
2010年版　立山黒部アルペンルート問題集 回答

1 2 3 4 答え
51 六花 風花 天花 雲花 雲花

52
ゴジラ ガメラ ｷﾝｸﾞｷﾞﾄﾞﾗ ガッパ

ガメラ（初回は悪役であり、宇宙に追放された。しかし、２作で宇宙から戻ってきたときダムを破壊し、地中にも
ぐった）

53 あられ ｿﾌﾄｸﾘｰﾑ せんべい まんじゅう しろえび饅頭
54 空 味 海 山 山（泣かせる空に会いたい：立山編、海：滑川編、味：五箇山編）

55 ドイツ語 ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ語 英語 富山弁 ポルトガル語（ちなみに砂防は英語でもsabouで輸出語です）
56 え た と か と：白地に緑で描かれている
57 6本 8本 10本 12本 号線：8・41・156・160・304・359・360・415・471・472

58
ブリーチ ビリッチ ブランチ ボランチ

「THE BERICH」ビリッチ：３人兄弟でグレートハントなどのフラッシュアニメを作成。You tubeでも有
名。

59 森　大衛 森　大永 森　英大 森　大聖 森　大衛（本名：森行弘）
60 福井県 石川県 富山県 新潟県 新潟県南魚沼市塩沢町

61 6本 7本 8本 9本 7本（漢字の光を図案化）

62 区長が自腹
で補充

出札担当が
自腹で補充

不足のまま
納金する

埋蔵金で補
充 不足のまま納金する

63 139万0000
人

144万8000
人

149万6000
人

150万3000
人 149万6000人

64 ○ × ○（昭和58年7/3のイベント）
65 関西電力 アメニック TKK NHK NHK
66 TKK TKT 省 気象協会 TKK
67 50ｍ 60ｍ 70ｍ 80ｍ 70ｍ
68 佐伯ビル 志鷹ビル 佐志ビル 伯鷹ビル 佐伯の伯と志鷹の鷹
69 赤沢水 氷筍水 黒部水 2678水 氷筍水
70 バッチ ステッカー 記念冊子 絵はがき ステッカー

71 雷鳥 岩燕 岩雲雀 善知鳥 善知鳥(うとう)
72 サル クマ カモシカ イノシシ サル

73
上 下

有頼は齢八十三歳にして自らの定命を悟り・・・竜象洞と称せられる土穴の中に生きながら入定し
た。

74 血の池
地獄

大叫喚
地獄 阿鼻地獄 寒地獄 寒地獄（寒、阿鼻、叫喚、大叫喚、等活、衆合、血の池、石女、両婦地獄がある）

75
空城の計 火牛の計 苦肉の計 反間の計

火牛の計（平維盛陣営に対して、義仲は角に松明をつけて500頭の牛を放ち勝利した：源平盛衰
記）

76 開墾 治水 商業 貿易 治水事業（佐々堤：常願川の一部、大山町中番から馬瀬口まで２年かけて施工）
77 富山県 岐阜県 愛知県 三重県 尾張国（尾州）：愛知県西部出身
78 県花 県鳥 県木 県獣 県花はS29、県鳥S36、県木S41、県獣S50）に制定
79 1代目 2代目 3代目 4代目 2代藩主（売薬の始祖は富山売薬4人祖と言われ、前田、松井、万代、八重崎がその４人）
80 ○ × ○

81 snowflake flurry snow fewsnow flurry
82 騙す 殺す 裏切る 隠れる 騙す、口車に乗せる、言葉巧みに騙すこと
83 出来ます 減ります 泊まります 判ります 出来ます
84 自分だけ バカだけど 俺だけど 他人だけ 俺だけど
85 満タン 都市 調味料 詐欺 全部同じ（厳密には前後の言葉で変化するけど）
86 勝つ 負ける 安い 高い 負ける（針＝王、人＝魚の種類、泡＝哀れ、地下＝噂、まゆみ＝優しい、など色々）
87 ｱﾆﾒｰﾀｰ 漫画家 オタク ｹﾞｰﾏｰ オタク
88 手紙 ﾄｲﾚｯﾄﾍﾟｰﾊﾟｰ メモ帳 ﾒｰﾙ ﾄｲﾚｯﾄﾍﾟｰﾊﾟｰ（日本で言う手紙は信封）
89 ｽﾋﾟﾙﾊﾞｰｸﾞ ﾘｰ ﾝｳｪﾙ ﾊﾞｽﾀｰ・ｷｰﾄﾝｽﾃｨｰﾌﾞﾝ・ｽﾋﾟﾙﾊﾞｰｸﾞ

90
ｽｰﾊﾟｰｳｰﾏ

ﾝ 鬼嫁
ｷｬﾘｱｳｰﾏ
ﾝ おばちゃん ｷｬﾘｱｳｰﾏﾝ

91 埼玉 茨城 群馬 山梨 茨城空港（3/11～開港）
92 18.5ｋｍ 22.6ｋｍ 25.7ｋｍ 30.1ｋｍ 25.7ｋｍ
93 S&W コルト ベレッタ 南部式 S&W

94
火の鳥 レオ

ブラック
ジャック アトム

アトム（アトムの誕生した場所が高田馬場との設定から2004年に発行）今後、ｻｯﾎﾟﾛ、徳島でも使用
可

95 唐津焼 信楽焼 越前焼 九谷焼 九谷焼

96
大石川県 加賀県 越中県 北陸県

大石川県（富山と福井に支庁を置き、石川県に本庁を置いた時代を、現在の石川県と区別して呼
ばれている）

97 東京都 大阪府 愛知県 福岡県 大阪府大阪狭山市
98 小渕ダム 三成ダム 松ダム 大井ダム 布引五本松ダム
99 岩手県 北海道 島根県 富山県 富山県（原生林が多い。植林などの２次植生が低い）

100
和食の
「さと」

うどんの
「はなまる」

とんかつの
「かつや」

カレーの
「ｺﾞｺﾞｶﾚｰ」 さとは大阪本社、はなまるは香川で吉野家G、ゴーゴーカレーは石川

【関係ない編】

【雑学編】

【社内雑学編】

【歴史編】

【海外編】


