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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、事前エントリーが早かったほう(エントリーNo.の若いほう)を上位とする。
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。
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「S」、「T」、「U」のうち、大文字を一筆書きできないのはどれでしょう？
漫画において、登場人物のセリフを囲んでいる線のことを何というでしょう？
今年６月の公職選挙法改正により、選挙権は「何歳以上」に変更されたでしょう？
2009 年には世界記憶遺産に登録された、アムステルダムに隠れ住んだ少女が、自身とその家族の生
活の様子を綴った文学作品は何でしょう？
ロシア、アゼルバイジャン、イラン、トルクメニスタン、カザフスタンに囲まれている、世界最大の湖は何
でしょう？
非常に用心深く物事に対処することを、「何を叩いて渡る」というでしょう？
現在ではカーボン製のものも存在する、剣道において相手に打突するために持つ道具は何でしょう？
別名を「コモリグマ」という、オーストラリアに生息し、ユーカリの葉を食べる有袋類は何でしょう？
人数分の縦線を引き、はしご状に横線を入れたくじのことを、ある如来の名前から「何くじ」というでしょ
う？
元々は『地獄の門』という作品の一部分だった、右手を顎の下に置いた人物をかたどった、オーギュス
ト・ロダンの彫刻作品は何でしょう？
中国語では「近畿小子」と表記される音楽ユニットは何でしょう？
童話『さるかに合戦』で、サルがおにぎりと交換したものはどんな果物の種だったでしょう？
水溶液において、最大限度まで溶質を溶かした状態を何というでしょう？
今年、コンビ結成 25 周年を迎えた、矢部浩之(やべ・ひろゆき)と岡村隆史(おかむら・たかし)から成る
お笑いコンビは何でしょう？
木々の間から差し込んでくる日光のことを何というでしょう？
ドイツ語で「いびき」という意味がある、水中でも呼吸ができるように装着する、アルファベットの「J」のよ
うな形をした道具は何でしょう？
京都の警備や朝廷の監視を行った、承久の乱の後に鎌倉幕府が設置した役職は何でしょう？
パリミキ、Zoff、JINS といえば、どんな商品を扱うチェーン店でしょう？
フランシス・ベーコンは種族、洞窟、市場、劇場の４つを提唱した、正しい認識を妨げる先入観や偏見
のことを何というでしょう？
今年 12 月の任期満了をもって政界を引退する、現在の大阪市長は誰でしょう？
車体前部に備えた爪を荷物の下に挿入し、上下させて運搬する自動車を何というでしょう？
現在の日本は「つぼ型」である、男女別に年齢ごとの人口をとったグラフのことを、ある建造物にたとえ
て何というでしょう？
アレクサンダー・フレミングがアオカビから発見した、世界初の抗生物質は何でしょう？
正式には「公共職業安定所」という、厚生労働省が運営している職業紹介所のことを一般に何というで
しょう？
タイトルに出演者やスポンサーの名前が入ったテレビ・ラジオの番組を「何番組」というでしょう？
相撲において、相手を土俵際まで追い詰めながらも、勢い余って自分の足が先に外へ出てしまうことを
何というでしょう？
記号「ct」で表記され、金の純度や宝石の質量を表すのに用いる、0.2g を１とする単位は何でしょう？
本名をマリ=アンリ・ベールという、代表作に『パルムの僧院』や『赤と黒』などがある小説家は誰でしょ
う？
浄瑠璃を三味線の伴奏なしに語ることを何というでしょう？
スペインなどで見られる、昼食後に行う昼寝の習慣を何というでしょう？
書籍の末尾に設けられる、執筆者や編集者の名前を記載した部分を何というでしょう？
12 勝６敗の成績を残し、今年のプロ野球セ・パ交流戦で優勝したチームはどこでしょう？
キューピッドが射る２本の矢とは、金の矢と「何の矢」でしょう？
ギャンブルなどにおいて、初心者にしばしば訪れる幸運のことを英語で何というでしょう？
２と８の相加平均は「５」ですが、相乗平均はいくつでしょう？
その正体はプランクトンの排出物や死骸である、海中を漂う白い浮遊物のことを何というでしょう？
タコスを包むのに用いられる、トウモロコシの粉を水で溶いて薄焼きにしたものを何というでしょう？
代表作に『安愚楽鍋(あぐらなべ)』や『西洋道中膝栗毛』などがある、明治時代の戯作者は誰でしょう？
漢詩の一種・五言律詩で、使用される文字は全部でいくつでしょう？
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ジャズの演奏において、「シュビドゥビ」や「ダバダバ」などの無意味な音を即興で歌うことを何というでし
ょう？
全権によって署名された条約に対し、当事国が行う最終的な確認・同意の手続きを何というでしょう？
又吉栄喜(またよし・えいき)の芥川賞受賞作は『豚の報い』ですが、又吉直樹(またよし・なおき)の芥川
受賞作は何でしょう？
バチカンのシスティーナ礼拝堂で行われる、新しいローマ教皇を選出するための会議を、「鍵のかかっ
た」という意味のラテン語で何というでしょう？
オスカー・ハマースタイン２世の遺作でもある、ある花の名前がタイトルになっている『サウンド・オブ・ミュ
ージック』の挿入歌は何でしょう？
実物そっくりに見せかけた騙し絵のことを、「目を欺く」という意味のフランス語で何というでしょう？
当初は「鳥居坂 46」という名前だったが、今月 21 日の第１期生お披露目とともに改名された、乃木坂 46
の関連グループは何でしょう？
これを作った兄弟の名前が付けられた、ロシア語などを記述する時に用いられる文字を「何文字」とい
うでしょう？
RNA にある４種類の塩基とは、アデニン、グアニン、シトシンと何でしょう？
1973 年にフォール・ラミから改称された、チャドの首都はどこでしょう？
国立天文台が編纂し、丸善が発行している、自然科学に関するデータブックは何でしょう？
「御御御付け(おみおつけ)」といえば、どんな料理を丁寧に言ったものでしょう？
アイヌ語で「小さな木の子供」という意味がある、こけしのような見た目が特徴的なアイヌの民芸品は何
でしょう？
天守閣が国宝に指定されている城は、姫路城、松本城、犬山城、彦根城と、先月８日に指定された「何
城」でしょう？
内合、外合、衝のうち、外惑星との間でしか起こり得ないのはどれでしょう？
簡易裁判所に対応しているため、全国に 438 ヶ所存在する検察庁は何でしょう？
夢の中でも、見ている本人が「夢である」と自覚しているものを特に何というでしょう？
陸上の投擲種目のうち、世界記録における飛距離が男女とも最も短いのは何でしょう？
出現する変数にどんな値を入れても成立する式のことを「何式」というでしょう？
木下順二の戯曲『夕鶴』で、鶴を助けた百姓の名前は何でしょう？
TOEIC の満点は何点でしょう？
映画などにおいて、徹底して役作りをすることを、ある俳優にちなんで「何アプローチ」というでしょう？
「躍動と歓喜、そして絆」をスローガンに、今年、国民体育大会が開催される都道府県はどこでしょう？
コンピューター科学者に与えられる賞に名を残す「チューリング」と、そのチューリング賞の第１回受賞者
である「パリス」に共通するファーストネームは何でしょう？
「電磁誘導で発生する電流は、磁界の変化を妨げる方向に流れる」という法則を、発見したエストニア
の物理学者から「何の法則」というでしょう？
ゲーム会社 Mojang のマルクス・ペルソンが開発した、立方体のブロックで出来た世界を舞台に、自由
に探索などを行えるサンドボックスゲームは何でしょう？
サッカーにおけるずる賢いプレイのことを、「狡猾さ」という意味のポルトガル語で何というでしょう？
紅茶が好きだったイギリスの伯爵の名前に由来する、ベルガモットで香りを付けた紅茶は何でしょう？
先月 23 日にソユーズ宇宙船で宇宙に飛び立ち、12 月まで国際宇宙ステーションに滞在する日本人宇
宙飛行士は誰でしょう？
通常は海へ向かうはずの生物が、何らかの原因によって淡水に取り残され、そこで成長・繁殖するよう
になる現象を何というでしょう？
航空運賃やホテルの料金で見られる、需要の多さに応じて価格を変動させる価格設定手法を何という
でしょう？
鉄道路線のうち、起点か終点の一方が他路線と接続していないものを、体の一部にたとえて「何線」と
いうでしょう？
スポーツの練習やダイエットにおける停滞期のことを、「高台」という意味の英語で何というでしょう？
浪速大学病院第一外科助教授であり、ガンの専門医である、山崎豊子の小説『白い巨塔』の主人公
は誰でしょう？
「自発」の対義語は何でしょう？
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童謡『赤い靴』で、女の子はどこの波止場から連れられて行ったと歌われているでしょう？
東漢駒(やまとのあやのこま)によって暗殺され、歴代天皇で唯一、暗殺によって命を落としたのは「何天
皇」でしょう？
『明鏡国語辞典』や『ジーニアス英和辞典』などの辞書を出版している企業はどこでしょう？
静岡県に暮らす小橋常子を主人公とする、来年春から放送される NHK 朝ドラは何でしょう？
定常波において、振幅が最大になる点を漢字１文字で何というでしょう？【カナ解答可】
近年では化粧品の原料としても使われる、ハマグリなどの貝殻を原料とした白い顔料を何というでしょ
う？
経済産業省の商業統計において「コンビニエンスストア」とは、１日の営業時間が何時間以上と定義さ
れているでしょう？
武装組織・カティプーナンの蜂起に関連したと見なされ銃殺された、「フィリピン独立の英雄」と讃えられ
る活動家は誰でしょう？
アンティグア・バーブーダを構成する３つの島とは、アンティグア島、バーブーダ島と「何島」でしょう？
ドロップニーウォークやセイドスピンなどのトリックがある、伸縮性のある帯を渡し、その上で歩いたりジャ
ンプしたりする、綱渡りのようなスポーツは何でしょう？
兵庫県の市である「宍粟」は、何と読むでしょう？【カナ解答必須】
寒さを凌ぐため、複数のコウテイペンギンがおしくらまんじゅうのように体を寄せ合うことを何というでしょ
う？
詰将棋において、詰める側を「攻方」というのに対し、詰められる側を何というでしょう？
日本の勲章で唯一、女性のみに授与されているものは何でしょう？
現在発見されている太陽系の準惑星の衛星を合計するといくつになるでしょう？
今年は国勢調査が行われますが、第１回国勢調査が実施されたのは西暦何年でしょう？
バンクーバーオリンピックでは最終聖火ランナーを務めた、彼の背番号「99」が NHL の全チームで永久
欠番となっているアイスホッケー選手は誰でしょう？
多様な海岸景観が見所である、今年３月に誕生した、鹿児島県薩摩川内市に位置する国定公園は何
でしょう？
古代中国において「四夷」と呼ばれた４つの異民族とは、東夷(とうい)、西戎(せいじゅう)、南蛮と何でし
ょう？
スイスとフランスの国境上に位置する「欧州原子核研究機構」のことを、アルファベット４文字で何という
でしょう？【カナ解答可】
創業当初は「富士製麺株式会社」という名前だった、インスタントラーメンの「サッポロ一番」を販売して
いる企業は何でしょう？
落ち武者たちが山間の僻地を開墾して作った集落のことを「何集落」というでしょう？
油断のできないことのたとえで、「猫に」といえば「鰹節」ですが、「狐に」といえば何でしょう？
「エレメント」ともいう、ファスナーにおいて、互いに噛み合って口を閉じるためのギザギザの部分を何と
いうでしょう？
現在の常用漢字を画数別に見た時、218 文字と最も多いのは何画の漢字でしょう？
プラスチック製品に付けられるリサイクルマークで、「１」は「PET」を意味しますが、「２」は何を意味する
でしょう？

