
【歴史編】 【富山県関連編】
問 1 2 3 4 問 1 2 3 4

1
西国三十三番札所観音霊場　分霊石仏。１番札所は何
処から？ 岩峅寺 芦峅寺 千寿ケ原 美女平 31 富山県の県花は何？ ﾁﾝｸﾞﾙﾏ ｼｮｳﾌﾞ ﾁｭｰﾘｯﾌﾟ ﾐﾔﾏﾘﾝﾄﾞｳ

2
西国三十三番札所観音霊場　分霊石仏。最後の33番札
所は何処？ 大谷近く 玉殿岩屋 祓堂近く 一ノ越 32 富山県の県魚でないものはどれ？ ブリ アマエビ シロエビ ホタルイカ

3
佐々成政の愛妾「小百合」。彼女が成政を呪いで滅ぼし
た有名な逸話に出てくる花の名は？ ｸﾛﾕﾘ ｾﾞﾝﾃｲｶ ﾄｷｿｳ ｼｬｸﾅｹﾞ 33 富山城の別名は？ 安住城 渡辺城 羽鳥城 大塚城

4
有頼柳の上から石を持って登拝し、立山山頂に石を奉納
する慣わしがありました。柳がある河原は？ 黒部川 片貝川 神通川 小矢部川 34 平成の名水百選に選ばれたのはどれ？ 玉殿の湧水 穴の谷の霊水 瓜裂の清水 弓の清水

5
大伴家持の「立山の賦(たちやまのふ)」と題した長短歌を
掲載した歌集は？ 万葉集 古今和歌集 新古今和歌集 今昔物語 35 富山弁の「ちんちんかく」はどんな意味？ 立つ 座る 起きる

そのままの意
味

6
立山の地獄に墜(お)ちた女人(にょにん)をめぐる説話が
いくつも収録されている文学集は？ 源氏物語 徒然草 万葉集 今昔物語 36 次の富山弁で広辞苑に載ってないのはどれ？ きときと だら へしない はらうい

7 立山にも賽の河原があります。その場所は何処？ 地獄谷 雷鳥沢 一ノ谷 天狗平 37 富山県で初の私鉄は「中越鉄道」、現在の何線？ 城端線 氷見線 北陸本線 高山線

8
芦峅寺の衆徒たちが各種の護符を作るために、池の水
で墨汁をつくりました。この池の名前は？ 札池 墨池 硯ケ池 護符池 38 現在の富山県知事は誰？ 吉田 中田 中沖 石井

9 富山城の歴代城主。城主でなかったのは誰？ 前田氏 佐々氏 神保氏 上杉氏 39
富山出身で有名企業の創業者は大勢います。どの会社
が富山出身者の創業企業？ 丸井ﾃﾞﾊﾟｰﾄ 博報堂 長島温泉 清水建設

10
佐々成政のざら峠越え。財宝を隠したとの伝説がありま
すが、鍬崎山にいくつの壷に隠したといわれている？ 35 40 49 56 40 「白えび」をシロエビと呼ぶのは実は間違い。正式には？ シラエビ シローエビ ハクエビ パクエビ
【別名編】 【きっぷ／料金編】

11 称名滝の別称は 念仏滝 勝妙滝 阿弥陀滝 昇天滝 41 JAF会員の割引は何割？ 1 2 3 4

12 ハンノキ滝の別称は 涅槃滝 寂静滝 常楽滝 我常滝 42
立山アルペン倶楽部の会員になると、運賃は最大何割引
になる？ 2 3 4 5

13 ソーメン滝の別称は 梵天滝 弥勒滝 輪廻滝 御赦免滝 43
富山地方鉄道は人数によって割引率が変わります。で
は、４割引になるには何人以上？ 40 41 45 50

14 佐伯有頼の出家後の名前は何？ 慈興 慈生 慈雨 慈戒 44
美女平～室堂の手荷物料金は300円。では美女平～立
山駅間の手荷物料金はいくら？ 0円 100円 150円 200円

15 弥陀ヶ原の別称は 中津原 高天原 赤ケ原 天弥ケ原 45 市町村デーには運賃は何割引になる？ 1割 2割 3割 4割

16 別山の別名は何？ 不動嶽 阿弥陀嶽 帝釈嶽 天照嶽 46 ご来光バスの参加料はいくら？ 1000円 1050円 1500円 2000円

17 イワイチョウ（岩銀杏）の別名は？ 山銀杏 沢銀杏 小銀杏 水銀杏 47
途中下車ができるのは高原バス区間だけ。では最大何
回の途中下車が認められている？ 1回 2回 3回 何回でも

18 エーデルワイス。日本名は何？ ｼﾗﾈｱｵｲ ｳｽﾕｷｿｳ ﾁﾝｸﾞﾙﾏ ｳﾒﾊﾞﾁｿｳ 48 黒部峡谷鉄道は1ｋｍ、いくらで運賃設定されている？ 75円 79円 81円 83円

19 チョウノスケソウ。語源となったのは？ 地名 人名 昔話 49 立山～扇沢間（ＴＫＫ）。添乗員の料金はいくら。 無料 団体と同じ 半額

20 ワタスゲの別称は 綿帽子 羽毛草 雀の毛ヤリ 雷鳥の足 50 富山～立山間（地鉄）。添乗員の料金はいくら。 無料 団体と同じ 半額
【雑学編】

21 ミズバショウは何科の植物 ユリ科 サトイモ科 ミズキ科 ヤシ科

22 歌で有名になったワレモコウ。何科の植物？ バラ科 イネ科 ラン科 アオイ科

23
映画にもなった剱岳「点の記」に出てくる「剱岳」。正確な
標高は？ 2998.5ｍ 2998.6ｍ 2998.7ｍ 2998.8ｍ

24
弥陀ヶ原や室堂でよく見られるアルカロイド系毒物を含む
トリカブト。花言葉は？ 瞬殺 呪い 人間嫌い 一人ぼっち

25
ニホンザルは生息域で世界的に有名です。生息域のど
んなことで有名？ 緯度 経度 範囲 高度

26
蜃気楼が見られる場所が日本でも３ケ所あります。間
違った場所（見られない場所）はどれ？ 富山湾 ｵﾎｰﾂｸ海 琵琶湖 仙台湾

27 ファスナーで有名な、YKKは何の略？ 吉本興業㈱ 吉田工業㈱ 吉井工業㈱ 横川工業㈱

28
今後の展開が気になるARの遺産登録。世界遺産は3つ
に分類されるが分類でないのはどれ？ 文化遺産 自然遺産 歴史遺産 複合遺産

29
国立公園が国の直接管理なのに対し、国定公園は都道
府県が管理する。○か×か？ ○ ×

30
国立公園、国定公園、都道府県立自然公園の面積の合
計は、日本の国土の約何%？ 4% 9% 14% 22%
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