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筆記 100 問＋近似値１問のペーパークイズ(配点は１問１点の 100 点満点)。
制限時間は 20 分(１問あたり 12 秒)。
得点の上位 48 名が２Round に進出。
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
一であった場合は近似値の近さで順位付けを行う。
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。なお、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。ただし、明らかにフルネームを要求する問題は例外とする。
複合姓は完答を要求する。ただし、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、「何代目でしょう？」などを聞いているときは例外とする。
スポーツなどのチームにおいては、地名や企業名とチーム名の両方を解答することを要求する。ただし、明らかに
片方のみで良い場合は例外とする。
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。
近似値の書き忘れは「誤差 32 兆」として扱う。
カンニングは一切禁止。発覚した場合、年度末の引っ越しを問答無用で引き受けてもらい、かつ家賃を一生払い
続けてもらう。
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「S」「T」「U」の中で、直線のみで表記できるのはどれでしょう？
ヒマラヤ山脈に位置する、標高 8848m と世界で最も高い山は何でしょう？
熱い食べ物を口にできない人のことを、ある動物を用いて何というでしょう？
陸上のリレー競技において、次のランナーに渡す円筒状の道具を何というでしょう？
日本語では「文芸復興」と訳されることもある、14 世紀のイタリアで興った古典文化復興運動のことを何というでし
ょう？
今日・2012 年 12 月 16 日の六曜である、朝と夕方は吉、昼は凶で葬式は忌むべきとされるものは何でしょう？
アメリカの漫画『ポパイ』で、ポパイは何という野菜を食べるとパワーアップするでしょう？
映画の撮影開始を「クランクイン」というのに対し、映画の撮影終了を何というでしょう？
循環型社会における「３R」とは、リデュース、リユースと何でしょう？
ビリヤードにおいて、手球を突くための棒のことを何というでしょう？
「波の発生源が観測者に近付く時には周波数が高くなり、遠ざかる時には低くなる」という効果のことを、提唱した
オーストリアの物理学者の名前から「何効果」というでしょう？
トゥピー語で「大騒ぎ」という意味がある、アマゾン川で起こる大波の逆流を何というでしょう？
試料をスライドガラスとカバーガラスで挟み込んで作られる、顕微鏡観察のための標本を何というでしょう？
旧約聖書『創世記』に登場する老人で、家族と動物たちを洪水から守るため方舟を作った逸話で知られるのは誰
でしょう？
八十本立てや百二十本立てなどの種類がある、茶道において抹茶をかき混ぜるための道具を何というでしょう？
今から 400 年前の 1612 年、宮本武蔵と佐々木小次郎の決闘が行われたことで有名な、山口県下関市に属する
島はどこでしょう？
ギリシア神話の神・トリトンがモチーフとなっており、現在はサンタ・マリア・イン・コスメディン教会に展示されている、
嘘つきが手を入れると手が抜けなくなるという逸話で有名な彫刻は何でしょう？
太陽にある黒点は、周囲より温度が「高い」、「低い」のどちらでしょう？
鉄道車両の屋根に取り付けられる、架線から電気を取り込むための装置を何というでしょう？
今年 10 月、iPS 細胞の開発によってノーベル生理学・医学賞を受賞した、京都大学の教授を務める人物は誰でし
ょう？
この値が高いほど生活水準は低いとされる、家計の消費支出に占める食費の割合のことを、ドイツの統計学者の
名前から「何係数」というでしょう？
通常はページ数に含めない、本の体裁を整えるために挟み込む何も書かれていない紙のことを何というでしょう？
グエル公園、カサ・ミラ、サグラダ・ファミリアなどの建築物を残した、スペインの建築家は誰でしょう？
スキーで滑った時に雪の上にできる跡のことを、ドイツ語で何というでしょう？
正式には「絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約」という条約を、採択された都市の名前
から「何条約」というでしょう？
平安時代から室町時代にかけて日本で成立した「四鏡」と呼ばれる歴史書とは、『大鏡』、『今鏡』、『水鏡』と何で
しょう？
カンボジアの国旗の中央にも描かれている、スーリヤヴァルマン２世によって建造された同国の寺院遺跡は何でし
ょう？
重機などの車輪に見られる、板を組み合わせて輪にしたもののことを、「イモムシ」という意味の英語で何というでし
ょう？
ドライアイスとは、何という気体を固体化したものでしょう？【物質名での解答のみ可】
今年の大相撲・九州場所から横綱に昇進した、本名をダワーニャミーン・ビャンバドルジという伊勢ヶ濱部屋所属の
力士は誰でしょう？
『東方見聞録』を口述し、その中で「黄金の国ジパング」という言葉を使ったことで有名な、イタリアの探検家は誰で
しょう？
二重丸で表される記号で、天気記号だと「曇り」を表しますが、地図記号だと何を表すでしょう？
哺乳類のメスが持つ、胎児が入るための袋となる器官は何でしょう？
スペイン語で「鍋」という意味がある、火山活動によってできた大きな窪地のことを何というでしょう？
北米のスポーツ「チャレアーダ」が原型となっている、暴れ牛や暴れ馬をいかに上手に乗りこなせるかを競うスポー
ツは何でしょう？
同じ高さの音符を弧線で結び、１つの音のように演奏することを意味する音楽記号は何でしょう？
エカチェリーナ２世のコレクションが数多く収蔵されている、フランス語で「隠れ家」という意味の名を持つサンクトペ
テルブルクの美術館は何でしょう？
東京スカイツリーと東京タワーの高さの差は何 m でしょう？
今年９月に本格運用を開始した、神戸市にある日本最速のスーパーコンピューターは何でしょう？
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芥川龍之介の小説『蜘蛛の糸』で、蜘蛛の糸をつたって地獄から脱出しようとする主人公の男の名前は何でしょ
う？
能においてワキが行う、能面を付けずに素顔で演じることを何というでしょう？
気象庁の天気予報で「平年」といえば、過去何年間のデータの平均値でしょう？
寿司ネタとして好まれる、ヒラメやカレイなどがひれを動かすために使う筋肉のことを、家の一部分にたとえて何と
いうでしょう？
弦を地面と水平に張ったピアノを「グランド・ピアノ」というのに対し、弦を地面と垂直に張ったピアノを「何ピアノ」と
いうでしょう？
正式には『フランス・バニング・コック隊長とウィレム・ファン・ラウテンブルフ副隊長の市民隊』という、レンブラント・
ファン・レインの有名な絵画は何でしょう？
ポテトサラダなどを作る時、ジャガイモを潰すために用いられる、網目状の穴が開いた板に取っ手を付けた調理器
具は何でしょう？
キリスト教の礼拝堂を「チャペル」、イスラム教の礼拝堂を「モスク」といいますが、ユダヤ教の礼拝堂を何というでし
ょう？
先月発足した AKB48 の新体制において、チーム A のキャプテンは「篠田麻里子(しのだ・まりこ)」、チーム K のキャ
プテンは「大島優子(おおしま・ゆうこ)」になりましたが、チーム B のキャプテンは誰になったでしょう？
グラウビュンデン州などの限られた地域でのみ話されている、ドイツ語、フランス語、イタリア語とともにスイスの公
用語となっている言語は何でしょう？
国会法・第 10 条によって定められている、通常国会の会期は何日でしょう？
ある国内で自給自足を行い、外部に全く依存しない経済のことをドイツ語で何というでしょう？
結婚式において、新郎新婦が座る一段高くなった席のことを何というでしょう？
西村瑞樹(にしむら・みずき)と小峠英二(ことうげ・えいじ)の２人から成る、今年９月に行われた『キングオブコント
2012』で優勝したお笑いコンビは何でしょう？【表記の揺れは問わない】
岐阜市や名古屋市などの都市が位置する、岐阜県から愛知県にかけて広がる平野は「何平野」でしょう？
強姦罪や名誉棄損罪などのように、告発がなければ起訴することができない罪のことを総称して何というでしょ
う？
百姓一揆などの際に民衆が掲げた、イグサや藁を編んで作った旗のことを何というでしょう？
火星は約 0.25、月は約 0.11 である、ある天体における入射光に対する反射光の割合のことを何というでしょう？
代表作に推理小説『黒衣夫人の香り』や『黄色い部屋の謎』、ミュージカル化もされた『オペラ座の怪人』などがある
フランスの小説家は誰でしょう？
そのモデルは土佐藩士・武市瑞山(たけち・ずいざん)である、「春雨じゃ、濡れてまいろう」の名言でも有名な、行
友李風の戯曲に登場するキャラクターは誰でしょう？
1961 年、ダグ・ハマーショルドの急死に伴い国連事務総長に就任した、国連大学設立の提唱などで有名なミャン
マーの政治家は誰でしょう？
ガスの使用量と水道の使用量を表すのに使われる共通の単位は何でしょう？
辞書『大渡海』を編纂する馬締光也(まじめ・みつや)を主人公とする、今年４月、「第９回本屋大賞」を受賞した三
浦しをん(みうら・－)の小説は何でしょう？
世界の国である「ベラルーシ」と「ベルギー」を漢字表記した時、共通して使われる漢字は何でしょう？【漢字での
解答のみ可】
日本の国の蝶であるオオムラサキは、何科のチョウでしょう？
青銅や竹で出来た打楽器が主に使われる、インドネシアで行われている打楽器中心の民族音楽を何というでしょ
う？
小選挙区制の選挙において、当選者に対して落選者がどれほどの票を獲得したのかを表した比率のことを何とい
うでしょう？
アメリカの中央銀行である「連邦準備制度理事会」のことを、アルファベット３文字で何というでしょう？
フィボナッチ数列において最初に登場する３ケタの数はいくつでしょう？
ふたご座の由来となった双子で、兄の名前は「カストル」ですが、弟の名前は何でしょう？
今年 10 月に行われた「秋華賞」において優勝し、史上４頭目の牝馬クラシック三冠を達成した競走馬は何でしょ
う？
俵万智の歌集『サラダ記念日』で、サラダ記念日とは何月何日と歌われているでしょう？
小倉百人一首の取り札の中でも、特に６文字決まりのものを総称して「何札」というでしょう？
虚無僧は何宗の信徒でしょう？
『ラインの黄金』、『ワルキューレ』、『ジークフリート』、『神々の黄昏』の４部から構成される、リヒャルト・ワーグナーの
オペラは何でしょう？
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衣服の中でも、特に男女どちらでも着られるものを英語で何というでしょう？
刑務所にある部屋で、１人の受刑者を収容するものを「独房」といいますが、複数人の受刑者を収容するものを何
というでしょう？
77. ラグビーにおいて、「トライ」「コンバージョンキック」「ドロップキック」「ペナルティキック」を１回ずつ成功させると、合
計で何点になるでしょう？
78. 今年いっぱいで紙媒体の発行を打ち切り、電子版に完全移行する、ワシントン・ポスト社が発行する週刊誌は何で
しょう？
79. ポーランドの映画監督アンジェイ・ワイダの「抵抗映画三部作」とは、『世代』、『地下水道』と何でしょう？
80. ジョン万次郎の日本人としての名字は何でしょう？
81. 北海道の温泉・カルルス温泉の由来となった土地「カルルスバート」がある国はどこでしょう？
82. テニスラケットの握り方を大きく３つに分けると、イースタン・グリップ、ウェスタン・グリップと「何グリップ」でしょう？
83. 中国語では「彩虹樂團」と表記される日本の音楽ユニットは何でしょう？【カナ解答可】
84. 現在命名されている元素において、元素記号にアルファベットの「V」が使われているものは、バナジウムと何でしょ
う？【元素記号での解答は不可】
85. 今年 10 月に発表された、岡田准一(おかだ・じゅんいち)が主演を務める、2014 年放送の大河ドラマのタイトルは何
でしょう？
86. 医学上、高齢出産とは何歳以上で出産することをいうでしょう？
87. 古代ギリシアにおける思想で、無秩序な状態を「カオス」というのに対し、秩序立った状態を何というでしょう？
88. コウノトリなどが威嚇のために行う、くちばしを激しく開閉して音を出す行為のことを何というでしょう？
89. オーストラリア東部の都市であるシドニーと、西部の都市であるパースの時差は何時間でしょう？
90. アメリカ・メジャーリーグのチームの中で、27 回と最も多くワールドシリーズを制したチームは何でしょう？
91. 夏の風物詩・鵜飼いにおいて、鵜を操る人のことを何というでしょう？
92. 今年５月、83 歳で亡くなった、代表作に映画化もされた『かいじゅうたちのいるところ』などがあるアメリカの絵本作
家は誰でしょう？
93. 「尊敬する人の話を直接聞くこと」を、「咳払い」という意味の言葉を用いて「何に接する」というでしょう？
94. ジャック・ドレー監督の映画のタイトルになったことで世界的に有名になった、イタリア・アレッサンドリアに本社を置く
帽子メーカーは何でしょう？
95. その第１回はロベール・アンリコ監督の『追想』が受賞した、「フランスのアカデミー賞」と呼ばれる同国の映画賞は
「何賞」でしょう？
96. 頂上部にあるものは特に「要石」や「キーストーン」と呼ばれる、石橋などにおいて、アーチを構成している楔形の石
材のことを何というでしょう？
97. 日本の都道府県庁所在地の中で、唯一原子力発電所が立地しているのはどこでしょう？
98. 国際ペンクラブの歴代会長の中で、ノーベル文学賞を受賞しているのは全部で何人でしょう？
99. 占い師が手相を見る時に使う虫メガネのような道具のことを何というでしょう？
100. 童謡『ちいさい秋みつけた』の３番の歌詞で、「赤くて入日色をしている」と歌われているのは何の葉っぱでしょう？

