くろべし】　②上市町【かみいちまち】　③氷見市【ひみし】　④砺波市【となみし】

問題 17

南砺市福光地域【なんとしふくみつちいき】はあるスポーツ用具【ようぐ】の製造【せいぞう】が盛【さか】

んで、全国【ぜんこく】シェアの半分【はんぶん】を占【し】めているが、その用具【ようぐ】とは。

①サッカーボール　②スノーボード　③テニスラケット　④木製【もくせい】バット

問題 18

富山県【とやまけん】では、正月【しょうがつ】になると学問【がくもん】の神【かみ】さまである菅原

道真【すがわらみちざね】の掛【か】け軸【じく】などをかざる風習【ふうしゅう】が見【み】られるが、

この神【かみ】さまは何【なん】と呼【よ】ばれているか。

①天神【てんじん】さま　②八幡【はちまん】さま　③天満【てんまん】さま　④菅原【すがわら】さま

問題 19

タイやツル、カメなどおめでたい動物【どうぶつ】がかたどられ、富山県【とやまけん】の結婚式【けっこ

んしき】に欠【か】かせない食【た】べ物【もの】は。

①赤飯【せきはん】　②かまぼこ　③ケーキ　④昆布【こんぶ】

問題 20

富山駅北【とやまえききた】と岩瀬浜【いわせはま】の間【あいだ】を走【はし】る「富山【とやま】ライ

トレール」（ポートラム）の特徴【とくちょう】は。

①電車【でんしゃ】の中【なか】に売店【ばいてん】がある　②24 時間走【じかんはし】っている

③どこでも手【て】を挙【あ】げて乗【の】れる　④床【ゆか】が低【ひく】くて乗【の】り降【お】りし

やすい

問題 21

富山市【とやまし】では、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】を打【う】ち上【あ】

げるが、その時刻【じこく】は。

①午前【ごぜん】９時【じ】　②正午【しょうご】　③午後【ごご】３時【じ】　④午後【ごご】６時【じ】

問題 22

昨年【さくねん】の国【くに】の調査【ちょうさ】で、富山市【とやまし】の１世帯【せたい】当【あ】た

りの支出額【ししゅつがく】が 46 年【ねん】連続【れんぞく】で全国【ぜんこく】１位【い】となった食

料品【しょくりょうひん】は。

①大根【だいこん】　②鶏肉【とりにく】　③ブリ　④もち

問題 23

毎年夏【まいとしなつ】に富山市【とやまし】で開【ひら】かれる「水橋【みずはし】橋【はし】まつり」

の火流【ひなが】し（明【あか】るく灯【とも】った小【ちい】さな段【だん】ボールの板【いた】を川【か

わ】に流【なが】す）のために、平成【へいせい】22 年【ねん】（2010）から地元【じもと】の小学生【しょ

うがくせい】が協力【きょうりょく】していることは。

①バイオ燃料【ねんりょう】を作【つく】る　②ろうそくを作【つく】る

③板【いた】に花火【はなび】を飾【かざ】る　④板【いた】に LED電球【でんきゅう】を飾【かざ】る

問題 24

立山黒部【たてやまくろべ】アルペンルートで、日本一【にほんいち】の高【たか】さの 186ｍのダムから

勢【いきお】いよく水【みず】が噴【ふ】き出【だ】す「観光放水【かんこうほうすい】」が見【み】られ

るのは

①有峰【ありみね】ダム　②宇奈月【うなづき】ダム　③黒部【くろべ】ダム　④刀利【とうり】ダム

問題 25

砺波市【となみし】の県民公園頼成【けんみんこうえんらんじょう】の森【もり】にある、広大な「水生

植物園【すいせいしょくぶつえん】」に 600 品種【ひんしゅ】70 万株【まんかぶ】が植【う】えられてい

る花【はな】は。

①スイレン　②ミズバショウ　③ハナショウブ　④オニバス

問題 26

立山曼荼羅【たてやままんだら】の世界【せかい】を体感【たいかん】できる「まんだら遊苑【ゆうえん】」

などがある施設【しせつ】は。

①立山自然保護【たてやましぜんほご】センター　②富山県［立山博物館]【とやまけんたてやまはくぶつかん】

③立山【たてやま】カルデラ砂防博物館【さぼうはくぶつかん】　④大山歴史民俗資料館【おおやまれきし

みんぞくしりょうかん】

問題 27

高岡市福岡町中心部【たかおかしふくおかまちちゅうしんぶ】で開【ひら】かれる、野菜【やさい】や穀物【こ

くもつ】を使【つか】って話題【わだい】の人物【じんぶつ】や物語【ものがたり】の世界【せかい】を

表現【ひょうげん】する祭【まつ】りは。

①かかし祭【まつ】り　②つくりもんまつり　③豊年祭【ほうねんまつ】り　④やさいまつり

問題 28

今年【ことし】、高岡御車山【たかおかみくるまやま】をモデルに、高岡市【たかおかし】の伝統工芸【で

んとうこうげい】の技術【ぎじゅつ】を集【あつ】めた豪華【ごうか】な「○○の御車山【みくるまやま】」

が完成【かんせい】したが、○に入【はい】る言葉【ことば】は。

①21 世紀【せいき】　②平成【へいせい】　③未来【みらい】　④県民【けんみん】

問題 29

毎年夏【まいとしなつ】、『昆虫王国【こんちゅうおうこく】○○「○○自然【しぜん】ふれあい館【かん】」』

では、世界各国【せかいかっこく】のカブトムシやクワガタを見【み】たり、放【はな】し飼【が】いの虫【む

し】たちに触【ふ】れられるイベントが開【ひら】かれるが、○に共通【きょうつう】して入【はい】る地

名【ちめい】は。

①立山【たてやま】　②呉羽山【くれはやま】　③二上山【ふたがみやま】　④五箇山【ごかやま】

問題 30

毎年【まいとし】、庄川河川敷【しょうがわかせんじき】にある大門【だいもん】カイトパークで開【ひら】

かれるイベントで、子【こ】どもたちも大勢参加【おおぜいさんか】する「越中【えっちゅう】だいもん○○」

の、○に入【はい】る言葉【ことば】は。

①ゲームまつり　②コマまつり　③スポーツまつり　④凧【たこ】まつり

問題 31

松尾芭蕉【まつおばしょう】が越中【えっちゅう】を旅【たび】したときのことも書【か】かれている紀

行文【きこうぶん】は。

①奥【おく】の細道【ほそみち】　②越路【こしじ】の記【き】

③越中紀行【えっちゅうきこう】　④奥【おく】の日記【にっき】

問題 32

○○集【しゅう】の代表的歌人【だいひょうてきかじん】の大伴家持【おおとものやかもち】が国守【こくしゅ】

として在任【ざいにん】していたことから、高岡市【たかおかし】は「○○のふるさと」と呼【よ】ばれている。

○に入【はい】る語句【ごく】は。

①神話【しんわ】　②万葉【まんよう】　③短歌【たんか】　④源氏【げんじ】

問題 33

富山県【とやまけん】にはさまざまな民謡【みんよう】が伝【つた】えられているが、次【つぎ】の民謡【み

んよう】の中【なか】で富山県独自【とやまけんどくじ】のものでないのは。

①越中【えっちゅう】おわら節【ぶし】　②麦【むぎ】や節【ぶし】

③こきりこ節【ぶし】　④ソーラン節【ぶし】

問題 34

富山県【とやまけん】のプロスポーツチーム「富山【とやま】GRNサンダーバーズ」の競技【きょうぎ】は何【な

に】か。

①バスケットボール　②サッカー　③バレーボール　④野球【やきゅう】

問題 35

来年【らいねん】のワールドカップに向【む】けたアジア予選【よせん】の日本代表【にほんだいひょう】

にも選【えら】ばれるなど、富山市出身【とやまししゅっしん】の八村塁【はちむらるい】選手【せんしゅ】

（アメリカ・ゴンザガ大学【だいがく】）、馬場雄大【ばばゆうだい】選手【せんしゅ】（アルバルク東京【と

うきょう】）が活躍【かつやく】するスポーツは。

①柔道【じゅうどう】　②水泳【すいえい】　③バスケットボール　④ラグビー

問題 36

県内最大【けんないさいだい】のフルマラソン大会【たいかい】「富山【とやま】マラソン」は、○○をスター

トして、ゴールの富山市【とやまし】を目指【めざ】すが、○に入【はい】る地名【ちめい】は。

①入善町【にゅうぜんまち】　②黒部市【くろべし】　③射水市【いみずし】　④高岡市【たかおかし】

問題 37

富山県内【とやまけんない】にある 15 市町村【しちょうそん】のうち、面積【めんせき】が最【もっとも】

も大【おお】きいのは。

①黒部市【くろべし】　②富山市【とやまし】　③氷見市【ひみし】　④南砺市【なんとし】

問題 38

魚【さかな】によく使【つか】われる「新鮮【しんせん】な」という意味【いみ】の富山【とやま】の方言【ほ

うげん】は。

①うまそい　②つべつべ　③ねぐさい　④きときと

問題 39

富山県【とやまけん】で、全国一【ぜんこくいち】の多【おお】さの約【やく】1,200 カ所【しょ】に伝【つ

た】わるとされる伝統行事【でんとうぎょうじ】は。

①獅子舞【ししまい】　②稚児舞【ちごまい】　③曳山【ひきやま】　④よさこい

問題 40

富山市【とやまし】の中心部【ちゅうしんぶ】を南北【なんぼく】に流【なが】れて、まちなかで松川【ま

つかわ】と合流【ごうりゅう】する川【かわ】の名前【なまえ】は。

①いたち川【がわ】　②かもめ川【がわ】　③きつね川【がわ】　④とんび川【がわ】



問題１

４月【がつ】から６月【がつ】ごろの暖【あたた】かく風【かぜ】の弱【よわ】い日【ひ】に、富山湾【と

やまわん】の魚津【うおづ】沖【おき】などで見【み】られる神秘的【しんぴてき】な現象【げんしょう】は。

①光柱【こうちゅう】　②気嵐【けあらし】　③フェーン現象【げんしょう】　④蜃気楼【しんきろう】

問題２

富山湾【とやまわん】で産卵【さんらん】を終【お】えたホタルイカが、波打【なみう】ち際【ぎわ】に打

【う】ち上【あ】げられる現象【げんしょう】を何【なん】と言【い】うか。

①ホタルイカの遠足【えんそく】　②ホタルイカの集会【しゅうかい】

③ホタルイカの身投【みな】げ　④ホタルイカの夜遊【よあそ】び

問題３

富山県【とやまけん】の県【けん】の鳥【とり】はライチョウ、県【けん】の花【はな】はチューリップ。

では、県【けん】の木【き】は。

①ケヤキ　②タテヤマスギ　③ブナ　④ユキツバキ

問題４

トロッコ電車【でんしゃ】の出発駅【しゅっぱつえき】がある富山県内最大規模【とやまけんないさいだい

きぼ】の温泉地【おんせんち】は。

①山田温泉【やまだおんせん】　②春日温泉【かすがおんせん】

③大牧温泉【おおまきおんせん】　④宇奈月温泉【うなづきおんせん】

問題５

立山【たてやま】の称名滝【しょうみょうだき】は、あることが日本一【にほんいち】の滝【たき】として

知【し】られるが、それは何【なに】か。

①観光客【かんこうきゃく】の数【かず】　②流【なが】れる水【みず】の量【りょう】

③標高【ひょうこう】の高【たか】さ　④落差【らくさ】の大【おお】きさ

問題６

昭和【しょうわ】20 年【ねん】（1945）の富山大空襲【とやまだいくうしゅう】による犠牲者【ぎせいしゃ】

をいたみ、平和【へいわ】への祈【いの】りを込【こ】めて、８月【がつ】に神通川【じんづうがわ】で催

【もよお】されている行事【ぎょうじ】は。

①灯篭流【とうろうなが】し　②盆踊【ぼんおど】り

③花火大会【はなびたいかい】　④民謡大会【みんようたいかい】

問題７

寛永【かんえい】16 年【ねん】（1639）、加賀藩【かがはん】から分【わ】かれてできた富山藩【とやまはん】

は何万石【なんまんごく】だったか。

①５万石【まんごく】　②10 万石【まんごく】　③20 万石【まんごく】　④50 万石【まんごく】

問題８

大正時代【たいしょうじだい】に、富山県【とやまけん】の漁村【ぎょそん】の女性【じょせい】たちが、

ある物【もの】の安売【やすう】りや港【みなと】からの積【つ】み出【だ】しの中止【ちゅうし】を求【も

と】めた出来事【できごと】から今年【ことし】で 100 年【ねん】になるが、その出来事【できごと】とは。

①米騒動【こめそうどう】　②塩騒動【しおそうどう】

③ブリ騒動【そうどう】　④ホタルイカ騒動【そうどう】

問題９

世界遺産【せかいいさん】の合掌造【がっしょうづく】り集落【しゅうらく】の屋根【やね】の主【おも】

な材料【ざいりょう】は。

①板【いた】　②カヤ　③瓦【かわら】　④ササ

問題 10

昔【むかし】、富山県【とやまけん】から北海道【ほっかいどう】へ多【おお】くの人 【々ひとびと】が移住【い

じゅう】したが、特【とく】に黒部【くろべ】など県東部【けんとうぶ】との関【かか】わりが深【ふか】かっ

た羅臼【らうす】、根室【ねむろ】や、北方四島【ほっぽうよんとう】で盛【さか】んだった産業【さんぎょう】は。

①鋳物【いもの】づくり　②米【こめ】づくり

③コンブ漁【りょう】　④薬草【やくそう】の栽培【さいばい】

問題 11

富山湾【とやまわん】から海洋深層水【かいようしんそうすい】をくみ上【あ】げる施設【しせつ】がある

のは滑川市【なめりかわし】と、もう一【ひと】つはどこか。

①入善町【にゅうぜんまち】　②魚津市【うおづし】　③高岡市【たかおかし】　④氷見市【ひみし】

問題 12

富山県【とやまけん】には「黒部名水【くろべめいすい】○○」「立山【たてやま】○○」「むぎや○○」「メ

ルヘン○○」などの産地銘柄【さんちめいがら】がある、○に入【はい】る肉【にく】は。

①チキン　②ポーク　③ビーフ　④ジビエ

問題 13

「富山湾【とやまわん】の王者【おうじゃ】」と呼【よ】ばれるのはブリ。では「富山湾【とやまわん】の

宝石【ほうせき】」と呼【よ】ばれるのは。

①シロエビ　②ホタルイカ　③ベニズワイガニ　④バイ

問題 14

毎年【まいとし】、魚津市【うおづし】や射水市【いみずし】の小学校【しょうがっこう】の給食【きゅう

しょく】で一人【ひとり】１匹【ぴき】ずつ出【だ】されるのが話題【わだい】になる、地域【ちいき】

の特産品【とくさんひん】は。

①イセエビ　②ウナギ　③タイ　④ベニズワイガニ

問題 15

今年【ことし】の秋【あき】にデビューした、富山米【とやままい】の新品種【しんひんしゅ】は。

①富富富【ふふふ】　②穂穂穂【ほほほ】　③味味味【みみみ】　④良良良【ららら】

問題 16

丸【まる】まげ（昔【むかし】の女性【じょせい】の髪形【かみがた】）のように丸【まる】くまとめた麺

【めん】や、レトロなパッケージが特徴【とくちょう】の「大門素麺【おおかどそうめん】」は、どこの特

産品【とくさんひん】か。

①黒部市【くろべし】　②上市町【かみいちまち】　③氷見市【ひみし】　④砺波市【となみし】

問題 17

南砺市福光地域【なんとしふくみつちいき】はあるスポーツ用具【ようぐ】の製造【せいぞう】が盛【さか】

んで、全国【ぜんこく】シェアの半分【はんぶん】を占【し】めているが、その用具【ようぐ】とは。

①サッカーボール　②スノーボード　③テニスラケット　④木製【もくせい】バット

問題 18

富山県【とやまけん】では、正月【しょうがつ】になると学問【がくもん】の神【かみ】さまである菅原

道真【すがわらみちざね】の掛【か】け軸【じく】などをかざる風習【ふうしゅう】が見【み】られるが、

この神【かみ】さまは何【なん】と呼【よ】ばれているか。

①天神【てんじん】さま　②八幡【はちまん】さま　③天満【てんまん】さま　④菅原【すがわら】さま

問題 19

タイやツル、カメなどおめでたい動物【どうぶつ】がかたどられ、富山県【とやまけん】の結婚式【けっこ

んしき】に欠【か】かせない食【た】べ物【もの】は。

①赤飯【せきはん】　②かまぼこ　③ケーキ　④昆布【こんぶ】

問題 20

富山駅北【とやまえききた】と岩瀬浜【いわせはま】の間【あいだ】を走【はし】る「富山【とやま】ライ

トレール」（ポートラム）の特徴【とくちょう】は。

①電車【でんしゃ】の中【なか】に売店【ばいてん】がある　②24 時間走【じかんはし】っている

③どこでも手【て】を挙【あ】げて乗【の】れる　④床【ゆか】が低【ひく】くて乗【の】り降【お】りし

やすい

問題 21

富山市【とやまし】では、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】を打【う】ち上【あ】

げるが、その時刻【じこく】は。

①午前【ごぜん】９時【じ】　②正午【しょうご】　③午後【ごご】３時【じ】　④午後【ごご】６時【じ】

問題 22

昨年【さくねん】の国【くに】の調査【ちょうさ】で、富山市【とやまし】の１世帯【せたい】当【あ】た

りの支出額【ししゅつがく】が 46 年【ねん】連続【れんぞく】で全国【ぜんこく】１位【い】となった食

料品【しょくりょうひん】は。

①大根【だいこん】　②鶏肉【とりにく】　③ブリ　④もち

問題 23

毎年夏【まいとしなつ】に富山市【とやまし】で開【ひら】かれる「水橋【みずはし】橋【はし】まつり」

の火流【ひなが】し（明【あか】るく灯【とも】った小【ちい】さな段【だん】ボールの板【いた】を川【か

わ】に流【なが】す）のために、平成【へいせい】22 年【ねん】（2010）から地元【じもと】の小学生【しょ

うがくせい】が協力【きょうりょく】していることは。

①バイオ燃料【ねんりょう】を作【つく】る　②ろうそくを作【つく】る

③板【いた】に花火【はなび】を飾【かざ】る　④板【いた】に LED電球【でんきゅう】を飾【かざ】る

問題 24

立山黒部【たてやまくろべ】アルペンルートで、日本一【にほんいち】の高【たか】さの 186ｍのダムから

勢【いきお】いよく水【みず】が噴【ふ】き出【だ】す「観光放水【かんこうほうすい】」が見【み】られ

るのは

①有峰【ありみね】ダム　②宇奈月【うなづき】ダム　③黒部【くろべ】ダム　④刀利【とうり】ダム

問題 25

砺波市【となみし】の県民公園頼成【けんみんこうえんらんじょう】の森【もり】にある、広大な「水生

植物園【すいせいしょくぶつえん】」に 600 品種【ひんしゅ】70 万株【まんかぶ】が植【う】えられてい

る花【はな】は。

①スイレン　②ミズバショウ　③ハナショウブ　④オニバス

問題 26

立山曼荼羅【たてやままんだら】の世界【せかい】を体感【たいかん】できる「まんだら遊苑【ゆうえん】」

などがある施設【しせつ】は。

①立山自然保護【たてやましぜんほご】センター　②富山県［立山博物館]【とやまけんたてやまはくぶつかん】

③立山【たてやま】カルデラ砂防博物館【さぼうはくぶつかん】　④大山歴史民俗資料館【おおやまれきし

みんぞくしりょうかん】

問題 27

高岡市福岡町中心部【たかおかしふくおかまちちゅうしんぶ】で開【ひら】かれる、野菜【やさい】や穀物【こ

くもつ】を使【つか】って話題【わだい】の人物【じんぶつ】や物語【ものがたり】の世界【せかい】を

表現【ひょうげん】する祭【まつ】りは。

①かかし祭【まつ】り　②つくりもんまつり　③豊年祭【ほうねんまつ】り　④やさいまつり

問題 28

今年【ことし】、高岡御車山【たかおかみくるまやま】をモデルに、高岡市【たかおかし】の伝統工芸【で

んとうこうげい】の技術【ぎじゅつ】を集【あつ】めた豪華【ごうか】な「○○の御車山【みくるまやま】」

が完成【かんせい】したが、○に入【はい】る言葉【ことば】は。

①21 世紀【せいき】　②平成【へいせい】　③未来【みらい】　④県民【けんみん】

問題 29

毎年夏【まいとしなつ】、『昆虫王国【こんちゅうおうこく】○○「○○自然【しぜん】ふれあい館【かん】」』

では、世界各国【せかいかっこく】のカブトムシやクワガタを見【み】たり、放【はな】し飼【が】いの虫【む

し】たちに触【ふ】れられるイベントが開【ひら】かれるが、○に共通【きょうつう】して入【はい】る地

名【ちめい】は。

①立山【たてやま】　②呉羽山【くれはやま】　③二上山【ふたがみやま】　④五箇山【ごかやま】

問題 30

毎年【まいとし】、庄川河川敷【しょうがわかせんじき】にある大門【だいもん】カイトパークで開【ひら】

かれるイベントで、子【こ】どもたちも大勢参加【おおぜいさんか】する「越中【えっちゅう】だいもん○○」

の、○に入【はい】る言葉【ことば】は。

①ゲームまつり　②コマまつり　③スポーツまつり　④凧【たこ】まつり

問題 31

松尾芭蕉【まつおばしょう】が越中【えっちゅう】を旅【たび】したときのことも書【か】かれている紀

行文【きこうぶん】は。

①奥【おく】の細道【ほそみち】　②越路【こしじ】の記【き】

③越中紀行【えっちゅうきこう】　④奥【おく】の日記【にっき】

問題 32

○○集【しゅう】の代表的歌人【だいひょうてきかじん】の大伴家持【おおとものやかもち】が国守【こくしゅ】

として在任【ざいにん】していたことから、高岡市【たかおかし】は「○○のふるさと」と呼【よ】ばれている。

○に入【はい】る語句【ごく】は。

①神話【しんわ】　②万葉【まんよう】　③短歌【たんか】　④源氏【げんじ】

問題 33

富山県【とやまけん】にはさまざまな民謡【みんよう】が伝【つた】えられているが、次【つぎ】の民謡【み

んよう】の中【なか】で富山県独自【とやまけんどくじ】のものでないのは。

①越中【えっちゅう】おわら節【ぶし】　②麦【むぎ】や節【ぶし】

③こきりこ節【ぶし】　④ソーラン節【ぶし】

問題 34

富山県【とやまけん】のプロスポーツチーム「富山【とやま】GRNサンダーバーズ」の競技【きょうぎ】は何【な

に】か。

①バスケットボール　②サッカー　③バレーボール　④野球【やきゅう】

問題 35

来年【らいねん】のワールドカップに向【む】けたアジア予選【よせん】の日本代表【にほんだいひょう】

にも選【えら】ばれるなど、富山市出身【とやまししゅっしん】の八村塁【はちむらるい】選手【せんしゅ】

（アメリカ・ゴンザガ大学【だいがく】）、馬場雄大【ばばゆうだい】選手【せんしゅ】（アルバルク東京【と

うきょう】）が活躍【かつやく】するスポーツは。

①柔道【じゅうどう】　②水泳【すいえい】　③バスケットボール　④ラグビー

問題 36

県内最大【けんないさいだい】のフルマラソン大会【たいかい】「富山【とやま】マラソン」は、○○をスター

トして、ゴールの富山市【とやまし】を目指【めざ】すが、○に入【はい】る地名【ちめい】は。

①入善町【にゅうぜんまち】　②黒部市【くろべし】　③射水市【いみずし】　④高岡市【たかおかし】

問題 37

富山県内【とやまけんない】にある 15 市町村【しちょうそん】のうち、面積【めんせき】が最【もっとも】

も大【おお】きいのは。

①黒部市【くろべし】　②富山市【とやまし】　③氷見市【ひみし】　④南砺市【なんとし】

問題 38

魚【さかな】によく使【つか】われる「新鮮【しんせん】な」という意味【いみ】の富山【とやま】の方言【ほ

うげん】は。

①うまそい　②つべつべ　③ねぐさい　④きときと

問題 39

富山県【とやまけん】で、全国一【ぜんこくいち】の多【おお】さの約【やく】1,200 カ所【しょ】に伝【つ

た】わるとされる伝統行事【でんとうぎょうじ】は。

①獅子舞【ししまい】　②稚児舞【ちごまい】　③曳山【ひきやま】　④よさこい

問題 40

富山市【とやまし】の中心部【ちゅうしんぶ】を南北【なんぼく】に流【なが】れて、まちなかで松川【ま

つかわ】と合流【ごうりゅう】する川【かわ】の名前【なまえ】は。

①いたち川【がわ】　②かもめ川【がわ】　③きつね川【がわ】　④とんび川【がわ】

A



問題１

４月【がつ】から６月【がつ】ごろの暖【あたた】かく風【かぜ】の弱【よわ】い日【ひ】に、富山湾【と

やまわん】の魚津【うおづ】沖【おき】などで見【み】られる神秘的【しんぴてき】な現象【げんしょう】は。

①光柱【こうちゅう】　②気嵐【けあらし】　③フェーン現象【げんしょう】　④蜃気楼【しんきろう】

問題２

富山湾【とやまわん】で産卵【さんらん】を終【お】えたホタルイカが、波打【なみう】ち際【ぎわ】に打

【う】ち上【あ】げられる現象【げんしょう】を何【なん】と言【い】うか。

①ホタルイカの遠足【えんそく】　②ホタルイカの集会【しゅうかい】

③ホタルイカの身投【みな】げ　④ホタルイカの夜遊【よあそ】び

問題３

富山県【とやまけん】の県【けん】の鳥【とり】はライチョウ、県【けん】の花【はな】はチューリップ。

では、県【けん】の木【き】は。

①ケヤキ　②タテヤマスギ　③ブナ　④ユキツバキ

問題４

トロッコ電車【でんしゃ】の出発駅【しゅっぱつえき】がある富山県内最大規模【とやまけんないさいだい

きぼ】の温泉地【おんせんち】は。

①山田温泉【やまだおんせん】　②春日温泉【かすがおんせん】

③大牧温泉【おおまきおんせん】　④宇奈月温泉【うなづきおんせん】

問題５

立山【たてやま】の称名滝【しょうみょうだき】は、あることが日本一【にほんいち】の滝【たき】として

知【し】られるが、それは何【なに】か。

①観光客【かんこうきゃく】の数【かず】　②流【なが】れる水【みず】の量【りょう】

③標高【ひょうこう】の高【たか】さ　④落差【らくさ】の大【おお】きさ

問題６

昭和【しょうわ】20 年【ねん】（1945）の富山大空襲【とやまだいくうしゅう】による犠牲者【ぎせいしゃ】

をいたみ、平和【へいわ】への祈【いの】りを込【こ】めて、８月【がつ】に神通川【じんづうがわ】で催

【もよお】されている行事【ぎょうじ】は。

①灯篭流【とうろうなが】し　②盆踊【ぼんおど】り

③花火大会【はなびたいかい】　④民謡大会【みんようたいかい】

問題７

寛永【かんえい】16 年【ねん】（1639）、加賀藩【かがはん】から分【わ】かれてできた富山藩【とやまはん】

は何万石【なんまんごく】だったか。

①５万石【まんごく】　②10 万石【まんごく】　③20 万石【まんごく】　④50 万石【まんごく】

問題８

大正時代【たいしょうじだい】に、富山県【とやまけん】の漁村【ぎょそん】の女性【じょせい】たちが、

ある物【もの】の安売【やすう】りや港【みなと】からの積【つ】み出【だ】しの中止【ちゅうし】を求【も

と】めた出来事【できごと】から今年【ことし】で 100 年【ねん】になるが、その出来事【できごと】とは。

①米騒動【こめそうどう】　②塩騒動【しおそうどう】

③ブリ騒動【そうどう】　④ホタルイカ騒動【そうどう】

問題９

世界遺産【せかいいさん】の合掌造【がっしょうづく】り集落【しゅうらく】の屋根【やね】の主【おも】

な材料【ざいりょう】は。

①板【いた】　②カヤ　③瓦【かわら】　④ササ

問題 10

昔【むかし】、富山県【とやまけん】から北海道【ほっかいどう】へ多【おお】くの人 【々ひとびと】が移住【い

じゅう】したが、特【とく】に黒部【くろべ】など県東部【けんとうぶ】との関【かか】わりが深【ふか】かっ

た羅臼【らうす】、根室【ねむろ】や、北方四島【ほっぽうよんとう】で盛【さか】んだった産業【さんぎょう】は。

①鋳物【いもの】づくり　②米【こめ】づくり

③コンブ漁【りょう】　④薬草【やくそう】の栽培【さいばい】

問題 11

富山湾【とやまわん】から海洋深層水【かいようしんそうすい】をくみ上【あ】げる施設【しせつ】がある

のは滑川市【なめりかわし】と、もう一【ひと】つはどこか。

①入善町【にゅうぜんまち】　②魚津市【うおづし】　③高岡市【たかおかし】　④氷見市【ひみし】

問題 12

富山県【とやまけん】には「黒部名水【くろべめいすい】○○」「立山【たてやま】○○」「むぎや○○」「メ

ルヘン○○」などの産地銘柄【さんちめいがら】がある、○に入【はい】る肉【にく】は。

①チキン　②ポーク　③ビーフ　④ジビエ

問題 13

「富山湾【とやまわん】の王者【おうじゃ】」と呼【よ】ばれるのはブリ。では「富山湾【とやまわん】の

宝石【ほうせき】」と呼【よ】ばれるのは。

①シロエビ　②ホタルイカ　③ベニズワイガニ　④バイ

問題 14

毎年【まいとし】、魚津市【うおづし】や射水市【いみずし】の小学校【しょうがっこう】の給食【きゅう

しょく】で一人【ひとり】１匹【ぴき】ずつ出【だ】されるのが話題【わだい】になる、地域【ちいき】

の特産品【とくさんひん】は。

①イセエビ　②ウナギ　③タイ　④ベニズワイガニ

問題 15

今年【ことし】の秋【あき】にデビューした、富山米【とやままい】の新品種【しんひんしゅ】は。

①富富富【ふふふ】　②穂穂穂【ほほほ】　③味味味【みみみ】　④良良良【ららら】

問題 16

丸【まる】まげ（昔【むかし】の女性【じょせい】の髪形【かみがた】）のように丸【まる】くまとめた麺

【めん】や、レトロなパッケージが特徴【とくちょう】の「大門素麺【おおかどそうめん】」は、どこの特

産品【とくさんひん】か。

①黒部市【くろべし】　②上市町【かみいちまち】　③氷見市【ひみし】　④砺波市【となみし】

問題 17

南砺市福光地域【なんとしふくみつちいき】はあるスポーツ用具【ようぐ】の製造【せいぞう】が盛【さか】

んで、全国【ぜんこく】シェアの半分【はんぶん】を占【し】めているが、その用具【ようぐ】とは。

①サッカーボール　②スノーボード　③テニスラケット　④木製【もくせい】バット

問題 18

富山県【とやまけん】では、正月【しょうがつ】になると学問【がくもん】の神【かみ】さまである菅原

道真【すがわらみちざね】の掛【か】け軸【じく】などをかざる風習【ふうしゅう】が見【み】られるが、

この神【かみ】さまは何【なん】と呼【よ】ばれているか。

①天神【てんじん】さま　②八幡【はちまん】さま　③天満【てんまん】さま　④菅原【すがわら】さま

問題 19

タイやツル、カメなどおめでたい動物【どうぶつ】がかたどられ、富山県【とやまけん】の結婚式【けっこ

んしき】に欠【か】かせない食【た】べ物【もの】は。

①赤飯【せきはん】　②かまぼこ　③ケーキ　④昆布【こんぶ】

問題 20

富山駅北【とやまえききた】と岩瀬浜【いわせはま】の間【あいだ】を走【はし】る「富山【とやま】ライ

トレール」（ポートラム）の特徴【とくちょう】は。

①電車【でんしゃ】の中【なか】に売店【ばいてん】がある　②24 時間走【じかんはし】っている

③どこでも手【て】を挙【あ】げて乗【の】れる　④床【ゆか】が低【ひく】くて乗【の】り降【お】りし

やすい

問題 21

富山市【とやまし】では、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】を打【う】ち上【あ】

げるが、その時刻【じこく】は。

①午前【ごぜん】９時【じ】　②正午【しょうご】　③午後【ごご】３時【じ】　④午後【ごご】６時【じ】

問題 22

昨年【さくねん】の国【くに】の調査【ちょうさ】で、富山市【とやまし】の１世帯【せたい】当【あ】た

りの支出額【ししゅつがく】が 46 年【ねん】連続【れんぞく】で全国【ぜんこく】１位【い】となった食

料品【しょくりょうひん】は。

①大根【だいこん】　②鶏肉【とりにく】　③ブリ　④もち

問題 23

毎年夏【まいとしなつ】に富山市【とやまし】で開【ひら】かれる「水橋【みずはし】橋【はし】まつり」

の火流【ひなが】し（明【あか】るく灯【とも】った小【ちい】さな段【だん】ボールの板【いた】を川【か

わ】に流【なが】す）のために、平成【へいせい】22 年【ねん】（2010）から地元【じもと】の小学生【しょ

うがくせい】が協力【きょうりょく】していることは。

①バイオ燃料【ねんりょう】を作【つく】る　②ろうそくを作【つく】る

③板【いた】に花火【はなび】を飾【かざ】る　④板【いた】に LED電球【でんきゅう】を飾【かざ】る

問題 24

立山黒部【たてやまくろべ】アルペンルートで、日本一【にほんいち】の高【たか】さの 186ｍのダムから

勢【いきお】いよく水【みず】が噴【ふ】き出【だ】す「観光放水【かんこうほうすい】」が見【み】られ

るのは

①有峰【ありみね】ダム　②宇奈月【うなづき】ダム　③黒部【くろべ】ダム　④刀利【とうり】ダム

問題 25

砺波市【となみし】の県民公園頼成【けんみんこうえんらんじょう】の森【もり】にある、広大な「水生

植物園【すいせいしょくぶつえん】」に 600 品種【ひんしゅ】70 万株【まんかぶ】が植【う】えられてい

る花【はな】は。

①スイレン　②ミズバショウ　③ハナショウブ　④オニバス

問題 26

立山曼荼羅【たてやままんだら】の世界【せかい】を体感【たいかん】できる「まんだら遊苑【ゆうえん】」

などがある施設【しせつ】は。

①立山自然保護【たてやましぜんほご】センター　②富山県［立山博物館]【とやまけんたてやまはくぶつかん】

③立山【たてやま】カルデラ砂防博物館【さぼうはくぶつかん】　④大山歴史民俗資料館【おおやまれきし

みんぞくしりょうかん】

問題 27

高岡市福岡町中心部【たかおかしふくおかまちちゅうしんぶ】で開【ひら】かれる、野菜【やさい】や穀物【こ

くもつ】を使【つか】って話題【わだい】の人物【じんぶつ】や物語【ものがたり】の世界【せかい】を

表現【ひょうげん】する祭【まつ】りは。

①かかし祭【まつ】り　②つくりもんまつり　③豊年祭【ほうねんまつ】り　④やさいまつり

問題 28

今年【ことし】、高岡御車山【たかおかみくるまやま】をモデルに、高岡市【たかおかし】の伝統工芸【で

んとうこうげい】の技術【ぎじゅつ】を集【あつ】めた豪華【ごうか】な「○○の御車山【みくるまやま】」

が完成【かんせい】したが、○に入【はい】る言葉【ことば】は。

①21 世紀【せいき】　②平成【へいせい】　③未来【みらい】　④県民【けんみん】

問題 29

毎年夏【まいとしなつ】、『昆虫王国【こんちゅうおうこく】○○「○○自然【しぜん】ふれあい館【かん】」』

では、世界各国【せかいかっこく】のカブトムシやクワガタを見【み】たり、放【はな】し飼【が】いの虫【む

し】たちに触【ふ】れられるイベントが開【ひら】かれるが、○に共通【きょうつう】して入【はい】る地

名【ちめい】は。

①立山【たてやま】　②呉羽山【くれはやま】　③二上山【ふたがみやま】　④五箇山【ごかやま】

問題 30

毎年【まいとし】、庄川河川敷【しょうがわかせんじき】にある大門【だいもん】カイトパークで開【ひら】

かれるイベントで、子【こ】どもたちも大勢参加【おおぜいさんか】する「越中【えっちゅう】だいもん○○」

の、○に入【はい】る言葉【ことば】は。

①ゲームまつり　②コマまつり　③スポーツまつり　④凧【たこ】まつり

問題 31

松尾芭蕉【まつおばしょう】が越中【えっちゅう】を旅【たび】したときのことも書【か】かれている紀

行文【きこうぶん】は。

①奥【おく】の細道【ほそみち】　②越路【こしじ】の記【き】

③越中紀行【えっちゅうきこう】　④奥【おく】の日記【にっき】

問題 32

○○集【しゅう】の代表的歌人【だいひょうてきかじん】の大伴家持【おおとものやかもち】が国守【こくしゅ】

として在任【ざいにん】していたことから、高岡市【たかおかし】は「○○のふるさと」と呼【よ】ばれている。

○に入【はい】る語句【ごく】は。

①神話【しんわ】　②万葉【まんよう】　③短歌【たんか】　④源氏【げんじ】

問題 33

富山県【とやまけん】にはさまざまな民謡【みんよう】が伝【つた】えられているが、次【つぎ】の民謡【み

んよう】の中【なか】で富山県独自【とやまけんどくじ】のものでないのは。

①越中【えっちゅう】おわら節【ぶし】　②麦【むぎ】や節【ぶし】

③こきりこ節【ぶし】　④ソーラン節【ぶし】

問題 34

富山県【とやまけん】のプロスポーツチーム「富山【とやま】GRNサンダーバーズ」の競技【きょうぎ】は何【な

に】か。

①バスケットボール　②サッカー　③バレーボール　④野球【やきゅう】

問題 35

来年【らいねん】のワールドカップに向【む】けたアジア予選【よせん】の日本代表【にほんだいひょう】

にも選【えら】ばれるなど、富山市出身【とやまししゅっしん】の八村塁【はちむらるい】選手【せんしゅ】

（アメリカ・ゴンザガ大学【だいがく】）、馬場雄大【ばばゆうだい】選手【せんしゅ】（アルバルク東京【と

うきょう】）が活躍【かつやく】するスポーツは。

①柔道【じゅうどう】　②水泳【すいえい】　③バスケットボール　④ラグビー

問題 36

県内最大【けんないさいだい】のフルマラソン大会【たいかい】「富山【とやま】マラソン」は、○○をスター

トして、ゴールの富山市【とやまし】を目指【めざ】すが、○に入【はい】る地名【ちめい】は。

①入善町【にゅうぜんまち】　②黒部市【くろべし】　③射水市【いみずし】　④高岡市【たかおかし】

問題 37

富山県内【とやまけんない】にある 15 市町村【しちょうそん】のうち、面積【めんせき】が最【もっとも】

も大【おお】きいのは。

①黒部市【くろべし】　②富山市【とやまし】　③氷見市【ひみし】　④南砺市【なんとし】

問題 38

魚【さかな】によく使【つか】われる「新鮮【しんせん】な」という意味【いみ】の富山【とやま】の方言【ほ

うげん】は。

①うまそい　②つべつべ　③ねぐさい　④きときと

問題 39

富山県【とやまけん】で、全国一【ぜんこくいち】の多【おお】さの約【やく】1,200 カ所【しょ】に伝【つ

た】わるとされる伝統行事【でんとうぎょうじ】は。

①獅子舞【ししまい】　②稚児舞【ちごまい】　③曳山【ひきやま】　④よさこい

問題 40

富山市【とやまし】の中心部【ちゅうしんぶ】を南北【なんぼく】に流【なが】れて、まちなかで松川【ま

つかわ】と合流【ごうりゅう】する川【かわ】の名前【なまえ】は。

①いたち川【がわ】　②かもめ川【がわ】　③きつね川【がわ】　④とんび川【がわ】



問題１

４月【がつ】から６月【がつ】ごろの暖【あたた】かく風【かぜ】の弱【よわ】い日【ひ】に、富山湾【と

やまわん】の魚津【うおづ】沖【おき】などで見【み】られる神秘的【しんぴてき】な現象【げんしょう】は。

①光柱【こうちゅう】　②気嵐【けあらし】　③フェーン現象【げんしょう】　④蜃気楼【しんきろう】

問題２

富山湾【とやまわん】で産卵【さんらん】を終【お】えたホタルイカが、波打【なみう】ち際【ぎわ】に打

【う】ち上【あ】げられる現象【げんしょう】を何【なん】と言【い】うか。

①ホタルイカの遠足【えんそく】　②ホタルイカの集会【しゅうかい】

③ホタルイカの身投【みな】げ　④ホタルイカの夜遊【よあそ】び

問題３

富山県【とやまけん】の県【けん】の鳥【とり】はライチョウ、県【けん】の花【はな】はチューリップ。

では、県【けん】の木【き】は。

①ケヤキ　②タテヤマスギ　③ブナ　④ユキツバキ

問題４

トロッコ電車【でんしゃ】の出発駅【しゅっぱつえき】がある富山県内最大規模【とやまけんないさいだい

きぼ】の温泉地【おんせんち】は。

①山田温泉【やまだおんせん】　②春日温泉【かすがおんせん】

③大牧温泉【おおまきおんせん】　④宇奈月温泉【うなづきおんせん】

問題５

立山【たてやま】の称名滝【しょうみょうだき】は、あることが日本一【にほんいち】の滝【たき】として

知【し】られるが、それは何【なに】か。

①観光客【かんこうきゃく】の数【かず】　②流【なが】れる水【みず】の量【りょう】

③標高【ひょうこう】の高【たか】さ　④落差【らくさ】の大【おお】きさ

問題６

昭和【しょうわ】20 年【ねん】（1945）の富山大空襲【とやまだいくうしゅう】による犠牲者【ぎせいしゃ】

をいたみ、平和【へいわ】への祈【いの】りを込【こ】めて、８月【がつ】に神通川【じんづうがわ】で催

【もよお】されている行事【ぎょうじ】は。

①灯篭流【とうろうなが】し　②盆踊【ぼんおど】り

③花火大会【はなびたいかい】　④民謡大会【みんようたいかい】

問題７

寛永【かんえい】16 年【ねん】（1639）、加賀藩【かがはん】から分【わ】かれてできた富山藩【とやまはん】

は何万石【なんまんごく】だったか。

①５万石【まんごく】　②10 万石【まんごく】　③20 万石【まんごく】　④50 万石【まんごく】

問題８

大正時代【たいしょうじだい】に、富山県【とやまけん】の漁村【ぎょそん】の女性【じょせい】たちが、

ある物【もの】の安売【やすう】りや港【みなと】からの積【つ】み出【だ】しの中止【ちゅうし】を求【も

と】めた出来事【できごと】から今年【ことし】で 100 年【ねん】になるが、その出来事【できごと】とは。

①米騒動【こめそうどう】　②塩騒動【しおそうどう】

③ブリ騒動【そうどう】　④ホタルイカ騒動【そうどう】

問題９

世界遺産【せかいいさん】の合掌造【がっしょうづく】り集落【しゅうらく】の屋根【やね】の主【おも】

な材料【ざいりょう】は。

①板【いた】　②カヤ　③瓦【かわら】　④ササ

問題 10

昔【むかし】、富山県【とやまけん】から北海道【ほっかいどう】へ多【おお】くの人 【々ひとびと】が移住【い

じゅう】したが、特【とく】に黒部【くろべ】など県東部【けんとうぶ】との関【かか】わりが深【ふか】かっ

た羅臼【らうす】、根室【ねむろ】や、北方四島【ほっぽうよんとう】で盛【さか】んだった産業【さんぎょう】は。

①鋳物【いもの】づくり　②米【こめ】づくり

③コンブ漁【りょう】　④薬草【やくそう】の栽培【さいばい】

問題 11

富山湾【とやまわん】から海洋深層水【かいようしんそうすい】をくみ上【あ】げる施設【しせつ】がある

のは滑川市【なめりかわし】と、もう一【ひと】つはどこか。

①入善町【にゅうぜんまち】　②魚津市【うおづし】　③高岡市【たかおかし】　④氷見市【ひみし】

問題 12

富山県【とやまけん】には「黒部名水【くろべめいすい】○○」「立山【たてやま】○○」「むぎや○○」「メ

ルヘン○○」などの産地銘柄【さんちめいがら】がある、○に入【はい】る肉【にく】は。

①チキン　②ポーク　③ビーフ　④ジビエ

問題 13

「富山湾【とやまわん】の王者【おうじゃ】」と呼【よ】ばれるのはブリ。では「富山湾【とやまわん】の

宝石【ほうせき】」と呼【よ】ばれるのは。

①シロエビ　②ホタルイカ　③ベニズワイガニ　④バイ

問題 14

毎年【まいとし】、魚津市【うおづし】や射水市【いみずし】の小学校【しょうがっこう】の給食【きゅう

しょく】で一人【ひとり】１匹【ぴき】ずつ出【だ】されるのが話題【わだい】になる、地域【ちいき】

の特産品【とくさんひん】は。

①イセエビ　②ウナギ　③タイ　④ベニズワイガニ

問題 15

今年【ことし】の秋【あき】にデビューした、富山米【とやままい】の新品種【しんひんしゅ】は。

①富富富【ふふふ】　②穂穂穂【ほほほ】　③味味味【みみみ】　④良良良【ららら】

問題 16

丸【まる】まげ（昔【むかし】の女性【じょせい】の髪形【かみがた】）のように丸【まる】くまとめた麺

【めん】や、レトロなパッケージが特徴【とくちょう】の「大門素麺【おおかどそうめん】」は、どこの特

産品【とくさんひん】か。

①黒部市【くろべし】　②上市町【かみいちまち】　③氷見市【ひみし】　④砺波市【となみし】

問題 17

南砺市福光地域【なんとしふくみつちいき】はあるスポーツ用具【ようぐ】の製造【せいぞう】が盛【さか】

んで、全国【ぜんこく】シェアの半分【はんぶん】を占【し】めているが、その用具【ようぐ】とは。

①サッカーボール　②スノーボード　③テニスラケット　④木製【もくせい】バット

問題 18

富山県【とやまけん】では、正月【しょうがつ】になると学問【がくもん】の神【かみ】さまである菅原

道真【すがわらみちざね】の掛【か】け軸【じく】などをかざる風習【ふうしゅう】が見【み】られるが、

この神【かみ】さまは何【なん】と呼【よ】ばれているか。

①天神【てんじん】さま　②八幡【はちまん】さま　③天満【てんまん】さま　④菅原【すがわら】さま

問題 19

タイやツル、カメなどおめでたい動物【どうぶつ】がかたどられ、富山県【とやまけん】の結婚式【けっこ

んしき】に欠【か】かせない食【た】べ物【もの】は。

①赤飯【せきはん】　②かまぼこ　③ケーキ　④昆布【こんぶ】

問題 20

富山駅北【とやまえききた】と岩瀬浜【いわせはま】の間【あいだ】を走【はし】る「富山【とやま】ライ

トレール」（ポートラム）の特徴【とくちょう】は。

①電車【でんしゃ】の中【なか】に売店【ばいてん】がある　②24 時間走【じかんはし】っている

③どこでも手【て】を挙【あ】げて乗【の】れる　④床【ゆか】が低【ひく】くて乗【の】り降【お】りし

やすい

問題 21

富山市【とやまし】では、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】を打【う】ち上【あ】

げるが、その時刻【じこく】は。

①午前【ごぜん】９時【じ】　②正午【しょうご】　③午後【ごご】３時【じ】　④午後【ごご】６時【じ】

問題 22

昨年【さくねん】の国【くに】の調査【ちょうさ】で、富山市【とやまし】の１世帯【せたい】当【あ】た

りの支出額【ししゅつがく】が 46 年【ねん】連続【れんぞく】で全国【ぜんこく】１位【い】となった食

料品【しょくりょうひん】は。

①大根【だいこん】　②鶏肉【とりにく】　③ブリ　④もち

問題 23

毎年夏【まいとしなつ】に富山市【とやまし】で開【ひら】かれる「水橋【みずはし】橋【はし】まつり」

の火流【ひなが】し（明【あか】るく灯【とも】った小【ちい】さな段【だん】ボールの板【いた】を川【か

わ】に流【なが】す）のために、平成【へいせい】22 年【ねん】（2010）から地元【じもと】の小学生【しょ

うがくせい】が協力【きょうりょく】していることは。

①バイオ燃料【ねんりょう】を作【つく】る　②ろうそくを作【つく】る

③板【いた】に花火【はなび】を飾【かざ】る　④板【いた】に LED電球【でんきゅう】を飾【かざ】る

問題 24

立山黒部【たてやまくろべ】アルペンルートで、日本一【にほんいち】の高【たか】さの 186ｍのダムから

勢【いきお】いよく水【みず】が噴【ふ】き出【だ】す「観光放水【かんこうほうすい】」が見【み】られ

るのは

①有峰【ありみね】ダム　②宇奈月【うなづき】ダム　③黒部【くろべ】ダム　④刀利【とうり】ダム

問題 25

砺波市【となみし】の県民公園頼成【けんみんこうえんらんじょう】の森【もり】にある、広大な「水生

植物園【すいせいしょくぶつえん】」に 600 品種【ひんしゅ】70 万株【まんかぶ】が植【う】えられてい

る花【はな】は。

①スイレン　②ミズバショウ　③ハナショウブ　④オニバス

問題 26

立山曼荼羅【たてやままんだら】の世界【せかい】を体感【たいかん】できる「まんだら遊苑【ゆうえん】」

などがある施設【しせつ】は。

①立山自然保護【たてやましぜんほご】センター　②富山県［立山博物館]【とやまけんたてやまはくぶつかん】

③立山【たてやま】カルデラ砂防博物館【さぼうはくぶつかん】　④大山歴史民俗資料館【おおやまれきし

みんぞくしりょうかん】

問題 27

高岡市福岡町中心部【たかおかしふくおかまちちゅうしんぶ】で開【ひら】かれる、野菜【やさい】や穀物【こ

くもつ】を使【つか】って話題【わだい】の人物【じんぶつ】や物語【ものがたり】の世界【せかい】を

表現【ひょうげん】する祭【まつ】りは。

①かかし祭【まつ】り　②つくりもんまつり　③豊年祭【ほうねんまつ】り　④やさいまつり

問題 28

今年【ことし】、高岡御車山【たかおかみくるまやま】をモデルに、高岡市【たかおかし】の伝統工芸【で

んとうこうげい】の技術【ぎじゅつ】を集【あつ】めた豪華【ごうか】な「○○の御車山【みくるまやま】」

が完成【かんせい】したが、○に入【はい】る言葉【ことば】は。

①21 世紀【せいき】　②平成【へいせい】　③未来【みらい】　④県民【けんみん】

問題 29

毎年夏【まいとしなつ】、『昆虫王国【こんちゅうおうこく】○○「○○自然【しぜん】ふれあい館【かん】」』

では、世界各国【せかいかっこく】のカブトムシやクワガタを見【み】たり、放【はな】し飼【が】いの虫【む

し】たちに触【ふ】れられるイベントが開【ひら】かれるが、○に共通【きょうつう】して入【はい】る地

名【ちめい】は。

①立山【たてやま】　②呉羽山【くれはやま】　③二上山【ふたがみやま】　④五箇山【ごかやま】

問題 30

毎年【まいとし】、庄川河川敷【しょうがわかせんじき】にある大門【だいもん】カイトパークで開【ひら】

かれるイベントで、子【こ】どもたちも大勢参加【おおぜいさんか】する「越中【えっちゅう】だいもん○○」

の、○に入【はい】る言葉【ことば】は。

①ゲームまつり　②コマまつり　③スポーツまつり　④凧【たこ】まつり

問題 31

松尾芭蕉【まつおばしょう】が越中【えっちゅう】を旅【たび】したときのことも書【か】かれている紀

行文【きこうぶん】は。

①奥【おく】の細道【ほそみち】　②越路【こしじ】の記【き】

③越中紀行【えっちゅうきこう】　④奥【おく】の日記【にっき】

問題 32

○○集【しゅう】の代表的歌人【だいひょうてきかじん】の大伴家持【おおとものやかもち】が国守【こくしゅ】

として在任【ざいにん】していたことから、高岡市【たかおかし】は「○○のふるさと」と呼【よ】ばれている。

○に入【はい】る語句【ごく】は。

①神話【しんわ】　②万葉【まんよう】　③短歌【たんか】　④源氏【げんじ】

問題 33

富山県【とやまけん】にはさまざまな民謡【みんよう】が伝【つた】えられているが、次【つぎ】の民謡【み

んよう】の中【なか】で富山県独自【とやまけんどくじ】のものでないのは。

①越中【えっちゅう】おわら節【ぶし】　②麦【むぎ】や節【ぶし】

③こきりこ節【ぶし】　④ソーラン節【ぶし】

問題 34

富山県【とやまけん】のプロスポーツチーム「富山【とやま】GRNサンダーバーズ」の競技【きょうぎ】は何【な

に】か。

①バスケットボール　②サッカー　③バレーボール　④野球【やきゅう】

問題 35

来年【らいねん】のワールドカップに向【む】けたアジア予選【よせん】の日本代表【にほんだいひょう】

にも選【えら】ばれるなど、富山市出身【とやまししゅっしん】の八村塁【はちむらるい】選手【せんしゅ】

（アメリカ・ゴンザガ大学【だいがく】）、馬場雄大【ばばゆうだい】選手【せんしゅ】（アルバルク東京【と

うきょう】）が活躍【かつやく】するスポーツは。

①柔道【じゅうどう】　②水泳【すいえい】　③バスケットボール　④ラグビー

問題 36

県内最大【けんないさいだい】のフルマラソン大会【たいかい】「富山【とやま】マラソン」は、○○をスター

トして、ゴールの富山市【とやまし】を目指【めざ】すが、○に入【はい】る地名【ちめい】は。

①入善町【にゅうぜんまち】　②黒部市【くろべし】　③射水市【いみずし】　④高岡市【たかおかし】

問題 37

富山県内【とやまけんない】にある 15 市町村【しちょうそん】のうち、面積【めんせき】が最【もっとも】

も大【おお】きいのは。

①黒部市【くろべし】　②富山市【とやまし】　③氷見市【ひみし】　④南砺市【なんとし】

問題 38

魚【さかな】によく使【つか】われる「新鮮【しんせん】な」という意味【いみ】の富山【とやま】の方言【ほ

うげん】は。

①うまそい　②つべつべ　③ねぐさい　④きときと

問題 39

富山県【とやまけん】で、全国一【ぜんこくいち】の多【おお】さの約【やく】1,200 カ所【しょ】に伝【つ

た】わるとされる伝統行事【でんとうぎょうじ】は。

①獅子舞【ししまい】　②稚児舞【ちごまい】　③曳山【ひきやま】　④よさこい

問題 40

富山市【とやまし】の中心部【ちゅうしんぶ】を南北【なんぼく】に流【なが】れて、まちなかで松川【ま

つかわ】と合流【ごうりゅう】する川【かわ】の名前【なまえ】は。

①いたち川【がわ】　②かもめ川【がわ】　③きつね川【がわ】　④とんび川【がわ】



問題１

４月【がつ】から６月【がつ】ごろの暖【あたた】かく風【かぜ】の弱【よわ】い日【ひ】に、富山湾【と

やまわん】の魚津【うおづ】沖【おき】などで見【み】られる神秘的【しんぴてき】な現象【げんしょう】は。

①光柱【こうちゅう】　②気嵐【けあらし】　③フェーン現象【げんしょう】　④蜃気楼【しんきろう】

問題２

富山湾【とやまわん】で産卵【さんらん】を終【お】えたホタルイカが、波打【なみう】ち際【ぎわ】に打

【う】ち上【あ】げられる現象【げんしょう】を何【なん】と言【い】うか。

①ホタルイカの遠足【えんそく】　②ホタルイカの集会【しゅうかい】

③ホタルイカの身投【みな】げ　④ホタルイカの夜遊【よあそ】び

問題３

富山県【とやまけん】の県【けん】の鳥【とり】はライチョウ、県【けん】の花【はな】はチューリップ。

では、県【けん】の木【き】は。

①ケヤキ　②タテヤマスギ　③ブナ　④ユキツバキ

問題４

トロッコ電車【でんしゃ】の出発駅【しゅっぱつえき】がある富山県内最大規模【とやまけんないさいだい

きぼ】の温泉地【おんせんち】は。

①山田温泉【やまだおんせん】　②春日温泉【かすがおんせん】

③大牧温泉【おおまきおんせん】　④宇奈月温泉【うなづきおんせん】

問題５

立山【たてやま】の称名滝【しょうみょうだき】は、あることが日本一【にほんいち】の滝【たき】として

知【し】られるが、それは何【なに】か。

①観光客【かんこうきゃく】の数【かず】　②流【なが】れる水【みず】の量【りょう】

③標高【ひょうこう】の高【たか】さ　④落差【らくさ】の大【おお】きさ

問題６

昭和【しょうわ】20 年【ねん】（1945）の富山大空襲【とやまだいくうしゅう】による犠牲者【ぎせいしゃ】

をいたみ、平和【へいわ】への祈【いの】りを込【こ】めて、８月【がつ】に神通川【じんづうがわ】で催

【もよお】されている行事【ぎょうじ】は。

①灯篭流【とうろうなが】し　②盆踊【ぼんおど】り

③花火大会【はなびたいかい】　④民謡大会【みんようたいかい】

問題７

寛永【かんえい】16 年【ねん】（1639）、加賀藩【かがはん】から分【わ】かれてできた富山藩【とやまはん】

は何万石【なんまんごく】だったか。

①５万石【まんごく】　②10 万石【まんごく】　③20 万石【まんごく】　④50 万石【まんごく】

問題８

大正時代【たいしょうじだい】に、富山県【とやまけん】の漁村【ぎょそん】の女性【じょせい】たちが、

ある物【もの】の安売【やすう】りや港【みなと】からの積【つ】み出【だ】しの中止【ちゅうし】を求【も

と】めた出来事【できごと】から今年【ことし】で 100 年【ねん】になるが、その出来事【できごと】とは。

①米騒動【こめそうどう】　②塩騒動【しおそうどう】

③ブリ騒動【そうどう】　④ホタルイカ騒動【そうどう】

問題９

世界遺産【せかいいさん】の合掌造【がっしょうづく】り集落【しゅうらく】の屋根【やね】の主【おも】

な材料【ざいりょう】は。

①板【いた】　②カヤ　③瓦【かわら】　④ササ

問題 10

昔【むかし】、富山県【とやまけん】から北海道【ほっかいどう】へ多【おお】くの人 【々ひとびと】が移住【い

じゅう】したが、特【とく】に黒部【くろべ】など県東部【けんとうぶ】との関【かか】わりが深【ふか】かっ

た羅臼【らうす】、根室【ねむろ】や、北方四島【ほっぽうよんとう】で盛【さか】んだった産業【さんぎょう】は。

①鋳物【いもの】づくり　②米【こめ】づくり

③コンブ漁【りょう】　④薬草【やくそう】の栽培【さいばい】

問題 11

富山湾【とやまわん】から海洋深層水【かいようしんそうすい】をくみ上【あ】げる施設【しせつ】がある

のは滑川市【なめりかわし】と、もう一【ひと】つはどこか。

①入善町【にゅうぜんまち】　②魚津市【うおづし】　③高岡市【たかおかし】　④氷見市【ひみし】

問題 12

富山県【とやまけん】には「黒部名水【くろべめいすい】○○」「立山【たてやま】○○」「むぎや○○」「メ

ルヘン○○」などの産地銘柄【さんちめいがら】がある、○に入【はい】る肉【にく】は。

①チキン　②ポーク　③ビーフ　④ジビエ

問題 13

「富山湾【とやまわん】の王者【おうじゃ】」と呼【よ】ばれるのはブリ。では「富山湾【とやまわん】の

宝石【ほうせき】」と呼【よ】ばれるのは。

①シロエビ　②ホタルイカ　③ベニズワイガニ　④バイ

問題 14

毎年【まいとし】、魚津市【うおづし】や射水市【いみずし】の小学校【しょうがっこう】の給食【きゅう

しょく】で一人【ひとり】１匹【ぴき】ずつ出【だ】されるのが話題【わだい】になる、地域【ちいき】

の特産品【とくさんひん】は。

①イセエビ　②ウナギ　③タイ　④ベニズワイガニ

問題 15

今年【ことし】の秋【あき】にデビューした、富山米【とやままい】の新品種【しんひんしゅ】は。

①富富富【ふふふ】　②穂穂穂【ほほほ】　③味味味【みみみ】　④良良良【ららら】

問題 16

丸【まる】まげ（昔【むかし】の女性【じょせい】の髪形【かみがた】）のように丸【まる】くまとめた麺

【めん】や、レトロなパッケージが特徴【とくちょう】の「大門素麺【おおかどそうめん】」は、どこの特

産品【とくさんひん】か。

①黒部市【くろべし】　②上市町【かみいちまち】　③氷見市【ひみし】　④砺波市【となみし】

問題 17

南砺市福光地域【なんとしふくみつちいき】はあるスポーツ用具【ようぐ】の製造【せいぞう】が盛【さか】

んで、全国【ぜんこく】シェアの半分【はんぶん】を占【し】めているが、その用具【ようぐ】とは。

①サッカーボール　②スノーボード　③テニスラケット　④木製【もくせい】バット

問題 18

富山県【とやまけん】では、正月【しょうがつ】になると学問【がくもん】の神【かみ】さまである菅原

道真【すがわらみちざね】の掛【か】け軸【じく】などをかざる風習【ふうしゅう】が見【み】られるが、

この神【かみ】さまは何【なん】と呼【よ】ばれているか。

①天神【てんじん】さま　②八幡【はちまん】さま　③天満【てんまん】さま　④菅原【すがわら】さま

問題 19

タイやツル、カメなどおめでたい動物【どうぶつ】がかたどられ、富山県【とやまけん】の結婚式【けっこ

んしき】に欠【か】かせない食【た】べ物【もの】は。

①赤飯【せきはん】　②かまぼこ　③ケーキ　④昆布【こんぶ】

問題 20

富山駅北【とやまえききた】と岩瀬浜【いわせはま】の間【あいだ】を走【はし】る「富山【とやま】ライ

トレール」（ポートラム）の特徴【とくちょう】は。

①電車【でんしゃ】の中【なか】に売店【ばいてん】がある　②24 時間走【じかんはし】っている

③どこでも手【て】を挙【あ】げて乗【の】れる　④床【ゆか】が低【ひく】くて乗【の】り降【お】りし

やすい

問題 21

富山市【とやまし】では、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】を打【う】ち上【あ】

げるが、その時刻【じこく】は。

①午前【ごぜん】９時【じ】　②正午【しょうご】　③午後【ごご】３時【じ】　④午後【ごご】６時【じ】

問題 22

昨年【さくねん】の国【くに】の調査【ちょうさ】で、富山市【とやまし】の１世帯【せたい】当【あ】た

りの支出額【ししゅつがく】が 46 年【ねん】連続【れんぞく】で全国【ぜんこく】１位【い】となった食

料品【しょくりょうひん】は。

①大根【だいこん】　②鶏肉【とりにく】　③ブリ　④もち

問題 23

毎年夏【まいとしなつ】に富山市【とやまし】で開【ひら】かれる「水橋【みずはし】橋【はし】まつり」

の火流【ひなが】し（明【あか】るく灯【とも】った小【ちい】さな段【だん】ボールの板【いた】を川【か

わ】に流【なが】す）のために、平成【へいせい】22 年【ねん】（2010）から地元【じもと】の小学生【しょ

うがくせい】が協力【きょうりょく】していることは。

①バイオ燃料【ねんりょう】を作【つく】る　②ろうそくを作【つく】る

③板【いた】に花火【はなび】を飾【かざ】る　④板【いた】に LED電球【でんきゅう】を飾【かざ】る

問題 24

立山黒部【たてやまくろべ】アルペンルートで、日本一【にほんいち】の高【たか】さの 186ｍのダムから

勢【いきお】いよく水【みず】が噴【ふ】き出【だ】す「観光放水【かんこうほうすい】」が見【み】られ

るのは

①有峰【ありみね】ダム　②宇奈月【うなづき】ダム　③黒部【くろべ】ダム　④刀利【とうり】ダム

問題 25

砺波市【となみし】の県民公園頼成【けんみんこうえんらんじょう】の森【もり】にある、広大な「水生

植物園【すいせいしょくぶつえん】」に 600 品種【ひんしゅ】70 万株【まんかぶ】が植【う】えられてい

る花【はな】は。

①スイレン　②ミズバショウ　③ハナショウブ　④オニバス

問題 26

立山曼荼羅【たてやままんだら】の世界【せかい】を体感【たいかん】できる「まんだら遊苑【ゆうえん】」

などがある施設【しせつ】は。

①立山自然保護【たてやましぜんほご】センター　②富山県［立山博物館]【とやまけんたてやまはくぶつかん】

③立山【たてやま】カルデラ砂防博物館【さぼうはくぶつかん】　④大山歴史民俗資料館【おおやまれきし

みんぞくしりょうかん】

問題 27

高岡市福岡町中心部【たかおかしふくおかまちちゅうしんぶ】で開【ひら】かれる、野菜【やさい】や穀物【こ

くもつ】を使【つか】って話題【わだい】の人物【じんぶつ】や物語【ものがたり】の世界【せかい】を

表現【ひょうげん】する祭【まつ】りは。

①かかし祭【まつ】り　②つくりもんまつり　③豊年祭【ほうねんまつ】り　④やさいまつり

問題 28

今年【ことし】、高岡御車山【たかおかみくるまやま】をモデルに、高岡市【たかおかし】の伝統工芸【で

んとうこうげい】の技術【ぎじゅつ】を集【あつ】めた豪華【ごうか】な「○○の御車山【みくるまやま】」

が完成【かんせい】したが、○に入【はい】る言葉【ことば】は。

①21 世紀【せいき】　②平成【へいせい】　③未来【みらい】　④県民【けんみん】

問題 29

毎年夏【まいとしなつ】、『昆虫王国【こんちゅうおうこく】○○「○○自然【しぜん】ふれあい館【かん】」』

では、世界各国【せかいかっこく】のカブトムシやクワガタを見【み】たり、放【はな】し飼【が】いの虫【む

し】たちに触【ふ】れられるイベントが開【ひら】かれるが、○に共通【きょうつう】して入【はい】る地

名【ちめい】は。

①立山【たてやま】　②呉羽山【くれはやま】　③二上山【ふたがみやま】　④五箇山【ごかやま】

問題 30

毎年【まいとし】、庄川河川敷【しょうがわかせんじき】にある大門【だいもん】カイトパークで開【ひら】

かれるイベントで、子【こ】どもたちも大勢参加【おおぜいさんか】する「越中【えっちゅう】だいもん○○」

の、○に入【はい】る言葉【ことば】は。

①ゲームまつり　②コマまつり　③スポーツまつり　④凧【たこ】まつり

問題 31

松尾芭蕉【まつおばしょう】が越中【えっちゅう】を旅【たび】したときのことも書【か】かれている紀

行文【きこうぶん】は。

①奥【おく】の細道【ほそみち】　②越路【こしじ】の記【き】

③越中紀行【えっちゅうきこう】　④奥【おく】の日記【にっき】

問題 32

○○集【しゅう】の代表的歌人【だいひょうてきかじん】の大伴家持【おおとものやかもち】が国守【こくしゅ】

として在任【ざいにん】していたことから、高岡市【たかおかし】は「○○のふるさと」と呼【よ】ばれている。

○に入【はい】る語句【ごく】は。

①神話【しんわ】　②万葉【まんよう】　③短歌【たんか】　④源氏【げんじ】

問題 33

富山県【とやまけん】にはさまざまな民謡【みんよう】が伝【つた】えられているが、次【つぎ】の民謡【み

んよう】の中【なか】で富山県独自【とやまけんどくじ】のものでないのは。

①越中【えっちゅう】おわら節【ぶし】　②麦【むぎ】や節【ぶし】

③こきりこ節【ぶし】　④ソーラン節【ぶし】

問題 34

富山県【とやまけん】のプロスポーツチーム「富山【とやま】GRNサンダーバーズ」の競技【きょうぎ】は何【な

に】か。

①バスケットボール　②サッカー　③バレーボール　④野球【やきゅう】

問題 35

来年【らいねん】のワールドカップに向【む】けたアジア予選【よせん】の日本代表【にほんだいひょう】

にも選【えら】ばれるなど、富山市出身【とやまししゅっしん】の八村塁【はちむらるい】選手【せんしゅ】

（アメリカ・ゴンザガ大学【だいがく】）、馬場雄大【ばばゆうだい】選手【せんしゅ】（アルバルク東京【と

うきょう】）が活躍【かつやく】するスポーツは。

①柔道【じゅうどう】　②水泳【すいえい】　③バスケットボール　④ラグビー

問題 36

県内最大【けんないさいだい】のフルマラソン大会【たいかい】「富山【とやま】マラソン」は、○○をスター

トして、ゴールの富山市【とやまし】を目指【めざ】すが、○に入【はい】る地名【ちめい】は。

①入善町【にゅうぜんまち】　②黒部市【くろべし】　③射水市【いみずし】　④高岡市【たかおかし】

問題 37

富山県内【とやまけんない】にある 15 市町村【しちょうそん】のうち、面積【めんせき】が最【もっとも】

も大【おお】きいのは。

①黒部市【くろべし】　②富山市【とやまし】　③氷見市【ひみし】　④南砺市【なんとし】

問題 38

魚【さかな】によく使【つか】われる「新鮮【しんせん】な」という意味【いみ】の富山【とやま】の方言【ほ

うげん】は。

①うまそい　②つべつべ　③ねぐさい　④きときと

問題 39

富山県【とやまけん】で、全国一【ぜんこくいち】の多【おお】さの約【やく】1,200 カ所【しょ】に伝【つ

た】わるとされる伝統行事【でんとうぎょうじ】は。

①獅子舞【ししまい】　②稚児舞【ちごまい】　③曳山【ひきやま】　④よさこい

問題 40

富山市【とやまし】の中心部【ちゅうしんぶ】を南北【なんぼく】に流【なが】れて、まちなかで松川【ま

つかわ】と合流【ごうりゅう】する川【かわ】の名前【なまえ】は。

①いたち川【がわ】　②かもめ川【がわ】　③きつね川【がわ】　④とんび川【がわ】

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

問題 39 ①
問題 40 ①

＜ジュニアの部＞　解答


