
 

 
～賢者の鼓動～ 
１R 100 問ペーパークイズ 

 

 

 筆記 100問ペーパークイズである。配点は１問１点で 100点満点である。 

 制限時間は 20分(１問あたり 12秒)とする。 

 得点の上位 48名が２Roundに進出する。 

 ２Round において、上位４名には３ポイント、５～12 位には２ポイント、13～24 位には１ポイントがそれぞ

れアドバンテージとして与えられる。 

 得点が同一であった場合は１問目からの正誤を比較し、差が付いた段階での連続正解数で判断する。

それも同一であった場合、スタッフによる抽選を実施する。 

 漢字の書き間違いや英語のスペルミスは誤答扱いとする。問題中に特に指定がない場合、漢字に自

信がなければひらがな・カタカナでの解答も可とする。ただし、読み方を誤った場合は不正解とする。 

 文字が読めない場合も、こちらの判断で誤答として扱う場合がある。 

 東洋人名(日本人・中国人・朝鮮人・台湾人など)はフルネームでの解答を要求する。ただし固有名詞

化した通称(イチローやタモリなど)、四股名、ペンネーム、芸名などはこの限りではない。 

 上記以外の人名はファミリーネームでも可とするが、フルネームを要求する問題は例外とする。 

 A=B という複合姓の人物については、基本的に「B」で正解とする。ただし、「A」が一般的な場合はそ

れでも正解とする。また、「A=B」の解答が一般的な場合、完答が望ましいが「B」でも正解とする。 

 イスラム圏の人名については一般的な通称で可とする(サダム・フセイン・アブドゥル=マジード・アッ=テ

ィクリーティーの場合、フセインやサダム・フセインで可)。 

 皇帝などの名前において、「○世」を一般的につける場合はそれも解答すること。一般的な通称で必

要がない場合(クレオパトラなど)についてはこの限りではない。 

 歌舞伎役者などの「○代目」などは必要ない。ただし、「何代目」などを聞いているときは例外とする。 

 日本プロスポーツ協会に加盟しているスポーツチームについては、地名・企業名＋チーム名での解答

を要求する。それ以外のチームについてはチーム名が一意に限定できれば可とする。 

 印刷ミスなどのトラブルがあった場合、静かに手を挙げて知らせること。 

 カンニングは一切禁止。発覚した場合、以降の STU や stu の参加を一切認めず、本大会のスタッフが

携わる大会への参加もできない。さらに、STUや stuの費用を永遠に負担してもらう。 

 



1. 本大会は STU XVIIIですが、「S」、「T」、「U」のうち、「18」を意味する英単語に使われているのはどれでしょ

う？ 

2. 中国では同様のものが「圧歳銭」と呼ばれる、お正月に子供に対して渡す金銭のことを何というでしょう？ 

3. 陸上競技などで、号砲よりも早くスタートしてしまうことを何というでしょう？ 

4. 水に濡れていない布で物を拭くことを、「水拭き」に対して何というでしょう？ 

5. これのない足を「扁平足」という、足裏にあるアーチ状になった部分を何というでしょう？ 

6. 日本の戦国時代に見られた、下の者が上の者を実力で倒す風潮を何というでしょう？ 

7. 一般的な立方体のサイコロを２つ振った時、出目の合計が７となる確率はいくつでしょう？【分数での解答必須】 

8. 運命線、知能線、感情線、生命線が四大基本線と言われる占いは「何占い」でしょう？ 

9. 昔話『分福茶釜』で、茶釜に化けていた動物は何でしょう？ 

10. 小学校の科目である「図工」とは、何という言葉の略でしょう？ 

11. 先月 29日にはナンバリングタイトルの最新作『過ぎさりし時を求めて』が発売された、スクウェア・エニックスの

人気ゲームシリーズは何でしょう？ 

12. コースを横切る「クロス」や、グリーンを取り囲む「ガード」などがある、ゴルフコースに障害として設けられる、砂

を敷き詰めた窪地を何というでしょう？ 

13. 「雪とけて 村いっぱいの 子どもかな」、「雀の子 そこのけそこのけ お馬が通る」などの句を残した、句集『おら

が春』の作者でもある俳人は誰でしょう？ 

14. ホテルで、寝室とリビングが一続きになった部屋のことを、「一揃いの」という意味の英語にちなんで「何ルー

ム」というでしょう？ 

15. タービン型、ダイヤモンド型、クローバー型、トランペット型などの種類がある、一般道と高速道路を接続する箇

所を何というでしょう？ 

16. 水泳のキックの練習に使われる、合成樹脂で作られた浮力のある板のことを「何板」というでしょう？ 

17. 光軸に対して平行に入った光がレンズを通り、集中する点のことを何というでしょう？ 

18. 本日・2017年８月 19日の六曜である、午前中は凶、午後は吉であるものは何でしょう？ 

19. 春の大三角を構成するアルクトゥルス、スピカ、デネボラのうち、２等星であるのはどれでしょう？ 

20. ふすまをはめ込む溝付きの横木で、下部に横たわるものを「敷居」といいますが、上部に横たわるものを何とい

うでしょう？ 

21. 滴下、分液、ブフナーなどの種類がある、口の小さな容器に液体を移す時に用いる実験器具は何でしょう？ 

22. 空港の見通しの良い場所に建てられる、航空機に指示を出し、安全な離着陸を確保するための施設を何とい

うでしょう？ 

23. 製紙法がイスラム世界に伝わったことで有名な、751年、唐とアッバース朝が現在のキルギスで衝突した戦い

を「何の戦い」というでしょう？ 

24. 本名を鎌田善人(かまた・よしひと)という、代表曲に『雪國』や『俺ら東京さ行ぐだ』などがある演歌歌手は誰でし

ょう？ 

25. 「ビッグ・アップル」の通称を持つ世界的な大都市はどこでしょう？ 

26. ティコ・ブラーエの弟子であった、惑星の運動に関する三法則を提唱したことで知られるドイツの天文学者は誰

でしょう？ 

27. 女子選手として初めて１回の演技中に３度のトリプルアクセルを成功させた、今年４月に現役引退を発表した

日本のフィギュアスケーターは誰でしょう？ 

28. 工場を意味する地図記号は、どんな機械部品を図案化したものでしょう？ 

29. 植物の「オモト」と「チンゲンサイ」を漢字表記した時、ともに使われる色は何でしょう？【漢字解答必須】 

30. 政治学者の升味準之輔が命名した、自由民主党が与党第１党、日本社会党が野党第１党を占めていた政治

体制を、確立した年から「何体制」というでしょう？ 

31. 野坂昭如の小説『火垂るの墓』に登場する兄妹で、兄の名前は「清太」ですが、妹の名前は何でしょう？ 

32. 災害などによって多数の負傷者が出た場合、重症度に基づいて治療の優先順位を決めることを、「選別」とい

う意味のフランス語で何というでしょう？ 

33. 投球と同時に三塁ランナーがホームへ走り、打者はバントをすることで得点を狙う野球の戦略を、「搾る(しぼ

る)」という意味の英語から何というでしょう？ 

34. 狂言師で、万蔵(まんぞう)、万作(まんさく)、萬斎(まんさい)に共通する名字は何でしょう？ 

35. 50歳未満の女性科学者を対象としている、「女性科学者に明るい未来をの会」が授与している賞は「何賞」で

しょう？ 

36. 賄賂を贈ることを漢字２文字で「贈賄」というのに対し、受け取ることを同じく漢字２文字で何というでしょう？ 

37. 1907年、41歳の史上最年少でノーベル文学賞を受賞した、代表作に『ジャングル・ブック』などがあるイギリス

人作家は誰でしょう？ 



38. 今年５月、男性将棋界で８番目のタイトル戦となった、ドワンゴが主催する棋戦は「何戦」でしょう？ 

39. 大日本帝国憲法など、君主によって制定された憲法のことを「何憲法」というでしょう？ 

40. アメリカ滞在中の 1893年に書き上げられた、アントニン・ドヴォルザークの交響曲第９番のタイトルは何でしょ

う？ 

41. フランスの歴史や文化を日本人に広めたことを評し、2009年にはレジオン・ド・ヌール勲章のシュヴァリエを受

章した、代表作に『ベルサイユのばら』がある漫画家は誰でしょう？ 

42. 毎年７月に国税庁が発表しており、相続税や贈与税の算定基準となる、道路に面する宅地１m2当たりの値段

を何というでしょう？ 

43. ギリシア建築などで見られる、柱に付けられたわずかな膨らみのことを、「緊張」という意味のギリシア語で何と

いうでしょう？ 

44. 1995年から 2014年まで、日本陸上競技選手権の男子ハンマー投げを 20連覇した選手は誰でしょう？ 

45. 素晴らしい物事が人に感銘を与える様子を、ある楽器の名前を用いて「何に触れる」というでしょう？ 

46. 石狩川の下流部にあるものが有名な、河川の流れが変わることにより、蛇行していた部分が取り残されて形成

された湖のことを、その形から「何湖」というでしょう？ 

47. 現在命名されている元素では最も原子番号が大きい、原子番号 118、記号 Ogの元素は何でしょう？【元素名

での解答必須】 

48. 木本武宏(きもと・たけひろ)と木下隆行(きのした・たかゆき)から成るお笑いコンビは何でしょう？ 

49. 近年、これを原因とした食中毒が取り沙汰されている、イカやサバを生で食べることで人間の体内に入り、胃に

激痛を引き起こす寄生虫は何でしょう？ 

50. 一般的に、人間の染色体は何本でしょう？ 

51. 趣向を凝らしたデザインのものが多く、装飾品としての意味合いもあった、矢立てや印籠が帯から落下しないよ

うに取り付けた留め具を何というでしょう？ 

52. 清和天皇から光孝天皇までの時代を綴った、六国史(りっこくし)と呼ばれる歴史書では最後に成立した作品は

何でしょう？ 

53. ガスコンロなどで見られる、爪が張り出しており、鍋やフライパンを乗せるための部品を何というでしょう？ 

54. 栄町駅から福住駅までを結ぶ、東西線、南北線とともに札幌市営地下鉄によって運行されている路線は「何

線」でしょう？ 

55. 漢和辞典にある３つの索引とは、部首索引、音訓索引と「何索引」でしょう？ 

56. 訴訟手続によらない紛争解決手段を指す「裁判外紛争解決手続」のことを、アルファベット３文字で何というで

しょう？ 

57. 摂氏０度は華氏何度に当たるでしょう？ 

58. 最も狭い部分で 9.93m と世界一狭い、小豆島と前島を隔てる海峡は「何海峡」でしょう？ 

59. 今年１月に横綱昇進した稀勢の里(きせのさと)が現在所属する相撲部屋は「何部屋」でしょう？ 

60. 戯曲『ハムレット』の作者は「ウィリアム・シェイクスピア」ですが、小説『新ハムレット』の作者である日本人小説

家は誰でしょう？ 

61. 東北大学の南條道夫(なんじょう・みちお)が提唱した、廃棄される家電に含まれるレアメタルを資源とみなす概

念のことを何というでしょう？ 

62. 大河ドラマ初の４K映像作品となる、2019年、中村勘九郎(なかむら・かんくろう)、阿部サダヲ(あべ・－)のダブ

ル主演で放送される NHK大河ドラマは何でしょう？ 

63. 田植えに先んじて行われる、田んぼに水を引き入れ、土を細かく砕いて表面を平らにする作業を何というでし

ょう？ 

64. 童謡『はたらくくるま』の歌詞で、「ジャリをいっぱいつみこむ」と歌われている車は何でしょう？ 

65. 様々な神を愚弄し続けたため、死後に冥府で大岩を押し上げ続ける苦役を課せられた、「無駄な努力」を意味

するたとえにも登場するギリシア神話の王は誰でしょう？ 

66. 国旗に星が多く描かれた国連加盟国で、１番多いアメリカと２番目に多いブラジルの星を合計すると何個にな

るでしょう？ 

67. 日本語では「揚棄」や「止揚」という、矛盾する命題どうしを組み合わせ、より高次元の命題を導くことをドイツ語

で何というでしょう？ 

68. 北日本新聞と北日本放送がともに本社を置いている都道府県はどこでしょう？ 

69. カナの５つの母音のうち、６点式点字による表記で唯一、３つの点が出っ張るものはどれでしょう？【カナ解答必

須】 

70. 2012年の大統領選では朴槿恵(パク・クネ)に敗れたが、今年５月の大統領選では見事に当選した、韓国の第

19代大統領は誰でしょう？ 



71. １チーム６人の「ワン・ネット」や１チーム９人の「ツー・ネット」などのルールがある、弾力のあるネットにボールをシ

ュートし、守備側がノーバウンドで捕球できなければポイントとなる球技は何でしょう？ 

72. 第一次大戦後のオスマン帝国領の分割を定めた、1916年にイギリス・フランス・ロシアによって結ばれた秘密

協定のことを、イギリスとフランスの人物の名前から「何協定」というでしょう？ 

73. コンピューターネットワーク上での本人確認などに使われる、短時間のみ有効となるパスワードのことを特に「何

パスワード」というでしょう？ 

74. 先月１日に公開された、映画『パイレーツ・オブ・カリビアン』シリーズ最新作のタイトルは、『パイレーツ・オブ・カリ

ビアン/「何」』でしょう？ 

75. 芯の折れないシャープペンシル「デルガード」を販売している企業はどこでしょう？ 

76. スペイン語で「女官たち」という意味がある、フェリペ４世の治世下におけるマドリード宮殿の一室を切り取って描

かれた、ディエゴ・ベラスケスの絵画は何でしょう？ 

77. 雨雲や雪雲などの別名を持つ通り、全天を厚く覆って雨や雪をもたらす、記号「Ns」で表記される雲は何でしょ

う？ 

78. 日本郵便が取り扱うレターパックで、レターパックライトの料金は「360円」ですが、レターパックプラスの料金は

いくらでしょう？ 

79. 銀行のロゴマークが入っていることがあり、お金の出所の証明にもなる、札束を綴じているリボン状の紙を何と

いうでしょう？ 

80. ブルガリアの「ソフィア」、ロシアの「モスクワ」など、旧ソ連構成国のサッカーチーム名に冠されている、「軍中央

スポーツクラブ」を略したアルファベット４文字の言葉は何でしょう？【カナ解答可】 

81. 江戸時代に盛んに奉納された、数学の問題を記載した絵馬のことを何というでしょう？ 

82. 世界最北にあるクレーター「ホートン・インパクト・クレーター」が位置する、世界最大の無人島としても有名なカ

ナダ領の島は「何島」でしょう？ 

83. 高度な専門知識を持ち、政治の決定力を握るような技術官僚のことを、英語で何というでしょう？ 

84. 多項式を特定の文字に着目して整理する時、次数が高いものから順番に並べることを「何の順に整理する」と

いうでしょう？ 

85. 茨城県を５つの地域に区分すると、県北地域、県央地域、県西地域、県南地域と「何地域」でしょう？ 

86. その大きさは「ファラド」という単位で表される、コンデンサーがどの程度の電荷を蓄えられるかを表す量を何と

いうでしょう？ 

87. 水面に浮いた花びらが連なって流れていることを、ある乗り物にたとえて何というでしょう？ 

88. 2002年の国土交通省の告示によると、エスカレーターの傾斜は何度を超えないこととされているでしょう？ 

89. アルファベットが書かれた駒を並べて単語を作るボードゲーム・スクラブルで、10点と最も高得点が入る２種類

のアルファベットとは、何と何でしょう？ 

90. 大園桃子(おおぞの・ももこ)と与田祐希(よだ・ゆうき)がダブルセンターを務める、今月９日に発売された、乃木

坂 46の最新シングルのタイトルは何でしょう？ 

91. リンゴは「バラ科」の植物ですが、「大地のリンゴ」という意味の名を持つカモミールは何科の植物でしょう？ 

92. ゆで卵の割り方を巡ってリリパットと戦争状態にある、ジョナサン・スウィフトの小説『ガリヴァー旅行記』に登場す

る小人の国は何でしょう？ 

93. エンゲルベルト・ケンペルの『日本誌』を和訳した際、初めて「鎖国」という言葉を用いた蘭学者は誰でしょう？ 

94. 「優れた人に従えば、事を成し遂げられる」という意味のことわざを、「名馬のしっぽ」を意味する言葉を用いて

「何に付す」というでしょう？ 

95. 近年では「墓マイラー」とも呼ばれつつある、亡くなった芸能人や歴史上の偉人などの墓参りを趣味とする人

を、漢字３文字で何というでしょう？【カナ解答可】 

96. 無線局運用規則によって定められている和文通話表において、「オ」は「大阪のオ」と表現しますが、「ヲ」は

「『何』のヲ」と表現するでしょう？ 

97. 主にフランス料理で用いる、みじん切りのトリュフが入った豪勢なソースを、トリュフの産地である都市にちなん

で「何ソース」というでしょう？ 

98. 中国武術で見られる、右手の拳を左手の掌(てのひら)に当ててお辞儀する挨拶を何というでしょう？ 

99. ザ・ビートルズのアルバム『アビイ・ロード』のジャケット写真を撮影したカメラマンは誰でしょう？ 

100. 常温安静時の場合、健康な成人で１日におよそ 900mLである、発汗以外で皮膚・呼気などからの水分が失わ

れることを何というでしょう？ 

 


