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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、数学において体積を意味するものはどれでしょう？
ことわざで、「三文の徳」と言われるものは何でしょう？
リンゴが木から落ちるのを見て万有引力を発見したと伝えられる、イギリスの物理学者は誰でしょう？
大相撲において、軍配を手に持ち、勝負の裁定を行う役職を何というでしょう？
95、XP、Vista、10 などのバージョンがリリースされた、Microsoft の OS シリーズは何でしょう？
ゲーム『スーパーマリオワールド』で初登場した、長い舌を持ち敵を食べてしまう、緑色の恐竜の名前は何で
しょう？
今年８月で発売から 60 年を迎える、日清食品が製造している世界初のインスタントラーメンは何でしょう？
発表当時は『詩人』と名付けられ、『地獄の門』という作品の一部分であった、オーギュスト・ロダンの有名な
ブロンズ像は何でしょう？
韓国の首都は「ソウル」ですが、北朝鮮の首都はどこでしょう？
童話『桃太郎』で、桃太郎が動物たちを家来にするために与えたものは何でしょう？
地球の大気には窒素、酸素に次いで３番目に多く含まれている、原子番号 18、記号 Ar の元素は何でしょ
う？【元素名での解答必須】
マフラーなどの端に付けられた房飾りのことを英語で何というでしょう？
人間の舌にはおよそ１万個ある、味を感じるための小器官を何というでしょう？
現在運航中のものでは、観光船・ガリンコ号や、南極観測船・しらせがある、頑丈なボディで水面に張った氷
を割りながら進むことができる船を「何船」というでしょう？
野球で、左右どちらの打席でもバッティングできる打者のことを「何ヒッター」というでしょう？
今年９月 16 日をもって芸能界を引退することを表明している、代表曲に『Don't wanna cry』や『CAN YOU
CELEBRATE？』などがある歌手は誰でしょう？
さすまたを図案化した地図記号は、何を意味しているでしょう？
視力検査で用いられるアルファベットの「C」のような環のことを、フランスの眼科医の名前から「何環」という
でしょう？
ポテトサラダやアイスクリームを丸く盛り付ける時に用いる専用の道具は何でしょう？
能の脇役を「ワキ」といいますが、狂言の脇役を何というでしょう？
ナポレオン１世、フランツ１世、アレクサンドル１世が参戦したため「三帝会戦」とも言われる、1805 年に起こっ
た戦いは「何の戦い」でしょう？
火山岩と深成岩のうち、等粒状組織を持つのはどちらでしょう？
書名、著者、発行年月日などが記載されている、本の巻末に設けられる部分を何というでしょう？
関東地方にある３つの国際旅客空港とは、羽田空港、成田空港と「何空港」でしょう？
陸上の短距離走で、クラウチングスタートを行う時に足をかける器具を何というでしょう？
サンスクリット語で「点」という意味がある、既婚の女性ヒンドゥー教徒が額に施す装飾を何というでしょう？
熱湯に手を入れ、火傷の有無によって有罪・無罪を決定する、古代日本の裁判は何でしょう？
轆轤(ろくろ)などを用いず、手だけで粘土を成形する技法を何というでしょう？
『バイプレイヤーズ』などのドラマに出演したほか、『ぐるぐるナインティナイン』においては「ゴチになります！」
のレギュラーとして活躍していた、今年２月に 66 歳で急死した俳優は誰でしょう？
実は商標名であるため、「アイラッシュ・カーラー」と呼ばれることもある、まつげを挟んで上向きへカールさせ
る道具は何でしょう？
自分の腕前を披露する晴れの場のことを、ある樹木の名前を用いて「何舞台」というでしょう？
夫・藤原兼家との結婚生活や、息子・藤原道綱の成長が記された、平安時代中期に成立した藤原道綱母の
日記文学は何でしょう？
特定の政党や候補者に有利となるように選挙区割りを行うことを、かつてのマサチューセッツ州知事にちな
んで何というでしょう？
日本語では「座金」という、ボルトとナットの間に挟み、ゆるみを防ぐ部品を何というでしょう？
鎌倉幕府の最初の将軍は「源頼朝」ですが、最後の将軍は誰でしょう？
異なる軌道を持つ宇宙船どうしが宇宙空間内で接近することを、「待ち合わせ」という意味のフランス語で何
というでしょう？
青森歩兵第五連隊の雪中遭難事故で知られる、青森県のほぼ中央にそびえる火山群は「何山」でしょう？
カースト制で最上位に位置した司祭階級のことを何というでしょう？
瀬戸大橋とは姉妹橋の関係にある、サンフランシスコ湾の入り口に架かる有名な橋は何でしょう？
高砂や佐藤錦などの品種がある果物は何でしょう？
外部の音を遮断できるため、よりクリアな音を楽しめる、耳に深く挿入して用いるイヤホンのことを、「外耳道」
という意味の英語から「何型イヤホン」というでしょう？
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商船学科を除き、高等専門学校の修学年数は何年間でしょう？
先月 19 日発表のバドミントン女子世界ランキングで１位に浮上し、日本人男女を通じて初めての世界ランク
１位となった選手は誰でしょう？
「臙脂紫(えんじむらさき)」から「春思(しゅんし)」まで６章立てとなっている、与謝野晶子の処女歌集は何でし
ょう？
庭木などの枝を切り取り、形を整える作業のことを、漢字２文字で何というでしょう？【カナ解答可】
発祥地であるアメリカの都市に由来する、両膝をつけたまま足を左右に跳ね上げる、ヒップホップダンスのス
テップを何というでしょう？
因幡の白兎を助けた逸話でも知られる、出雲大社では主神として祀られている日本神話の神は誰でしょ
う？
セルバンテスの小説『ドン・キホーテ』で、ドン・キホーテがまたがる痩せ馬の名前は何でしょう？
宝くじのビンゴ５は、毎週何曜日に抽選が行われるでしょう？
マッシュルームカット、黒縁のメガネ、赤い蝶ネクタイ、白いタンクトップの出で立ちで、あらゆる所から顔を出
すコントで知られるピン芸人は誰でしょう？
机の上に置かれたサイコロをカップですくい取った後、カップを振ってサイコロを積み上げる芸を何というでし
ょう？
先月１日から日本水泳連盟による表記も変更された、これまでの「シンクロナイズドスイミング」に代わる新しい
名称は何でしょう？
30 代にして四大少年誌すべてに連載を持ったことがある、代表作に『ライジングインパクト』や『七つの大罪』
などがある漫画家は誰でしょう？
ゾルゲ事件の際には適用が検討されたが見送られている、外国と通謀して日本に対して武力を行使させる
罪は「何罪」でしょう？
「１m2 の面が１ルーメンの光束で照らされた時の照度」と定義される SI 組立単位は何でしょう？【単位名での
解答必須】
アカデミー・フランセーズの設立者であり、1624 年から死ぬまでルイ 13 世の宰相を務めた人物は誰でしょ
う？
「超伝導体の内部には磁場が侵入しない」という効果のことを、発見した物理学者にちなんで「何効果」とい
うでしょう？
童謡『おもちゃのチャチャチャ』の歌詞で、なまりのへいたいが鳴らすラッパの音はどのような擬音語で表され
ているでしょう？
「枠組み壁工法」とも言われる、北米の木造住宅では最も一般的な住宅工法のことを、角材の断面のサイズ
から何というでしょう？
先月１日から、宇宙飛行士出身者として初めて JAXA の理事を務めている、宇宙空間の総滞在時間で日本
人最長となっている人物は誰でしょう？
ビリヤードのナインボールで、ミスすることなく最後までボールを取りきることを何というでしょう？
植物の「ヒマワリ」と「ワサビ」を漢字で書いた時、共通して使われる漢字は何でしょう？【漢字解答必須】
「良識はこの世で最も公平に分配されているものである」という有名な一文で始まる、懐疑を通じて真理に到
達するまでを述べた、ルネ・デカルトの著書は何でしょう？
来月５日に初のソロ写真集を発売する、欅坂 46 のキャプテンは誰でしょう？
スエズ運河によって地中海と結ばれている海はどこでしょう？
1954 年から 1957 年まで続いた日本の好景気を、「有史以来の好景気」ということから「何景気」というでしょ
う？
一般に「江戸三大祭り」と呼ばれるお祭りは、５月に行われる神田祭、６月に行われる山王祭と、８月に行われ
る「何祭」でしょう？
成人男性の平均体重に最も近く、「世界一選手層が厚い階級」といわれる、ボクシング 17 階級でちょうど真
ん中に位置する階級は「何級」でしょう？
食欲が旺盛な人のことを、「健」という字を用いた漢字３文字で何というでしょう？【カナ解答可】
全域が愛媛県伊方町に属し、「日本一細長い半島」とも言われる、愛媛県西部から突き出た半島は「何半
島」でしょう？
ポルトガル語で「異教徒」という意味の言葉に由来する、頭に白い模様があるペンギンは「何ペンギン」でしょ
う？
フランスの生理学者シャルル・リシェが造語した、霊体の体から放出され、心霊現象を起こすとされる正体不
明の物質を何というでしょう？
『JFK』、『ニクソン』、『ブッシュ』という、アメリカ大統領を題材とした映画を手掛けた監督は誰でしょう？
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63 歳での受賞は黒田夏子(くろだ・なつこ)に次いで高齢である、今年１月、第 158 回芥川賞を『おらおらで
ひとりいぐも』で受賞した作家は誰でしょう？
2010 年の第１回はルイス・ニーレンバーグが受賞した、フィールズ賞、ネヴァンリンナ賞、ガウス賞とともに国
際数学者会議で受賞者が決定する賞は「何賞」でしょう？
ボウリングで、倒れたピンを奥へと押し込むバーのことを何というでしょう？
今年、上半期の EU 議長国は「ブルガリア」ですが、下半期の EU 議長国はどこでしょう？
人形などが吊り下げられており、回転させるとオルゴールの音色が響く、赤ちゃんをあやしたり寝付かせたり
する時に使われるベビー用品は何でしょう？
「９の二重階乗」はいくつでしょう？
現在、日本で唯一刑務所が存在しない都道府県はどこでしょう？
周波数に反比例して強度が弱くなる雑音のことを、ある色を用いて「何ノイズ」というでしょう？
中央労働委員会が扱う労働争議の３種類の調整とは、あっせん、調停と何でしょう？
トレーディングカードゲームにおいて、ゲームバランスの適正化などを目的に、既に販売されているカードのテ
キストを書き換えることを、「誤植」という意味の英語にちなんで何というでしょう？
エッセイ集『ぼくがカンガルーに出会ったころ』も有名な、カート・ヴォネガットやフィリップ・Ｋ・ディック、ウィリア
ム・ギブスンなどの SF 作品を翻訳した業績で知られる翻訳家で、そのペンネームはアーサー・C・クラークに
由来しているのは誰でしょう？
キャビアが採れるチョウザメは「チョウザメ科」に属していますが、畑のキャビアこととんぶりが採れるホウキギ
は何科に属しているでしょう？
イタリア語で「明るい」と「暗い」という意味の言葉を合成したものである、明暗の対比によって立体感を出す
絵画技法を何というでしょう？
代数学の書物『知恵の砥石』の中で、等号を意味する「＝」を初めて用いた、ウェールズの数学者は誰でしょ
う？
1842 年から、従来のオランダ風説書に加えて提出させた、オランダ商館長がまとめた報告書を何というでし
ょう？
ボルダリングで、初見で完登を目指すことを「オンサイト」というのに対し、誰かの登りを見た後で完登を目指
すことを何というでしょう？
角切りにした魚をレモン汁や香辛料とともに漬け込んだ、マリネに似たペルーの郷土料理は何でしょう？
国民栄誉賞を受け取った人物としては最も若い、2011 年の FIFA 女子ワールドカップ日本代表の最年少本
登録選手は誰でしょう？
チェルノブイリ原発事故の処理作業に従事した人たちのことを、「後始末をする人」という意味のロシア語で
何というでしょう？
今年２月に 82 歳で亡くなった、声優事務所・青二プロダクションの設立者であり、亡くなるまで会長を務めて
いた人物は誰でしょう？
東京～博多間を 17 時間 30 分かけて結んでいた、1956 年に運行を開始した日本初の寝台特急列車は何
でしょう？
慶弔用のものを除き、現在、日本郵便が発行している普通切手の額面をすべて合計すると何円になるでし
ょう？
『縛られたプロメテウス』を書いたのは「アイスキュロス」ですが、それを下敷きに『鎖を解かれたプロメテウス』
を書いた、イギリスの劇作家は誰でしょう？
アルファベット２文字で「v.v.」と略される、「逆もまた同様」という意味の熟語は何でしょう？【カナ解答可】
フランスにある５つの海外地域圏とは、マヨット、レユニオン、マルティニーク、フランス領ギアナとどこでしょ
う？
「建武」の次に来る元号で、南朝では「延元」ですが、北朝では何でしょう？
2006 年３月 21 日、twitter に「just setting up my twttr」と投稿し、これが世界初のツイートとなった、
Twitter の共同創業者の１人は誰でしょう？

