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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 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、差がつ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、スタッフによる抽選を実施する。
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、以降の STU や stu 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。さらに、STU の費用を永遠に負担してもらう。
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ここは鹿骨区民館(ししぼねくみんかん)ですが、「s」、「t」、「u」のうち、「鹿骨」をローマ字で表記した時に使わ
れるものはどれでしょう？
父であるクロノスを討ち取って世界の支配者となった、ギリシア神話の最高神は誰でしょう？
群馬県の「水沢」、秋田県の「稲庭」、香川県の「讃岐」などが有名な麺類は何でしょう？
日本の自衛隊を大きく３つの組織に分けると、陸上自衛隊、海上自衛隊と「何自衛隊」でしょう？
チグリス川とユーフラテス川の間に興ったため、ギリシア語で「二つの川の間」という意味がある、世界四大文
明の１つは「何文明」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？
アフリカ大陸の３分の１近くを占める、世界最大の砂漠は「何砂漠」でしょう？
表ソフト、裏ソフト、粒高などの種類がある、卓球のラケットの表面に貼るものは何でしょう？
チュッパチャプスのロゴをデザインしたことでも知られる、『内乱の予感』や『記憶の固執』などの代表作を残した
画家は誰でしょう？
正八角形における１つの内角は何度でしょう？
先月、16 歳２ヶ月の史上最年少で第 49 期新人王戦を制した将棋棋士は誰でしょう？
京都三大祭とは、葵祭、祇園祭と「何祭」でしょう？
ヤマハのロゴには３つ描かれている、先端が二股に分かれ、特定の高さの音を発する器具は何でしょう？
新美南吉の児童文学『ごん狐』で、ごんを撃ち殺してしまう人物の名前は何でしょう？
地方公共団体が自治権に基づき、法令の範囲内で制定する独自の法規のことを漢字２文字で何というでしょ
う？【カナ解答可】
サインには「賃走」と表示される、タクシーがお客を乗せていることを、「空車」に対して何というでしょう？
コンピューターの基本ソフト「OS」とは、何という言葉の略でしょう？【カナ解答可】
受賞者には蓄音機型のトロフィーが贈られる、アメリカ芸術科学アカデミーが主催し、音楽業界の発展に貢献し
た人に与えられる賞は「何賞」でしょう？
日本においては、今年は１月 31 日と７月 28 日の２度観測された、月がすっぽりと隠れる月食のことを「何月
食」というでしょう？
裏地のない和服を「単(ひとえ)」と言いますが、裏地のある和服を何というでしょう？
リーズ大学のモーガンとアダムソンによって考案された、複数の運動を組み合わせ、一連の流れの中で反復す
るトレーニング法を「何トレーニング」というでしょう？
絶壁にしがみつく樹木を模し、生命力の強さを表現している、盆栽において、茎や枝が根っこよりも下に垂れた
樹形を何というでしょう？
普通、都市ガスや水道の使用量に用いられている単位は何でしょう？【記号での解答不可】
日本で原動機付自転車免許を取得できるのは「何歳以上」の人でしょう？
社交ダンスにおいて、右回りのターンを「ナチュラルターン」といいますが、左回りのターンを「何ターン」というで
しょう？
先月 14 日の対東京ヤクルトスワローズ戦で、史上初めてクライマックスシリーズでノーヒットノーランを達成し
た、読売ジャイアンツのピッチャーは誰でしょう？
建物の敷地面積に対する建築面積のことを「何率」というでしょう？
古本屋などで安く仕入れた本を高値で転売し、差額を儲けとすることを何というでしょう？
山里亮太(やまさと・りょうた)と山崎静代(やまさき・しずよ)から成るお笑いコンビは何でしょう？
コンロの火加減で、弱火よりもさらに弱いもののことを何というでしょう？
わらべ歌『ずいずいずっころばし』の歌詞に唯一登場する動物は何でしょう？
法律により利息をつけることが禁じられている、小切手や手形の決済に特化した預金口座のことを「何預金」と
いうでしょう？
「あずかりもうす」という意味がある、成人後の天皇を助け、政務を司った役職を何というでしょう？
第１宇宙速度、第２宇宙速度、第３宇宙速度のうち、「脱出速度」とも言われるのはどれでしょう？
今年８月、実写映画第２作『掟は破るためにこそある』が公開された、侍の坂田銀時を主人公とする空知英秋
(そらち・ひであき)の漫画は何でしょう？
先端を凶の方角に向けて飾っておく風習がある、正月に神社などで売られている、矢の形をした縁起物は何
でしょう？
成田空港へ向かう特急列車「スカイライナー」を運行している私鉄企業はどこでしょう？
『ガラス玉演戯』、『少年の日の思い出』、『車輪の下』などの代表作があるドイツ出身の小説家は誰でしょう？
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第１走者から順に 100m、200m、300m、400m を走るリレー競走のことを、ある国の名前を用いて「何リレー」と
いうでしょう？
フォークリフトで運ばれた商品がパレットに乗ったまま売られている光景で知られる、アメリカ発祥の会員制スー
パーマーケットチェーンは何でしょう？
元々は「互いに相手の手の甲をつねりながら手を重ねていく子供の遊び」を言った、「同じようなことが繰り返さ
れ、決着がつかないこと」を指す言葉は何でしょう？
来年放送されるテレビ朝日系列のドラマ『白い巨塔』で、主人公・財前五郎を演じる人物は誰でしょう？
和名を「ムラサキハシドイ」という、「５月下旬頃の北海道で見られる一時的な寒さ」を表す言葉にも使われてい
る植物は何でしょう？
歌集『類聚歌林』の著者と目されている、代表作に『子等を思ふ歌』や『貧窮問答歌』がある奈良時代の歌人は
誰でしょう？
「アボミ」や「赤センマイ」とも言われる、牛の４番目の胃を何というでしょう？
地方巡業の余興として見ることができる、禁じ手などを面白おかしく取り上げた相撲の取り組みを何というでし
ょう？
現存するものは 1345 年に再建されたものである、イタリア語で「古い橋」という意味がある、アルノ川に架けら
れた橋は何でしょう？
森繁久彌の当たり役として知られる、ミュージカル『屋根の上のバイオリン弾き』の主人公である牛乳屋の名前
は何でしょう？
日立製作所の社長や日本電機工業会の会長を経て、今年５月から経団連の会長を務めている人物は誰でし
ょう？
「白峯」から「貧福論」までの９篇から成る、上田秋成の読本は何でしょう？
ミレニアム懸賞問題の発表を行ったことで知られる、アメリカのケンブリッジに本部を置く研究所は何でしょう？
この結果、北条氏の独裁体制が確立した、1247 年、北条時頼が御家人・三浦泰村ら一族を滅ぼした戦いのこ
とを、当時の元号から何というでしょう？
アレクサンドル・ポポフとは独立して無線通信装置を発明し、1901 年、大西洋を隔てた無線通信に成功したイ
タリアの技術者は誰でしょう？
医療機関が発行した処方箋の有効期間は、発行日も含めて原則「何日以内」でしょう？
先月アメリカが脱退準備に入った「万国郵便連合」のことを、アルファベット３文字で何というでしょう？
ドイツ人のオットー・ファイクが考案し、直転、斜転、跳躍などの種目がある、２つの輪を平行に繋いだ器具を用
いる競技は何でしょう？
ヘキサシアノ鉄(Ⅲ)イオンやジアンミン銀イオンなど、中心金属に分子が配位結合して形成されたイオンのこと
を「何イオン」というでしょう？
毎年３月６日頃にやってくる、「冬ごもりを終えた虫たちが地中から這い出る頃」という意味がある二十四節気の
１つは何でしょう？
スイスとオーストリアに挟まれた二重内陸国はどこでしょう？
サワラ、カツオ、マグロといえば、いずれも何科の魚類でしょう？
今月 28 日、小説『トラペジウム』を刊行して作家デビューする、乃木坂 46 のメンバーは誰でしょう？
資源保有国と非保有国の格差などによって生じる、発展途上国の間にできる格差問題のことを、ある方角を用
いて「何問題」というでしょう？
経済活動によって排出された二酸化炭素を、森林保護や植林事業などによって相殺しようとする考えのことを
英語で何というでしょう？
第 31 回芥川賞を受賞した「淳之介」と、第 81 回芥川賞を受賞した「理恵」の兄妹の名字は何でしょう？
受刑者に対して道徳観を養わせ、過ちを悔い改めるよう講説する人のことを漢字３文字で何というでしょう？
【カナ解答可】
アルタイルをα星とする星座は「わし座」ですが、アルナイルをα星とする星座は何でしょう？
現在、日本フットサルリーグ・F リーグのディビジョン１に加盟しているチーム数はいくつでしょう？
秋田県大館市などの名産品として知られる、杉などの木をカーブさせて作った円形の箱を何というでしょう？
人間のすねを成す２本の骨とは、脛骨と何でしょう？
謎が解けると白目をむく癖がある、名探偵を五十音順に並べた時、最初に来ることを狙って名付けられた、泡
坂妻夫が生んだ探偵は誰でしょう？
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ダーツにおいて、狙った場所とは違うところに刺さりながらも、結果的に高得点を獲得することを意味する用語
は何でしょう？
72. 「花」を意味する「フラワー」のスペルは「flower」ですが、「小麦粉」を意味する「フラワー」のスペルは何でしょ
う？【アルファベットでの解答必須】
73. 宮古列島と八重山列島を総称した沖縄県の諸島を「何諸島」というでしょう？
74. ホラー映画『仄暗い水の底から』、『リング』、『リング２』などでメガホンを取った日本の映画監督は誰でしょう？
75. 日本語では「無柵放養方式」という通り、檻や柵などの障害物を取り除き、直接観察できるようにした動物園の
展示方式を、考案したドイツ人の名前から「何式」というでしょう？
76. 位牌を片付けたり永代供養をお願いしたりする、三十三回忌や五十回忌をメドとし、年忌法要を終えることを
何というでしょう？
77. 岩石を、出来方によって大きく３つに分けると、堆積岩、火成岩と「何岩」でしょう？
78. 藩主が改易になっても存続できるよう、藩とは独立した財政を持っていた、1668 年に岡山藩主・池田光政が設
立した、現存する日本最古の庶民向けの学校は何でしょう？
79. ハンドボールで、ボールを３秒以上保持する反則を何というでしょう？
80. 命名当時に存命中の人物の名がついた「シーボーギウム」と「オガネソン」の原子番号を合計するといくつにな
るでしょう？
81. 平成の大合併前には 86 あった市町村数が現在は 23 まで減少し、その減少率 73.25％は日本一である都道
府県はどこでしょう？
82. 1912 年に慢性甲状腺炎を報告し、その病名「橋本病」に名を残す日本の病理学者は誰でしょう？
83. JIS の規定では、プラスチック消しゴムの消字率を測定する際、どの濃さの鉛筆で書かれた線を消すことにな
っているでしょう？
84. スペースシャトルの緊急着陸場を想定していることから、3318m の長い滑走路を持つ、イースター島の玄関口
となっている国際空港は何でしょう？
85. マルコム・ターンブル前首相の下では財務大臣を務めていた、今年８月、オーストラリアの第 30 代首相に就任
した政治家は誰でしょう？
86. 2008 年以降、バロンドールはクリスティアーノ・ロナウドとリオネル・メッシの寡占状態ですが、その前年の 2007
年に受賞した選手は誰でしょう？
87. 別名を「第２次モロッコ事件」という、1911 年、居留民保護を口実としてドイツが突如軍艦を派遣したことにより
生じた紛争のことを、舞台となった都市から「何事件」というでしょう？
88. 日本の民法のように、最初に総論があり、その後で各論を展開していく形式を「何方式」というでしょう？
89. 1915 年の本日・11 月 25 日に亡くなった、著書『意味論試論』で言語の意味変化を考察する「意味論」を確立
したことや、第１回夏季オリンピック開催に際しマラソン競技を提案したことで知られる言語学者は誰でしょう？
90. 古くなった靴底をすべて外し、新たな靴底と貼り替える修理のことを何というでしょう？
91. 該当の札を取っていれば他の札に触っていてもお手付きにならないことを利用し、決まり字が似ている札をまと
めて払う競技かるたのテクニックを何というでしょう？
92. 文部科学省が制定している「小学校設置基準及び中学校設置基準」において、少なくとも設けなければならな
い施設とは、教室、職員室、保健室と「何室」でしょう？
93. ソクラテスは「善く生きることは『これ』を身につけて生きることだ」と述べている、魂が持つ徳や卓越性のことを
ギリシア語で何というでしょう？
94. クラリネットやホルンなど、楽譜に記された音と実際に発する音が異なる楽器のことを「何楽器」というでしょう？
95. 傘を逆さに立てたようなゴールに向かい、羽根が付いた専用のボールをゴルフクラブで打つ、日本発祥の球技
は何でしょう？
96. 「幸区」や「自由が丘」など、めでたい言葉をそのまま使ったり、そこから創作されたりした地名のことを「何地名」
というでしょう？
97. 国税庁が明示する「農業用設備」の耐用年数は何年でしょう？
98. 2016 年７月３日に行われた市長選が、18 歳までの選挙権拡大後初めての選挙となった市はどこでしょう？
99. 戯曲『父帰る』の作者は「菊池寛」ですが、第 44 回岸田國士戯曲賞を『兄帰る』で受賞した劇作家は誰でしょ
う？
100. オジブウェー語で「生命を与える土地」という意味がある、今年、カナダ初の世界複合遺産に認定された物件
は何でしょう？

