
上級の部

＜上級の部＞問題

問１　薬を先に渡し、次の訪問時に使った分だけ代金を徴収する、富山売薬独特の

商法を何というか、漢字で書け。

問２　明治時代、自由民権運動や足尾銅山鉱毒事件追及に活躍した政治家で、昨

年の没後110年には出身地の射水市（大門）で地域住民が功績を顕彰した人物はだ

れか。

問３　北陸新幹線開業に向けたキャッチフレーズ「○○富山　きときと富山」の○に

入る語句は。

問４　平成27年（2015）に射水市で、富山県として初めて「全国豊かな○○大会」が

開かれることになった。○に入る言葉は。

問５　平成10年（1998）に氷見市で発見された、前方後方墳としては日本海側最大

級の古墳を漢字で書け。

問６　富山湾の一部海域など日本海側でも存在が有力視され、国による海底調査も

始まった次世代エネルギー資源は。

問７　富山湾でシロエビ漁が解禁になるのは何月か。

問８　厄年の若者らが下帯姿で参拝者にお神酒を飲ませたりする小矢部市の祭りを

何というか。

問９　富山県初の児童文学作品とされる『越中お伽噺【とぎばなし】』や『越中昔噺』

を刊行した、富山市出身の童話作家の名前を漢字で書け。

問10　富山、石川両県にしか生息していない絶滅危惧種で、自然博物園ねいの里

が最大の繁殖地である生物の名前は。

問11　富岩運河にある水閘【すいこう】施設で、昭和期の土木構造物として全国初

の国指定重要文化財となったのは何か。

問12　氷見絆国際映画祭などがきっかけとなって、今年、40年ぶりに氷見市に復活

した映画館の名称は。

問13　氷見市の「ひみラボ水族館」で見ることができる国指定天然記念物の魚の名

前は。

問14　能越自動車道の氷見IC－高岡北IC間に新たに設置されることになったIC名

（仮称）は。

問15　日本海に面する諸国をはじめ、北東アジア地域を一つのまとまりある圏域と

とらえて、経済・文化交流を促進することを何というか。

問16　置県130年を記念して、立山黒部アルペンルートの美女平－室堂間に付けら
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れた愛称は。

問17　道の駅高岡の正式名称は「道の駅○○高岡」。○に入る言葉は。

問18　清少納言の『枕草子』にも地名が登場し、江戸時代から明治時代にかけては

北前船の寄港地としてにぎわった富山市の地域は。

問19　世界文化遺産の国内候補として富山県が文化庁に提案している名称は、

「立山・黒部～○○日本のモデル－信仰･砂防･発電－～」である。○に入る語句

は。

問20　室堂平にある日本最古かつ最高所にある山小屋で、内部が資料館として公

開されている国指定重要文化財の名称は。

問21　高岡市の「戸出七夕まつり」が今年50回を迎えるのを記念して選定した、イ

メージキャラクターの名前は。

問22　江戸時代、室山野用水や十二貫野用水など多くの用水開削を行い、新田開

発に貢献した人物の名前を漢字で書け。

問23　園芸作物の大規模産地づくりを富山県が支援する「１億円産地づくり支援事

業」で、販売額１億円を超えて達成第１号となったJAとなみ野の野菜は。

問24　越中国司だった大伴家持が鵜飼の歌を詠んだ売比河【めひがわ】は、現在の

何川か。

問25　宇奈月温泉開湯90周年に合わせ、旅館やホテルの女将でつくる「かたかご

会」が考案した温泉のPRキャラクターは。

問26　富山県薬業連合会が特許庁に申請し、平成19年（2007）に登録された地名

入り団体商標の商標名は。

問27　明治初期、相益社を結成し、啓蒙雑誌『相益社談』を発行した自由民権思想

家はだれか。

問28　明治期の学校建築として、平成9年（1997）に重要文化財の指定を受けた旧

福野農学校本館の名称は。

問29　港の施設やスペースを活用したまちづくりの拠点となる「みなと○○」に、海

王丸パークと魚津が登録されている。○に入る言葉は。

問30　暖温帯植物の北限とされ、国の天然記念物となっている朝日町にある境内

林を漢字で書け。

問31　平成27年（2015）の北陸新幹線開業に伴い、JR西日本から経営分離される

並行在来線を運営する第三セクターの社名は。

問32　昨年、富山県内４件目の国の重要伝統的建造物群保存地区(重伝建地区)に

選定された地区の名称は。

問33　毎年夏、南砺市福野で開催される異文化交流と音楽の祭典を何というか。

問34　毎年6月の開山忌に尺八を吹奏する虚無僧行列で知られる、高岡市の寺院

の名称を漢字で書け。
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問35　北陸新幹線開業に向けたJR高岡駅の橋上駅化にあわせて整備された南北

自由通路の名称は。

問36　道の駅「氷見」も兼ねている施設の名称は。

問37　平成27年（2015）に開業する北陸新幹線の県内の停車駅名を、東から順に

すべて書け。

問38　平成27年（2015）に、北陸初のアウトレットモールが開業する予定の市町村

名は。

問39　平成19年（2007）に「日本の○○百選」として、富山県から「立山カルデラ」と

「魚津埋没林」の2件が選ばれた。○に入る漢字は。

問40　平成18年（2006）、環境省の「快水浴場百選」に選ばれた富山県内の水浴場

をすべて書け。

問41　文化審議会が、米穀商の屋敷構えを伝える高岡市の「旧津野家住宅」を国の

登録有形文化財に指定するよう答申したが、この住宅がある地区の名は。

問42　福岡町つくりもんまつりの会場周辺にあり、平成12年（2000）に開館した、写

真やカメラなどを取り扱った施設は。

問43　氷見市の旧漁師番屋を改築して開館した「帰望郷【きぼうごう】館」は、地元

出身の、だれにちなんだ資料館か。

問44　第36回日本アカデミー賞で助演男優賞、助演女優賞の２冠に輝いた、富山な

どが舞台となった高倉健主演の映画名は。

問45　滑川市の「ほたるいかミュージアム」や「タラソピア」を中心とする、道の駅の

名称は。

問46　富山県森林研究所が開発し、量産体制を増強して全国への普及を進めてい

る無花粉スギの名称は。

問47　富山県警ヘリコプター「つるぎ」とともに災害救助などに活躍している、県消防

防災ヘリの名称は。

問48　富山県などがブランド化を進めている、寒さで甘みを増した県産冬野菜「○○

野菜」の○に入る語句は。

問49　バルビゾン派（19世紀中ごろのフランス風景画家グループ）や北陸ゆかりの

作家の作品を展示する、富山市中央通りにある美術館は。

問50　富山湾の水深300ｍ以深にあり、四季を通して水温が安定し、栄養塩を多く

含む海水を何というか、漢字で書け。

問51　富山ライトレールの「ポートラム」、富山市内電車環状線の「セントラム」、万葉

線の「アイトラム」。これらの愛称に共通するトラムの意味は。

問52　富山藩の下級藩士の家に生まれ、上京して実業家となり、東大の講堂や日

比谷公会堂を寄贈した人物の名前を漢字で書け。

問53　富山商工会議所と富山県観光連盟が平成18年（2006）に発行した「富山県方
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言番付表」では、西の横綱は「きときと」だが、東の横綱は何か。

問54　富山市総曲輪のグランドプラザで冬季に開設される、氷を使わないスケート

場の名称は。

問55　富山県は優れた工業製品を「富山○○」として認定し、その販路開拓を支援

している。○に入る言葉は。

問56　富山県内の市町村で高速自動車道のインターチェンジやスマートインターチェ

ンジが設置されていないところをすべて書け。

問57　富山県内の７大河川のうち、２級河川をすべて書け。

問58　富山県内の「地域のたからもの（地域資源）」を再発見し、地域の活性化につ

なげる目的で、現在、19件が選定されているが、それを何というか。

問59　富山県内で２番目に面積が大きい市町村はどこか。

問60　富山県内最大規模の温泉地である宇奈月温泉が開湯したのは何年か。

問61　富山県で最も高い山の名称を漢字で書け。

問62　富山県西部に多い、正面玄関側が大きな屋根の切妻造りで、格子状の白壁

が特徴の建築様式を何というか。

問63　富山県が定める「県のさかな」3種類をすべて書け。

問64　富山空港がジェット化されたのはいつか。

問65　高岡出身の音楽教育家で、童謡「夕日」を作曲した人物名を漢字で書け。

問66　美人画で知られる竹久夢二が、大正時代に朝日町に滞在し作品を制作した

ことにちなみ、夢二の作品を多く収蔵している施設の名称は。

問67　今年、高岡市戸出地区の住民らでつくる保全会により復元された、市指定文

化財でもある江戸時代の遺構の名称は。

問68　昨年決定した、富山空港の愛称は。

問69　昨年、日本ユネスコ協会連盟の「未来遺産」に、富山県内から登録された行

事の名称は。

問70　万葉集の研究者で、「高志の国文学館」の館長を務める国文学者は。

問71　昨年、縄文時代前期の集落跡や墓の遺構が多数見つかった、富山市池多に

ある遺跡の名称は。

問72　昨年、国際的に重要な湿地を保全するラムサール条約に登録された富山県

内の湿地の登録名は。

問73　最高で年間約１億冊が売れたというキャンパスノートなどで知られるコクヨを

創業した、富山県出身の人物はだれか。

問74　今年６月に開通した、新湊大橋の自転車歩行者道の愛称は。

問75　今年、立山黒部アルペンルートで初めて行われた一般参加の自転車レース
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の名称は。

問76　今年、藤子不二雄 が43年間かけて描きつづけてきた自伝的作品「○○」と

その続編が完結した。○に入るタイトルを書け。

問77　今年、滑川市の「ほたるいかミュージアム」では開館15周年を記念して、海洋

深層水を用いた「○○サイダー」を商品化した。○に入る語句は。

問78　今年、富山県の置県130年を記念して「県民ふるさとの日」が定められたが、

それは毎年の何月何日か。

問79　今年、富山県内では10年ぶりの国天然記念物の指定となった「新湯の玉滴

石【ぎょくてきせき】産地」がある場所は。

問80　今年、高岡大仏は開眼供養から何周年にあたるか。

問81　ゾウと鳥を組み合わせた緑色の体と大きな目が特徴の、富山県立近代美術

館のキャラクターは。

問82　今年、黒部峡谷にオープンした環境省の施設の名称は。

問83　現在は城跡が小学校となっている、織田軍と上杉軍の戦いがあった城はどこ

か。

問84　現在製作中の、立山連峰の山小屋を舞台にした映画「春を背負って」の監督

は。

問85　黒部市、富山市、新湊市などには「四十物」が付く地名があるが、この読み

は。

問86　倶利伽羅合戦で木曽義仲が「火牛の計」を用いて勝利したと記されている書

物は何か、漢字で書け。

問87　グリーンシーズンの観光客呼び込みを図る立山山麓スキー場の「立山山麓

花のゲレンデ大作戦」で、３万株が植えられる花は。

問88　国の天然記念物・杉沢の沢スギで見られる、枝が曲がって着地したところか

ら芽を出す現象のことを漢字で書け。

問89　近年の調査で71体もの人骨が発掘された、富山市呉羽にある縄文時代前期

の遺跡の名称は。

問90　小矢部市石動ー庄川町（現・砺波市）を結び、昭和47年（1972）に全線廃止と

なった鉄道の名称は。

問91　魚津市出身の新聞記者・横山源之助が発表した、歴史的名著といわれるル

ポルタージュの書名は。

問92　射水市新湊博物館には石黒信由【のぶよし】とその子孫の著書や蔵書を集め

た「○○文庫」が収蔵されている。○に入る漢字を書け。

問93　イカの墨を混ぜた富山名産の塩辛を何というか。

問94　JR富山駅前のCiCにある、ビジネスマンや高校生向けの図書・雑誌が充実し

た「とやま駅南【えきみなみ】図書館」の愛称は。
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問95　４月第３日曜日、富山市婦中町にある各願寺で行われる古式ゆかしいイベン

トの名称は。

問96　『古事記』で、出雲のオオクニヌシノミコトが高志の国まで会いに来たヒメの名

前は。

問97　「十字峡」「トロッコ」「カモシカ」の３種類の地ビールを製造販売し、連続して国

際ビール大賞で受賞している施設は。

問98　「水橋橋まつり」は、町中を流れる川に初めて橋（現在の東西橋）が架けられ

たのを祝って始まった。この川の現在の名称を漢字で書け。

問99　「ほんこはん」とも呼ばれる報恩講は、だれの忌日にちなんだ仏事か。

問100　「○○魚津まつり」では、たてもん祭りやせり込み蝶六街流しなどが行われ

る。○に入る言葉は。

＜上級の部＞解答

問１ 先用後利 問51 路面電車

問２ 稲垣　示 問52 安田善次郎

問３ きてきて 問53 きのどくな

問４ 海づくり 問54 エコリンク

問５ 柳田布尾山古墳 問55 プロダクツ

問６ メタンハイドレート 問56 上市町、舟橋村

問７ ４月 問57 片貝川、早月川

問８ 酒とり祭り 問58 とやま未来遺産

問９ 大井冷光 問59 南砺市

問10 ホクリクサンショウウオ 問60 大正12年（1923）

問11 中島閘門 問61 大汝山

問12 氷見キネマ 問62 吾妻建ち（アズマダチ）

問13 イタセンパラ 問63 ブリ、ホタルイカ、シロエビ

問14 氷見南IC 問64 昭和59年（1984）

問15 環日本海交流 問65 室崎琴月

問16 美女平天空ロード 問66 （朝日町立）ふるさと美術館

問17 万葉の里 問67 戸出御旅屋の門

問18 水橋 問68 富山きときと空港

問19 防災王国 問69 布橋灌頂会

問20 立山室堂 問70 中西　進

問21 たなっちょ 問71 平岡遺跡

問22 椎名道三 問72 立山弥陀ヶ原・大日平

問23 タマネギ 問73 黒田善太郎

問24 神通川 問74 あいの風プロムナード
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問25 つべつべ姉妹 問75
（モンベル）立山アルペンヒルクラ
イム

問26 富山のくすり 問76 まんが道

問27 海内　果 問77 深海塩

問28 巖浄閣 問78 ５月９日

問29 オアシス 問79 立山カルデラ

問30 宮崎鹿島樹叢 問80 80周年

問31 あいの風とやま鉄道 問81 ミルゾー

問32 高岡市金屋町 問82 欅平ビジターセンター

問33 スキヤキ･ミーツ・ザ･ワールド 問83 魚津城

問34 国泰寺 問84 木村大作

問35 万葉ロード 問85 あいもの

問36
（氷見漁港場外市場）ひみ番屋
街

問86 源平盛衰記

問37 黒部宇奈月温泉、富山、新高岡 問87 ヒマワリ

問38 小矢部市 問88 伏条現象

問39 地質 問89 小竹貝塚

問40 宮崎・境海岸、島尾海水浴場 問90 加越線

問41 吉久地区 問91 日本之下層社会

問42 ミュゼふくおかカメラ館 問92 高樹

問43 浅野総一郎 問93 黒作り

問44 あなたへ 問94 ぶらり

問45 ウェーブパークなめりかわ 問95 ふちゅう曲水の宴

問46 立山 森の輝き 問96 ヌナカワヒメ

問47 とやま 問97 宇奈月麦酒館

問48 カンカン 問98 白岩川

問49 ギャルリ・ミレー 問99 親鸞

問50
（海洋）深層水または日本海固有
水

問100 じゃんとこい
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