
STU 
the third 

~Sugoi Taisaku of Ultimate-battle~ 

1R 100 問ペーパークイズ 
 

 

 

 

 100問出題のペーパークイズ(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。 

 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)。 

 スポーツなどのチームにおいては、地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。 

 カンニングは一切禁止。発覚した場合、主催者に篠田麻里子と桜稲垣早希の写真集を自腹でプレゼントしたうえ

で退場となる。 

 

 

 

 



1. アルファベットの「A」「B」「C」のうち、人間の血液型に存在しないのはどれでしょう？ 

2. 来年、夏のオリンピックが開催される都市はどこでしょう？ 

3. アメリカ大統領官邸のことを、ある色を用いて何というでしょう？ 

4. 形がある動物に似ていることから名付けられた、パソコンのカーソルを動かす道具を何というでしょう？ 

5. バレンタインデーに、女の子が男の子に渡すお菓子といえば何でしょう？ 

6. 寿司屋では「お茶」のこと、すごろくでは「ゴール」のことを指す言葉は何でしょう？ 

7. プランクトンが繁殖しやすいため良い漁場となることが多い、暖流と寒流がぶつかる場所のことを何とい

うでしょう？ 

8. ラテン語で「知恵のある人」という意味がある、ヒトの学名は何でしょう？ 

9. 「30」にある正の約数は全部でいくつでしょう？ 

10. 昨年９月、シングル『GENIE』で日本デビューした、テヨン、ジェシカ、サニーら９人から成る韓国の音

楽ユニットは何でしょう？ 

11. スキーにおいて、バランスを取ったり速度を調節したりするときに用いる杖のことをドイツ語で何という

でしょう？ 

12. 黒、柿色、萌葱色の３色の縦縞模様が一般的である、歌舞伎の舞台における引き幕のことを何というでし

ょう？ 

13. イタリアにあるサンタ・マリア・デッレ・グラツィエ修道院の壁画として描かれた、イエス・キリストが

弟子たちと食事をしている様子を描いたレオナルド・ダ・ヴィンチの絵画は何でしょう？ 

14. 1206 年、モンゴル帝国を建国し初代皇帝となった人物は誮でしょう？ 

15. 「少しの努力で大きな利益を得ること」を、ことわざで「濡れ手で何」というでしょう？ 

16. 虎に変身した中国の役人・李徴を主人公する、中島敦の小説は何でしょう？ 

17. 従来の医薬品よりも安価であるという特徴がある、特許権が消滅した後に製造された医薬品のことを「何

医薬品」というでしょう 

18. 元々は「人間が１日に消費する大麦の量」を基準としている、ボウリング球の重さなどを表すときに用い

られる質量の単位は何でしょう？ 

19. チェスにおける初期配置で、盤の四隅に置かれているコマは何でしょう？ 

20. 昨シーズンの日本プロ野球で、史上初となるリーグ３位からの日本一を達成したチームは何でしょう？ 

21. 海王星の最大衛星にも名を残す、ポセイドンとアムピトリテの間に生まれたギリシア神話の海の神は誮で

しょう？ 

22. 落語において、落語家が高座に上がるときに流される音楽のことを何というでしょう？ 

23. ビタミン B１は、水溶性ビタミン、脂溶性ビタミンのどちらでしょう？ 

24. 1854 年から 1856 年まで続き、フランス、イギリスなど４ヶ国の同盟軍とロシア帝国が戦った、フローレ

ンス・ナイチンゲールが活躍したことで知られる戦争は何でしょう？ 

25. 相撲で、相手を土俵際まで追い詰めながら、自分が相手より先に土俵を踏み越してしまうことを何という

でしょう？ 

26. 1950 年代、「三種の神器」と呼ばれた３つの家電製品とは、白黒テレビ、冷蔵庨と何でしょう？ 

27. 現在発行されている 1000 クローネ紙幣に肖像が描かれている、代表作に『マドンナ』や『叫び』などが

あるノルウェーの画家は誮でしょう？ 

28. 東南アジアなどで吹く、季節によって風向きが変わる風のことをアラビア語で何というでしょう？ 

29. 今年、テレビ放送が地上デジタル放送に完全移行するのは何月何日からでしょう？ 

30. ヒロインのファッションデザイナー・小篠綾子を尾野真千子(おの・まちこ)が演じる、今年 10 月から放

送予定の『NHK 朝の連続テレビ小説』のタイトルは何でしょう？ 

31. サッカーにおいてフリーキックやコーナーキックのように、ボールを止めた状態から行うプレイのことを

何というでしょう？ 

32. 鎌倉幕府の初代将軍は源頼朝ですが、初代執権は誮でしょう？ 

33. 中国・春秋時代の人物が「空が崩れてくるのではないか」と心配していたことに由来する、「無用な心配

をすること」を指す敀事成語は何でしょう？ 

34. 彼の忌日は「木堂忌」と呼ばれている、1932 年に起こった五・一五事件で暗殺された当時の内閣総理大

臣は誮でしょう？ 

35. 最高峰は標高 1624m のフェンガリ山である、1863 年、有名なニケ像が発見されたことで知られるギリシ

ア領の島はどこでしょう？ 

36. 港南学園高等部に通う女子高生・小松崎海を主人公とする佐山哲郎(さやま・てつろう)原作、高橋千鶴(た

かはし・ちづる)作画の漫画で、今年７月にはスタジオジブリによって映画化されるのは何でしょう？ 



37. 現在命名されている元素をあいうえお順に並べたとき、最初にくるのはアインスタイニウムですが、最後

にくるのは何でしょう？【元素記号での解答は丌正解】 

38. 書物の始めに記される文章を序文というのに対し、終わりに記される文章を何というでしょう？ 

39. ウィリアム・シェイクスピアの戯曲『真夏の夜の夢』に登場する、媚薬を塗り間違えて関係をこじらせて

しまう妖精の名前は何でしょう？ 

40. 弟子が師匠よりも優れていることを、ある植物を用いて「何の誉れ」というでしょう？ 

41. 一般的に「ヴァイオリンの三大名器」と呼ばれるのは、ストラディバリ、アマティと何でしょう？ 

42. 野菜の「ゴボウ」と動物の「カタツムリ」を漢字で書いたとき、共通して使われる漢字は何でしょう？【漢

字解答のみ可】 

43. 童謡『早春賦』の１番の歌詞で、「谷にいる」と歌われている鳥は何でしょう？ 

44. 現在の最高裁判所にあたる、大日本帝国憲法下における司法機関は何でしょう？ 

45. 1909 年、「触媒作用などの研究」によりノーベル化学賞を受賞した、硝酸の工業的製法にも名を残すド

イツの科学者は誮でしょう？ 

46. ダッフルコートに付けられている、浮き木型の留め具を何というでしょう？ 

47. 現在までに発表された AKB48 のシングルの中でミリオンセラーを達成したのは、『Beginner』、『桜の

木になろう』と何でしょう？ 

48. 雨のしずくを受けるために軒下に置かれる石畳のことを何というでしょう？ 

49. 膝の後ろにあるくぼんだ部分のことを何というでしょう？ 

50. その作中に登場する「クラムボン」が何であるかは未だに論争となっている、宮沢賢治の童話は何でしょ

う？ 

51. 剣道の際に選手が着ける４つの防具とは、面、胴、小手と何でしょう？ 

52. 1535 年、ヘンリー8 世に反抗したとして処刑された、著書『ユートピア』で知られるイギリスの思想家

は誮でしょう？ 

53. アフリカの国の中で、唯一人口が１億人を超えているのはどこでしょう？  

54. 農林水産省が「果実的野菜」と指定している野菜は、スイカ、メロンと何でしょう？ 

55. 昨年５月には母国・フィリピンの下院議員に当選し、11 月にはオスカー・デ・ラ・ホーヤに次ぐ世界６

階級制覇を達成したプロボクサーは誮でしょう？ 

56. 魚のタラはタラ科ですが、植物のタラノキは何科でしょう？ 

57. お笑いユニットのしずる、森三中、フルーツポンチのメンバーに共通する苗字は何でしょう？ 

58. 1862 年、尊王攘夷派の水戸浪士６人が安藤信正を襲撃し負傷させた事件のことを、舞台となった場所か

ら「何の変」というでしょう？ 

59. 昨年９月、丌良資産処理に伴う債務超過によって経営破綻し、ペイオフ制度が初めて発動された銀行は何

でしょう？ 

60. 「銀河が我々から遠ざかる速度は、その銀河までの距離に比例する」という法則を、提唱したアメリカの

天文学者から「何の法則」というでしょう？ 

61. 自ら作った人形に恋をした人物に由来する、人形に恋をするコンプレックスのことを「何コンプレックス」

というでしょう？ 

62. 「こうなんく」と読まれる区で、港南区があるのは横浜市ですが、江南区がある政令指定都市はどこでし

ょう？ 

63. 今年生誕 100 周年を迎える、代表曲に『酒は涙か溜息か』や『青い山脈』などがある日本の歌手で、1992

年には国民栄誉賞を受賞したのは誮でしょう？ 

64. ルイーザ・メイ・オルコットの小説『若草物語』で、ヒロインである四姉妹のファミリーネームは何でし

ょう？ 

65. 海に面している都道府県の中で、唯一自然の島が存在しないのはどこでしょう？ 

66. 防虫剤の「ムシューダ」、消臭剤の「消臭力」や「消臭プラグ」などを販売している企業は何でしょう？ 

67. 2002 年、『密室の鍵貸します』でデビューした日本の作家で、今年の「本屋大賞」を『謎解きはディナ

ーのあとで』で受賞したのは誮でしょう？ 

68. 日本の中央省庁の中で、唯一「庁令」を発することができるのは何庁でしょう？ 

69. 水球において、プールの深さは何 m 以上でなければならないと定められているでしょう？ 

70. 漢字では「蹲踞」と書く、茶室に入る前、手を清めるために置かれる鉢を何というでしょう？【漢字の解

答は丌正解】 

71. コックを開け閉めすることで、必要な分だけ気体を発生させることができる実験装置を、発明したオラン

ダの化学者の名前から「何の装置」というでしょう？ 



72. 世界で唯一２ヶ国の首都が置かれている、東側をドミニカ共和国、西側をハイチが領有している島は何で

しょう？ 

73. 作品を展示した空間と一体化させ、空間全体を作品としてしまう美術の表現手法を何というでしょう？ 

74. 昨シーズンの F１グランプリにおいて、史上最年少の 23 歳 134 日で総合優勝を果たしたドイツの F１ド

ライバーは誮でしょう？ 

75. 力学において考えられる、大きさや質量を持ち、いかなる力を加えても変形しない物体のことを何という

でしょう？ 

76. ジョルジュ・ビゼーのオペラ『カルメン』で、カルメンに復縁を迫り、彼女を刺殺してしまう兵士の名前

は何でしょう？ 

77. 道路交通法による自動車の交通違反で、酒酔い運転は違反点数が何点加えられるでしょう？ 

78. カタクチイワシの稚魚を細かい網の上で干し、薄い板状に加工した食品のことを何というでしょう？ 

79. ノーベル賞６部門の中で、賞の創設以来「受賞者なし」の年が最も多かったのは何賞でしょう？ 

80. 見切りをつけられ、採算を度外視した価格で投げ売りにされる本のことを何というでしょう？ 

81. 今年２月、樋口久子(ひぐち・ひさこ)の後任として日本女子ゴルフ協会第６代会長に就任した人物は誮で

しょう？ 

82. 伊勢市南部に端を発し伊勢湾に注ぐ全長 16km の川で、伊勢神宮の境内を流れていることで有名なのは何

でしょう？ 

83. 国際連合にある３つの理事会とは、安全保障理事会、経済社会理事会と何でしょう？ 

84. 古代ノルド語で「オーディンの馬」という意味があり、北欧神話に登場する九つの世界を体現していると

される大木のことを何というでしょう？ 

85. 火山活動が活発化しており、新たな海洋プレートが生成されている海底山脈のことを漢字２文字で何とい

うでしょう？ 

86. ケヤキを都道府県の木に指定しているのは、宮城県、福島県とどこでしょう？ 

87. 日本国憲法において、「第９章 改正」を構成する唯一の条文は第何条でしょう？ 

88. イタリアの首都・ローマが位置する州は何州でしょう？ 

89. 『源氏物語』などの絵巻物で見られる、建物の屋根を省略して室内を描く技法のことを何というでしょ

う？ 

90. 2004 年から昨年までは JR 東海の社長を務めていた、今年１月から新たに NHK の会長に就任した人物は

誮でしょう？ 

91. 弱い者が身の程を考えずに強敵に立ち向かうことを、ことわざで「竜のひげを何が狙う」というでしょう？ 

92. 日本の郵便制度で、定形郵便の重さは 50g までですが、定形外郵便は何 g まででしょう？ 

93. 1917 年にイギリスが表明した、イギリス政府がパレスチナにおけるユダヤ人の民族的郷土設立を約束し

た宣言のことを、当時の外務大臣の名前から何というでしょう？ 

94. オーストラリア中東部にあるものが有名な、井戸を掘るとポンプで汲み上げなくても自ずと水が湧いてく

る盆地状の地域のことを何というでしょう？ 

95. 近年の DNA 解析の結果により、アフリカゾウが２種類に分類されることになりましたが、それはサバン

ナゾウと何でしょう？ 

96. ヘブライ語で「教訓」という意味があり、ユダヤ教において聖書に次いで重要視される、全６部から成る

経典は何でしょう？ 

97. 現在のドイツの首相はアンゲラ・メルケルですが、大統領は誮でしょう？ 

98. 今年は西暦で表すと 2011 年ですが、皇紀で表すと何年でしょう？ 

99. 馬術競技日本代表としてミュンヘン、モントリオールオリンピックへの出場経験もある、現在の JOC 会

長は誮でしょう？ 

100. 日本語では「女像柱」といわれ、ギリシア建築などに見られる、女性の形を模した柱のことを何というで

しょう？ 
 


