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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 88 名が２Round に進出する。うち、最上位の４名は３Round へ進出する。
順位に応じ、２Round においてローリングの席が決定する。
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、即刻退場を申しわたす。
さらに、以降の VWX 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。また、
VWX の費用を永遠に負担してもらう。
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「V」、「W」、「X」のうち、ローマ数字に使われていないのはどれでしょう？
空気中に最も多く含まれている、原子番号７、元素記号「N」の元素は何でしょう？
大相撲で、力士が土俵入りの際にまく調味料は何でしょう？
「価値の分からない人に貴重なものを与えても何の役にも立たない」ということを、「猫に何」というでしょう？
「天才は１％のひらめきと 99％の努力である」の名言を残した、蓄音機や白熱電球などを発明したアメリカ人
発明家は誰でしょう？
1560 年、およそ 3000 人ほどの軍勢を率いた織田信長が、10 倍ほどの軍勢を率いていた今川義元を討ち取
った戦いを、舞台となった場所から「何の戦い」というでしょう？
稗田阿礼が暗誦し、太安万侶が書き取ったとされる、712 年に元明天皇へ献上された、現存する日本初の
歴史書は何でしょう？
1928 年にアレクサンダー・フレミングが青カビから発見した、世界初の抗生物質は何でしょう？
生け花で使われる、多数の針を上向きに取り付けた花留めを何というでしょう？
底面が一辺３cm の正方形で、高さが５cm である四角柱の体積は何 cm3 でしょう？
かつて、南部は加賀国、北部は能登国であった都道府県はどこでしょう？
和名を「ベニヅル」という、体温の低下を防止するため水辺では片足で立つ習性で知られる鳥は何でしょ
う？
1960 年の第 11 回国際度量衡総会で導入が決議された、「10 のマイナス６乗」を意味する SI 接頭辞は何で
しょう？【記号での解答は不可】
箱根七福神の入れ子人形が元になったという説がある、大きな人形の中に小さな人形が次々に入ったロシ
アの民芸品は何でしょう？
頭脳戦が展開されることから「氷上のチェス」と呼ばれるスポーツは何でしょう？
本名を平井太郎という、代表作『D 坂の殺人事件』で名探偵・明智小五郎を生み出した作家は誰でしょう？
ガリレオ衛星は、太陽系にある何という惑星の周りを回っているでしょう？
テレビやラジオで、スポンサーや出演者の名前がタイトルに入っている番組のことを「何番組」というでしょ
う？
中心は共有しているが、半径が異なる円のことを何というでしょう？
そのタイトルには「さようなら、あなた」という意味がある、リリウオカラニが作詞・作曲した、ハワイを代表する
歌は何でしょう？
古代中国では祆教(けんきょう)と言われ、火を神聖視するため拝火教とも言われる宗教は何でしょう？
ピンキーリングは、何指にはめる指輪でしょう？
漫画において、１つのコマが２ページにわたること、またはそのような手法で描かれた絵のことを何というでし
ょう？
演劇の台本でセリフの間に書き込まれる、俳優の動きや照明などの演出を説明する文章のことを何というで
しょう？
借金などがどんどん積み重なっていくことを、冬の風物詩にたとえて「何式」というでしょう？
朝鮮の古武術と日本の松涛館空手を元に、チェ・ホンヒによって命名された、多彩な蹴り技が特徴的な韓国
の格闘技は何でしょう？
遠近法で絵画を描く時、平行でない線が収束していく点を「何点」というでしょう？
天気図を大きく２つに分けると、地表付近を示した「地上天気図」と、より上空を示した「何天気図」でしょう？
全裸にお盆を持った「絶対見せない de SHOW」のネタを披露し、今年２月に行われた『R-1 ぐらんぷり 2017』
で優勝したピン芸人は誰でしょう？
主に榎や松が植えられていた、主要な街道におよそ４km ごとに築かれた路程標のことを何というでしょう？
スタンダード、ティアドロップ、カイトなどの形状がある、チップ、バレル、シャフトとともにダーツの矢を構成す
る部品は何でしょう？
ルイーザ・メイ・オルコットの小説『若草物語』で、ヒロイン四姉妹のファミリーネームは何でしょう？
世界最南端の都市・ウシュアイアが位置している、チリとアルゼンチンが領有する島は「何島」でしょう？
都道府県知事の被選挙権は満何歳以上でしょう？
アンデルセン童話『親指姫』で、親指姫は何の花から生まれたでしょう？
セカンドラインの「miu miu」も有名なファッションブランドは何でしょう？
「矛盾」の故事成語で、矛と盾を売っていたのはどこの国の商人でしょう？
19 世紀後半からドイツが推進した「３B 政策」が表している都市とは、ベルリン、ビザンティウムとどこでしょ
う？
永世棋聖の資格を有する、今年２月から日本将棋連盟会長を務めている棋士は誰でしょう？
直前まで行き先を告げられない団体旅行のことを、「何ツアー」というでしょう？
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バルリム、アニリ、チャンを三大要素とする、歌い手と太鼓演奏者が組になって演じられる、朝鮮の伝統芸能
は何でしょう？
スト破りを防止するための予防線を「何ライン」というでしょう？
ルイス・ハミルトンを５ポイント差で振り切り、昨年の F１ワールドグランプリでドライバーズチャンピオンに輝いた
ドライバーは誰でしょう？
ケッペンの気候区分において乾燥帯の気候を大きく２つに分けると、砂漠気候と「何気候」でしょう？
1973 年に JR 柏駅東口に作られたものが日本初である、歩車分離の観点から高架になるように設けた歩行
者専用道のことを英語で何というでしょう？
ヘンリー・アーネスト・デュードニーが発表した「SEND＋MORE＝MONEY」が有名な、０～９までの数字が別の
文字に置き換えられた数式パズルは何でしょう？
庁舎の形から「ペンタゴン」と呼ばれるアメリカの中央省庁は何でしょう？
人体では最も硬い、歯の最も表側を覆っている組織を何というでしょう？
第１部「顕(あらわ)れるイデア編」と第２部「遷(うつ)ろうメタファー編」から構成される、今年２月に刊行された
村上春樹(むらかみ・はるき)の最新小説は何でしょう？
お笑いコンビ・ジョイマンの２人とは中学校の同級生であった、代表曲に『70 億のピース』や『ひまわりの約束』
などがある歌手は誰でしょう？
ボウリングのボールにおいて、中指穴と薬指穴との間隔のことを何というでしょう？
気体定数をアボガドロ数で割って求められ、およそ 1.38×10-23 ジュール毎ケルビンの値を持つ、ある物理学
者にちなんだ熱力学の基礎定数を「何定数」というでしょう？
北回帰線と南回帰線のうち、日本において「冬至線」と言われるのはどちらでしょう？
火災により室内に一酸化炭素が溜まった状態でドアなどを開けることにより、急激に酸素が流れ込んで爆発
を引き起こすことを「何現象」というでしょう？
今年は皇紀何年に当たるでしょう？
俗に「目の下一尺が美味しい」と言われる魚は何でしょう？
書物の最初に記載される文章を「序文」というのに対し、最後に記載される文章を、同じく「文」を使った漢字
２文字で何というでしょう？【カナ解答可】
法定刑が死刑のみである、外国と通謀して日本に対して武力を行使させる罪を「何罪」というでしょう？
1930 年に東京都墨田区で創業された、「アスパラガスビスケット」や「たべっ子どうぶつ」を看板商品とするお
菓子メーカーは何でしょう？
短い言葉で相手の急所を突くことを「『何』人を刺す」というでしょう？
イタリア語で「歩くような速さで」という意味がある、アダージョとモデラートの中間的な速さで演奏することを
意味する音楽の速度記号は何でしょう？
星図『天球図譜』を著したことでも有名な、1675 年にグリニッジ天文台の初代台長に就任した天文学者は誰
でしょう？
TOEIC と TOEFL iBT でともに満点を取った場合、累計点数は何点でしょう？
オーストラリア大陸の最高峰であるが、七大陸最高峰の中では最も標高が低い、標高 2228m の山は何でし
ょう？
俵万智(たわら・まち)の第一歌集は何でしょう？
ヤマタノオロチの生贄にされそうになっていたがスサノオノミコトによって救われ、彼の妻となった日本神話の
女神は誰でしょう？
紅白戦などで目にする、チームを区別するためにユニフォームの上から着るベストのようなものを、「よだれか
け」という意味の英語で何というでしょう？
童謡『山口さんちのツトム君』で、「お庭で雨にぬれていた」と歌われているのは、大事にしていた「何」でしょ
う？
第 114 代ポルトガル首相などを歴任し、今年１月から第９代国連事務総長を務めている政治家は誰でしょ
う？
日本語では「郷紳」という、貴族とヨーマンの中間に位置した、15～16 世紀イギリスにおける社会階層を何と
いうでしょう？
「幸福をかき集める」ということから、酉の市で縁起物として売られるものは何でしょう？
精錬した金属を鋳型にはめて一定の大きさに固化させた塊のことを、「地金」という意味の英語で何というで
しょう？
常設のコレクションを有さず、企画展示に特化した美術館のことをドイツ語で何というでしょう？
初めて発行された１万円札では透かしにデザインされていた、法隆寺にある八角堂は何でしょう？
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釈迢空(しゃく・ちょうくう)の筆名で歌人としても活動していた、時を定めて他界からやって来る霊的存在を
「マレビト」と名付けた民族学者は誰でしょう？
静岡県南伊豆町に位置する、伊豆半島の最南端にある岬は何でしょう？
大腸菌のように、棒状や円筒状をしている細菌のことを総称して何というでしょう？
今年７月、世界水泳が開催される都市はどこでしょう？
新人デザイナーの登竜門であり、「ファッション界の芥川賞」と呼ばれる、ある雑誌の創刊 20 周年に当たる
1956 年に創設された賞は何でしょう？
作家志望のトレープレフや恋人のニーナなどの愛憎が絡み合う、アントン・チェーホフの四大戯曲では最初
に書かれた作品は何でしょう？
キプチャク=ハン国によるロシア支配をたとえる言葉にも用いられる、横に並んだ牛や馬の動きを制限するた
めに用いる木製の道具を何というでしょう？
ハンドボール日本代表の愛称で、男子は「ムササビジャパン」ですが、女子は「何ジャパン」でしょう？
故郷・豊川市の「とよかわ広報大使」に選ばれている、『愛のむきだし』、『恋の罪』、『冷たい熱帯魚』などでメ
ガホンを取った映画監督は誰でしょう？
弥生土器の流れを汲み、平安時代まで作られていた、比較的低温で焼かれ、赤褐色をした素焼きの土器を
何というでしょう？
中国の省で唯一、マカオと香港の両方に隣接しているのはどこでしょう？
現在は栃木県高根沢町にある、皇室で使う農産物を生産している宮内庁管轄の牧場を「何牧場」というでし
ょう？
先月４日、JR の廃止路線として初めての復活営業を果たした、広島市内を走る路線は何でしょう？
恐ろしくて震えることを意味する「おののく」と、風に揺れることを意味する「そよぐ」を漢字で書いた時に共通
する１文字は何でしょう？【漢字解答必須】
家の間取りで書かれる「MBR」とは、何を意味しているでしょう？
ベルリンオリンピック・男子棒高跳びにおいて大江季男と２・３位を分け合い、お互いのメダルを分割して「友
情のメダル」を作ったエピソードで名高い、同競技の日本人銀メダリストは誰でしょう？
ツクシは何科の植物でしょう？
スペイン人によるインディオの不当な扱いを見てエンコミエンダ制廃止を訴えた、『インディアスの破壊につい
ての簡潔な報告』を著したことでも有名な宣教師は誰でしょう？
『ピタゴラスイッチ』におけるピタゴラ装置のように、「普通なら簡単に行えることに対して、あえて手の込んだ
からくりを多数用いて手順を踏ませる装置」のことを、アメリカ人漫画家の名を取って「何マシン」というでしょ
う？
ギリシア語で「行き詰まり」という意味がある、解決の糸口が見えない哲学的難題のことを何というでしょう？
NTT が提供するシャープダイヤルで、警察の相談ダイヤルは「#9110」ですが、救急の相談ダイヤルは「#いく
つ」でしょう？
Microsoft Excel において、「ある数の階乗を求める」ことを意味する関数は何でしょう？【カナ解答可】
ラファエル・アランダ、カルメ・ピジェム、ラモン・ヴィラルタの３名が共同主宰する建築事務所で、先月１日に
プリツカー賞の受賞が決まったのは何でしょう？
鳥取県において、４つの市に次いで人口が多い町はどこでしょう？
2005 年２月 15 日にジョード・カリムが投稿した、初めて Youtube にアップロードされた動画のタイトルは何で
しょう？
現在発行されている収入印紙を全種類１枚ずつ購入すると、合計で何円になるでしょう？

