
【富山県関連編２】 【きっぷ／料金編２】
問 1 2 3 4 問 1 2 3 4

51
富山市の面積は全国５位になりましたが、１位は何処の
市でしょう？ 静岡市 高山市 浜松市 庄原市 81 称名滝探勝バスの立山駅～称名滝往復運賃は？ 980円 1,050円 1,080円 1,120円

52
ﾜｼﾝﾄﾝDCに桜並木を寄贈したことで有名な高峰譲吉が
発見した誰もが知っている物質はどれ？ ｲﾝｼｭﾘﾝ ｱﾄﾞﾚﾅﾘﾝ ﾉﾙｱﾄﾞﾚﾅﾘﾝ ｻｯｶﾘﾝ 82 手荷物回送は個人で頼むと１個いくらから？ 1,000円 1,200円 1,400円 1,500円

53 富山大学では「ドラえもん学」の授業がある ○ × 83 団体記念写真、１枚いくら？ 1,050円 1,200円 1,250円 1,300円

54
藤子不二雄は富山出身の２人組の有名漫画家ですが、
本名はどれ？ 藤子＆富士夫 藤本＆秋元 藤子＆不二越藤本＆我孫子 84 団体写真は送料込み、別？ 込み 別

55
高岡おとぎのもり公園には何体「等身大ドラえもん像」が
ある？ 3体 5体 6体 8体 85 扇沢有料駐車場、駐車料金はいくら？ 500円 750円 1,000円 1,250円

56
富山出身のサラリーマンでノーベル賞受賞者といえば田
中さん。では田中さんが勤めている会社は何？ 島田製作所 島津製作所 島谷製作所 島原製作所 86

立山有料道路の料金。桂台～室堂の大型貸切バスの料
金はいくら？ 15,120円 18,900円 35,280円 50,400円

57
死んだ人に飲ませると、生き返るといわれている薬は次
の内のどれ？ 救命丸 六心丸 正露丸 反魂丹 87 定期観光バス「たちやま」の参加料はいくら？ 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円

58
明治40年に測量官が見つけた、剱岳の山頂でみつかっ
たものは鉄剣と何？ 錫杖頭 銅剣 勾玉 石仏 88 「たちやま」の参加料に含まれないものはどれ？ 昼食代 乗車券代 ガイド代 保険代

59
立山有料道路の桂台ゲート。10月のゲートの閉鎖時間は
何時？ 17:30 18:00 18:30 19:00 89

富山地鉄（富山～立山間）の運賃は、昭和46年から平成
21年までで何倍になった？ 約３倍 約５倍 約８倍 約10倍

60 立山有料道路は連続雨量何mmで通行止になる？ 70mm 80mm 100mm 130mm 90
電鉄富山駅～ＪＲ信濃大町駅間、片道通しで10,000円を
超えたのは何時？ 平成元年 平成３年 平成５年 平成８年

【長野県関連編】 【雑学編３】

61 長野県で「三大湖城」の一つにかぞえられているのは？ 松江城 膳所城 高島城 白帝城 91 宇奈月温泉の源泉はどこ？ 黒薙 猫又 鐘釣 名剣

62 長野県で「三大車窓」にも選ばれた有名な駅はどれ？
根室線
新内駅

篠ノ井線
姥捨駅

肥薩線
矢岳駅

氷見線
雨晴駅 92

トロッコ列車の黒薙駅近くには動物専用のつり橋がある。
何の動物専用？ クマ 犬 キジ サル

63 長野県で「三大名月の里」と呼ばれているのは？ 姥捨山 石山寺 桂浜 諏訪湖 93
トロッコ列車は宇奈月駅～欅平駅間、橋を22回渡ります
が、トンネルはいくつ通過するでしょう？ 22回 30回 38回 41回

64 「三大雪渓」でないのはどれ？ 白馬 針ノ木 剣沢 鹿島槍 94 黒部ダムの堰堤の長さは？ 465m 478m 485m 492m

65 長野で「三大崩れ」といえば？ 鳶山崩 稗田山崩 大谷崩 御嶽崩れ 95 立山ロープウェイの中のつり革の数は？ 26個 28個 30個 32個

66 長野県で「三大奇祭」に数えられている祭りはどれ？ なまはげ 御柱祭 火祭 お船祭り 96 玉殿の湧水が昭和の名水100選に選ばれたのはいつ？ 昭和50年 昭和55年 昭和58年 昭和60年

67 長野で「三大峠」の一つといえば？ 針ノ木峠 山伏峠 雁坂峠 地蔵峠 97 平成の名水百選（新百選）はいつ選定された？ 平成16年 平成18年 平成20年 平成21年

68 大町アルペンラインは連続雨量何mmで通行止になる？ 80mm 100mm 130mm 150mm 98 日本全国で「3000ｍを超える山」を持つ県の数はいくつ？ 5県 10県 15県 20県

69 長野県出身企業家の会社でないのはどれ？ AOKI すかいらーく 東急電鉄 イトーヨーカ堂 99
称名滝へ行く途中に見える「悪城の壁」は別名がありま
す。それは次のうちのどれ？（答えは２つ） 千尋の壁 千仞のヤグラ 悪王城 奇岩城

70 長野出身の有名人でないのは誰？ 田中要次 武論尊 中山美穂 峰竜太 100
平成21年度のアルペンルートが100万人を達成？あると
思いますか？ あると思います 無いと思います

いけそうな気が
する

【雑学編２】

71 日本の山。○○山より○○岳の名称の方が多い？ ○ ×

72 剱岳の標高と同じ高さの山は次のうちのどれ？ 真砂岳 別山 浄土山 富士の折立

73
滝田洋二郎監督の最新作は「釣り吉三平」ですが、本木
克英監督の最新作は何？

犬と私の10の
約束 鴨川ﾎﾙﾓｰ

ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ
ｶﾞｰﾙ

ｹﾞｹﾞｹﾞの鬼太郎
千年呪い歌

74
定期観光バス「たちやま」は立寄り場所により、２つに分
かれています。一つは「高原」号。もう一つは「何」号？ 美女杉号 大観台号 弥陀ヶ原号 国見号

75
黒部ダムの放水は6/26～10/15です。では、8/1～9/10
は何時から放水が始まる？ 6:00 6:30 7:00 7:30

76

アルペンルートでは外来植物の除去作業を毎年行なって
います。では、Ｈ20年度に一番多く除去された植物は
何？ ｾｲﾖｳﾀﾝﾎﾟﾎﾟ ｼﾛﾂﾒｸｻ ﾌﾗﾝｽｷﾞｸ ｵｵﾊﾞｺ

77
アルペンルートの部分開通が立山、扇沢インともに4/10
になったのは何時から？ 平成10年 平成12年 平成14年 平成15年

78
室堂平では鳥獣保護区特別保護地域から除外されてい
る場所がある。それは次のうちの何処か？ 地獄谷

雷鳥沢
キャンプ場

室堂ターミナル
周辺

みくりが池
周辺

79
富山県で市の総面積と比較して、国有林野の占有率が
一番高い市はどこ？ 富山市 魚津市 黒部市 南砺市

80
Ｈ9年の立山有料道路料金表には自転車の料金設定が
ありました。当時の桂台～室堂はいくらだった？ 320円 1050円 1460円 1890円
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