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100 問ペーパークイズ

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)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。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。
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」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。
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、以降の STU や stu の開催費用を未来永劫負担してもらう。
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「S」、「T」、「U」のうち、文字が線対称でないものはどれでしょう？
現在の日本の消費税は「５％」ですが、今年４月からは何％になるでしょう？
ヒマラヤン、ロシアンブルー、メインクーンといえば、どんな動物の品種でしょう？
掛け算の答えのことを漢字１文字で何というでしょう？【カナ解答可】
外科手術や解剖で用いられる、切れ味の非常に鋭い刃物を何というでしょう？
昨年 10 月６日放映回からデジタル制作に完全移行した、長谷川町子の漫画を原作とする長寿アニメ
は何でしょう？
雷を操り、社会秩序を司る、ギリシア神話における主神は誰でしょう？
普通「花見」といえば、何の花を見に行くことを指すでしょう？
『走れメロス』、『人間失格』、『斜陽』などの代表作で有名な、日本の作家は誰でしょう？
テニスや卓球などにおいて、互いのプレイヤーが連続してボールを打ち続けることを何というでしょう？
風呂桶を直火で熱し、木の踏み板を沈めて入る風呂のことを、ある歴史上の人物から「何風呂」という
でしょう？
鉛筆などを数える時に用いる、「12 個を１」とする単位は何でしょう？
船の操縦において「面舵」といえば、左右どちら舵を切ることを指すでしょう？
チャールズ・ダロウが考案した、他のプレイヤーと不動産などをやり取りして破産に追い込む、「独占」と
いう意味の名を持つボードゲームは何でしょう？
ピンキーリングといえば、どの指にはめる指輪のことでしょう？
ゴルフで第１打を打つ時に使われる、ボールを乗せて地面に突き刺して使う台座を何というでしょう？
アウグスト・ケクレにより六角形型の構造が特定された、化学式 C６H６で表される有機化合物は何でしょ
う？
薬などを入れて携帯するための容器で、ドラマ『水戸黄門』ではこれを見せつけるシーンが有名なもの
は何でしょう？
一般の預金者からお金を預かる民間の銀行のことを、「中央銀行」に対して何というでしょう？
「早朝」を意味する古語で、清少納言の『枕草子』では「冬はこれが良い」と言われているものは何でしょ
う？
マシュー・ペリーがイギリスの生物学会に報告したことから、学名には彼の名前が付けられている、日本
最大の淡水魚として有名なサケ科の魚は何でしょう？
きわめて手に入りにくいコンサートなどの入場券のことを、ある貴金属を用いて「何チケット」というでしょ
う？
アナログ式の目覚まし時計において、アラームの鳴る時刻を合わせるための針を何というでしょう？
神奈川県にある３つの政令指定都市とは、横浜市、川崎市と「何市」でしょう？
昨年７月、第４衛星・第５衛星にそれぞれ「ケルベロス」・「ステュクス」と命名された、太陽系の準惑星は
何でしょう？
日本人ではこれまでに小平邦彦、広中平祐(ひろなか・へいすけ)、森重文(もり・しげふみ)の３人が受賞
した、「数学界のノーベル賞」と言われる賞は「何賞」でしょう？
本日・２月９日生まれの人は、十二星座占いで何座に当たるでしょう？
色の三属性と呼ばれる３つのものとは、明度、彩度と何でしょう？
３ウェイスピーカーにおいて、低音域を受け持つスピーカーを「ウーファー」、高音域を受け持つスピーカ
ーを「ツィーター」といいますが、中音域を受け持つスピーカーを何というでしょう？
生まれてから 1000 週間経った人は何歳でしょう？
お笑いコンビ・ココリコを構成する２人のメンバーとは、ボケの田中直樹(たなか・なおき)とツッコミの誰で
しょう？
フィギュアスケートのリンク脇に設置されている、競技を終えた選手とコーチが結果を待つ場所を俗に
何というでしょう？
建築基準法施行令・第 129 条では、エレベーターの１人あたりの体重を何 kg とすると定めているでしょ
う？
作曲家として活動する時はミシェル・カマという名義を使っていた、昨年 10 月に 94 歳で亡くなった、ア
ンパンマンの生みの親である作家は誰でしょう？
摂政、勘解由使(かげゆし)、検非違使(けびいし)など、律令の規定にない官職のことを総称して何という
でしょう？
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歌舞伎十八番をあいうえお順に並べた時、最初に来るのは『外郎売』ですが、最後に来るのは何でしょ
う？
現在はキャロル・アン・ダフィーがその地位にある、「イギリス政府から公式に認定された詩人」のことを
「何詩人」というでしょう？
酸素とオゾンのように、構成する原子は同じだが、配列や結合が違うため異なる性質を示す物質のこと
を何というでしょう？
「絶体絶命の状況の中で、全力で物事に対処すること」を、韓信が趙と戦った際の戦法から何というで
しょう？
真知子巻きやサブリナパンツなど、映画から流行したファッションのことを何というでしょう？
今年行われる「FIFA ブラジルワールドカップ」において、日本が予選リーグで対戦する３ヶ国とは、コート
ジボワール、ギリシアとどこでしょう？
ポケットビリヤードにおいて、手球がポケットに入ってしまうことを何というでしょう？
ベートーヴェンの『田園』、マーラーの『悲劇的』、チャイコフスキーの『悲愴』といえば、いずれも交響曲
「第何番」でしょう？
NHK と民放によって設立された「放送倫理・番組向上機構」のことを、アルファベット３文字で何というで
しょう？
地質時代の中生代を３つに分けると、三畳紀、ジュラ紀と何でしょう？
料理の「鴫焼き(しぎやき)」で使われる野菜は何でしょう？
1973 年の第一次オイルショックをきっかけに設立された、日本の中央省庁の中で唯一、名前にカタカナ
が使われているのは何でしょう？
現在、AKB48 の最年長メンバーとなっている、1988 年４月 19 日生まれのメンバーは誰でしょう？
１人の人間として生きたがるノラをヒロインとする、全３幕から成るヘンリク・イプセンの戯曲は何でしょ
う？
昨年 12 月に発表された「2013 年・今年の漢字」は何だったでしょう？【漢字解答必須】
紀元前 140 年から紀元前 135 年まで使われた、中国初の元号は何でしょう？
住宅や商業施設の建て替えに起因するとされる約 20 年周期の景気循環のことを、提唱したアメリカの
経済学者の名前から「何の波」というでしょう？
白一色で絵が描かれていないジグソーパズルを、ある飲み物を用いて「何パズル」というでしょう？
ヴァイオリニストのスターン、SF 作家のアシモフ、物理学者のニュートンに共通するファーストネームは何
でしょう？
キャサリン・ヘップバーンがアカデミー主演女優賞を受賞した４作品とは、『勝利の朝』、『招かれざる
客』、『冬のライオン』と何でしょう？
盆栽において、茎や枝が根よりも下に垂れ下がったものを何というでしょう？
1898 年、アフリカ縦断政策をとるイギリスと、アフリカ横断政策をとるフランスとが衝突した事件のこと
を、舞台となった南スーダンの村の名前から「何事件」というでしょう？
清里駅と信濃川上駅の間にある JR 小海線の駅で、標高 1345.67m と日本一高い場所にある駅として
有名なのは「何駅」でしょう？
童謡『里の秋』で、「いろりばたで煮ている」と歌われているのは「何の実」でしょう？
昨年７月に行われた「テニス・ウィンブルドン」男子シングルスで優勝し、フレッド・ペリー以来、イギリス人
としては 77 年ぶりに優勝を成し遂げた選手は誰でしょう？
エミリー・ブロンテの小説『嵐が丘』で、復讐心と憎悪に燃える主人公の名前は何でしょう？
原稿用紙が二つ折りにされていた頃の名残である、原稿用紙の中央に描かれた模様のことを何という
でしょう？
「相手とは一緒にいたいが、近付きすぎると傷つくため近付くことができない」というジレンマのことを、あ
る動物の名前を用いて「何のジレンマ」というでしょう？
「どんちゃん騒ぎ」という意味がある、世界的に行われるボーイスカウトのキャンプ大会のことを何という
でしょう？
韓国の国旗には使われているが、北朝鮮の国旗には使われていない色は何でしょう？
2008 年、『実さえ花さえ』で小説家デビューした、先月、『恋歌(れんか)』で第 150 回直木賞を受賞した
小説家は誰でしょう？
ファッションデザイナーのデザイン画を元に、型紙をおこす人のことを何というでしょう？
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７つの指孔が開いているのが特徴的な、笙、篳篥(ひちりき)とともに「雅楽の三管」といわれる楽器は何
でしょう？
競馬において、砂のコースを「ダート」というのに対し、芝のコースを何というでしょう？
1951 年、日本で初めてワンマンバスが走った都市はどこでしょう？
京都五山と鎌倉五山に挙げられる寺は、いずれも何宗の寺でしょう？
保育園が不足していたり、保育希望時間の調整がつかなかったりして、入所の申し込みをしているにも
関わらず入所できないでいる児童のことを「何児童」というでしょう？
オーストラリアの歌手の名前に由来する、バニラアイスに桃のシロップ漬けを乗せてラズベリーソースを
かけたデザートは何でしょう？
原田甲斐を主人公とし、仙台藩で起こった伊達騒動を題材にしている、山本周五郎の小説は何でしょ
う？
フランス語で「小さな家」という意味がある、集合住宅の中でも住居が２つの階にまたがっているものを
何というでしょう？
アメリカの州を人口順に並べても、面積順に並べても上位から２番目に来るものは「何州」でしょう？
日本には河合隼雄によって伝えられた、患者が部屋にあるおもちゃを自由に箱へ入れていくという心理
療法のことを何というでしょう？
吉田松陰の妹・杉文(すぎ・ふみ)を主人公とする、来年放送予定である NHK 大河ドラマのタイトルは何
でしょう？
ランプやガス灯において、炎の部分を覆うガラス製の筒のことを何というでしょう？
右投げの場合は１番ピンと２番ピンの間がこれに当たる、ボウリングにおいて利き手と逆側にあるポケッ
トのことを特に何というでしょう？
電子文書の記録様式「PDF」とは、何という言葉の略でしょう？【カナ解答可】
寛政の改革では人足寄場の設置を提言した、池波正太郎の小説『鬼平犯科帳』では主人公として描
かれている江戸時代の旗本は誰でしょう？
落語『長屋の花見』で、男たちが卵焼きの代わりにした食べ物は何でしょう？
「できるはずのないことをしようとする愚かさ」のたとえを、「何で星を打つ」というでしょう？
大田区(おおた・く)は「東京都」にありますが、大田市(おおだ・し)がある都道府県はどこでしょう？
大相撲の決まり手の中で名前に数字が使われているのは、一本背負い、二枚蹴り、二丁投げと何でし
ょう？
アインシュタインが相対性理論などの論文を立て続けに発表し、「奇跡の年」と呼ばれるのは西暦何年
でしょう？
晩年には国会議員にもなっている、炭酸ナトリウムの工業的製法を発見し、その製法に名を残すベル
ギーの化学者は誰でしょう？
ヴォルムス協約やラテラノ条約が代表的な、ローマ教皇と国家との間で結ばれる条約のことを何という
でしょう？
あるものと意外なものとを組み合わせることで閲覧者に驚きを与える絵画の手法のことを、「異郷に送
る」という意味のフランス語で何というでしょう？
昨年８月から参議院議長を務めている、福井県出身の政治家は誰でしょう？
クリスマスツリーにつける装飾のことを、「装飾品」という意味の英語で何というでしょう？
ヴェネツィアなどのアドリア海北部で定期的に発生する、海面が異常に上昇する現象のことをイタリア語
で何というでしょう？
戦争などの非常事態において発令される、軍隊に統治権を委ねる命令のことを何というでしょう？
５種類ある正多面体の頂点の数を合計すると何個になるでしょう？
和歌や俳句の題材を求めて外出したり旅をしたりすることを、漢字２文字で何というでしょう？【カナ解
答でも可】
声真似をすることで有名な鳥で、オウムは「オウム科」ですが、キュウカンチョウは何科でしょう？
ユリウス・カエサル暗殺の翌年に執政官を務めた古代ローマの政治家で、『ガリア戦記』の最終巻を執
筆したことで有名なのは誰でしょう？
トイレのドアなどに使われている、中央にあるボタンを押すことで鍵をかけられる錠を何というでしょう？
ペタンクにおいて、試合を行う競技場のことを何というでしょう？

