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用語の説明 
 

# 用語 説明 

1 m○n× m 問正解で勝ち抜け、n 問不正解で失格となる早押しクイズのこと。 

例：7○3×＝7 問正解で勝ち抜け、3 問不正解で失格となる早押しクイズ。 

2 シングルチャ

ンス 

早押しクイズにおいて、問題の解答権を取れる人が早押しボタンを一番早く押した

1 名だけというルール。正答／誤答にかかわらず、その問題は終了となる。 

3 N チ ャ ン ス 

(N≧2) 

早押しクイズにおいて、解答権を取った人が誤答した場合、2 番⼿以降 N 番⼿ま

でに解答権が与えられるルール。問題の途中で誤答し、N 番⼿まで押した人がいな

い場合は、問題文の続きが読み上げられる。 

4 タイムレース 制限時間を設けて、その間解説などを挟まずに早押しクイズを続ける形式。 

スピードを意識して、問題は通常よりやや早めに読み上げられる。 

5 トビ (飛ぶ) 定められた誤答数に達して失格してしまうこと。 

6 トビ残り トビが発生し、残りの勝ち抜け人数と残る解答者数が同じになった状態。 

7 スルー 早押しクイズにおいて、問題を全文読み上げたが、誰もボタンを押さずに定められ

た時間が経過すること。 

8 連答 早押しクイズに連続して正解すること。連答付きの形式においては、問題に正解す

ると「連答権」を得た状態となり、その状態でさらに正解するとボーナスポイント

が加算される。連答権は自分の誤答もしくは他者の正解によって無効となる。他者

の不正解やスルーでは消滅しない。 
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1 はじめに 
皆様、こんにちは。「Quiz Star★」コミュニティにおけるクイズ大会を主催しており

ます Wata と申します。現在、当コミュニティではプレイヤーの熟練度に応じた次の 2
種類のクイズ大会を用意し、交互に開催しております。 
 
Fundamental Star Open (略称 FSO) : 基本問題を中心とする初心者〜初級者向け大会 
Advanced Star Open (略称 ASO) : 上級問題を中心とする初級者〜上級者向け大会 
 
このたび開催する FSO は、あらゆるジャンルから出題される「基本」クイズの大会です。
クイズを始めたばかりの初心者から、さらなるステップ・アップを目指したい初級者を対象
としています。 

名前が示すとおり、予選から決勝まで原則として Fundamental =「基本的な」レベルの
問題のみを出題します。この大会における「基本的な問題」の定義は、問題文をすべて聞い
たときに、参加者のうち 50％以上の正解率が⾒込まれる問題です。したがって、難問はほ
とんど出題されません。そうした問題は、この次に開催される上級大会(ASO)に多く出題さ
れる予定です。問題の最初のうちは分からなくても、問題文を最後まで読めば「ああ、あれ
か」と正解に辿り着けるような問題が多いと思いますし、答えを聴けば「ああ」と反応でき
る問題が多いと思います。 

特にこの大会は、クイズを始めたばかりという方、大歓迎です！ネットクイズにおける大
会としてのエントリポイントとしてご活用ください。皆様のふるってのご参加をお待ちして
おります。 

 

2 参加資格 
 初心者〜初級者向け大会であることを考慮し、FSO2nd の参加資格は、以下の 2 点を両
方満たす方とします。 
 
１．FSO1st で優勝していないこと、かつ ASO1st で決勝進出していないこと 
２．過去に開催されたノンジャンルのクイズ大会（リアル、ネット上問わず）のうち 

30 名以上の参加者がいた大会で優勝したことがないこと 
 
 上記の参加資格を満たさない方は、ぜひとも次回開催予定の上級大会(ASO)のほうにご参
加頂ければと思います。 

（注）参加資格を満たせば、FSO と ASO 両方の大会への出場も可能です。ASO の参加
資格は、ASO の企画書にて公開します。 
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3 形式の紹介 
 FSO2nd は、予選 1R, 予選 2R, 予選 3R、準決勝、決勝、および敗者復活戦からなる勝
ち抜き戦形式で進⾏します。予選 2R 以降は早押しクイズがメインとなり、オンラインクイ
ズウェアである「PCOQ4」を用いての進⾏となります。 

メインルート

敗者復活

50問4択

ペーパークイズ
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【予選 1R】 50 問四択ペーパークイズ  (48 名→48 名通過、組分け) 

Web フォーム上で⾏われる 50 問の四択＋近似値 1 問のペーパークイズ。制限時間は
10 分 (21:10 開始、21:20 終了)。1 問 1 点の 50 点満点。 

得点が高いほど上位とし、同点の場合、近似値問題で順位を判定する（正解に近いほど上
位）。近似値の正解との差も同じ場合は、解答提出が先を上位とする。近似値問題に解答し
なかった場合は、誤差を∞として扱う。 

解答提出が 21:20 より遅れた場合は、遅れた時間に⽐例して減点する。解答の最終締切
は 21:25。以降の提出については受理しない(最下位とする)ので注意。 

予選 2R の組分けは順位に応じて、下記の通りとする。 
【A 組】1 位・5 位・9 位・13 位・17 位・21 位・25 位・29 位・33 位・37 位・41 位・45 位 
【B 組】2 位・6 位・10 位・14 位・18 位・22 位・26 位・30 位・34 位・38 位・42 位・46 位 
【C 組】3 位・7 位・11 位・15 位・19 位・23 位・27 位・31 位・35 位・39 位・43 位・47 位 
【D 組】4 位・8 位・12 位・16 位・20 位・24 位・28 位・32 位・36 位・40 位・44 位・48 位 

 
 予選 2R において、1 位〜4 位には 3 ポイント、5〜12 位には 2 ポイント、13〜24 位に
は 1 ポイントのアドバンテージが与えられる。 
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【予選 2R】 連答付き 5○2× クイズ  (48 名→24 名通過) 
３チャンス付きの早押しクイズ。正解で+1p。連続して問題に正解すると「連答」となり、

連答すると +2p, +3p と獲得ポイントが増える。連答権は自身の誤答 or 他者の正解によっ
て消滅。他者の不正解やスルーでは消滅しない。5p で勝ち抜け。不正解は×が付き、×が 2
個で失格となる。 

A 組→B 組→C 組→D 組の順に実施する。勝ち抜け人数は各組 6 名ずつ、計 24 名。トビ
残り(残っている解答者数＝残り勝ち抜け枠)が発生した場合は、残っている解答者が自動的
に 3R 進出となる。抜けられなかった方は敗者復活ラウンドへ回る（詳細は敗者復活ラウン
ドの項目参照）。 

 
【予選 3R】 コース別クイズ「#7」  (24 名→12 名通過) 
 参加者を 8 名ずつ 3 コースに分けて⾏うクイズ。どのコースへの参加を希望するかをペ
ーパークイズ実施時に回答して頂き、ペーパークイズの上位から優先して割り振る。途中
でいずれかのコースが満員になった場合は、第２希望を考慮する。第 2 希望のコースも満
員であった場合は、残るコースの参加となる。準決勝進出はそれぞれ 4 名ずつの計 12 名。 

抜けられなかった方は敗者復活ラウンドへ（詳細は敗者復活ラウンドの項目参照）。 
 以下、第１コース→第２コース→第３コースの順に実施する。 
 
■ 第１コース Swedish 7 

シングルチャンスの早押しクイズ。正解で+1p、7p で勝ち抜け。 
誤答は、その時の持ちポイント数と同じ数の×が付く。ただし 0p のときのみ 1×とする。 
7×に達すると失格。 

問題は 50 問限定。50 問終了時４名勝ち抜けが出ない場合は、①持ちポイントの多さ ②
×の少なさ ③1○1×プレーオフ の優先順で勝ち抜け者を決定する。 

また、トビ残り(残っている解答者数＝残り勝ち抜け枠)が発生した場合は、残っている
解答者が自動的に準決勝進出となる。 

 
■ 第 2 コース Versus 7 

シングルチャンスの早押しクイズ。正解で+1p、7p で勝ち抜け。誤答は 1×がつき、3× 
で失格。８名を２名×４つの対戦に分け、４つの対戦を同時に⾏う。対戦相⼿は、とある方
法で決定（当日発表）。誰かが「勝ち抜け」したら、その対戦相⼿となっている人は「失格」
になる。一方、誰かが「失格」したら、その対戦相⼿となっている人は「勝ち抜け」。 

問題は 50 問限定。50 問終了時に決着がついていない対戦カードについては、対戦ごと
に、①持ちポイントの多さ ②誤答数の少なさ ③1○1×プレーオフ の優先順で勝ち抜け者
を決定する。 
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■ 第 3 コース Survival 7 
全員 7p の初期ポイントを持ち、シングルチャンスの早押しクイズを実施。正解で他のプ

レイヤー全員のポイントを -1p する。誤答は自身に -2p。 
0p 以下でそのセットは失格。生き残ったプレイヤーが 4 名以下となった時点でセット

終了となり、残ったプレイヤー(1〜4 名) がセットポイントを獲得。 
以上を 1 セットとし、3 セットポイントを獲得した時点で勝ち抜けとなる。セット数は

最大６セットまでとし、セットポイントの多い順に勝ち抜け者を決定。残る勝ち抜け枠よ
りも勝ち抜け者の方が多い場合、対象者で 1○1×プレーオフを⾏い勝者を決定する。 

 
【敗者復活戦】 ４Step 制 ３○２×クイズ (3R までの敗者→1 名復活) 
 2R および 3R の敗者を対象とした敗者復活戦。それぞれの敗退ラウンドおよびグループ
に応じて、Step.1〜Step.4 の 3 つのステップに分ける。Step.1〜Step.2 までは、本編と
同時進⾏で別枠にて実施する。Step.3〜Step.4 は、予選 3R/第３コースと準決勝の間に⾏
い、準決勝進出者の 1 名を決定する。 
 
◎Step.1〜Step.4 共通ルール 
シングルチャンスの早押しクイズ。3 問正解で次の Step へ進出。2 問の誤答で失格。 
トビ残りは次の Step へ。 
 
■ Step.1A, 1B, 1C, 1D  (各６名→2 名 Step.2 へ) 

予選 2R/A, B, C, D 組の敗者を対象に実施する。 
次の Step に進めるのは 2 名。 

 
■ Step.2  (８名→2 名 Step.3 へ) 

Step.1A〜1D を勝ち上がってきた２名ずつ、計８名を対象に実施する。 
次の Step に進めるのは 2 名。 

 
■ Step.3  (12+2 名→５名 Step.4 へ) 

予選 3R の敗者 12 名および Step.2 からの勝ち抜け者 2 名を対象に、本編にて３R 終了
後、準決勝の前に実施。 

次の Step に進めるのは５名。 
 

■ Step.4  (５名→１名 敗者復活) 
Step.3 を勝ち抜いた５名を対象に、Step.3 に続いて実施。 
勝ち抜けた１名が敗者復活となり、準決勝へ進出する。 
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【準決勝】 20p 先制トライアスロン  (13 名→4 名通過) 
 以下、３つの種目に分けてクイズを⾏う。20ｐに到達した時点で勝ち抜け。 
決勝へ進めるのは 4 名。 
 
第１種目：四択ボード (13 → 10) 

四択クイズをボード形式で 10 問出題。選択肢Ａ〜Ｄの記号で解答。正解で+1p。 
問題文は２回読み上げ、読み切ってから５カウント後に解答を締切る。 
10 問終了後、下位３名は敗退。（４名以上いた場合は対象者で１○１×早押し） 
終了時のポイントは第 2 種目へ持ち越し。 

 
第２種目：早押しボード (10 → 7) 
 10 問限定の早押しボードクイズを⾏う。問題を読み、ボタンが押された時点で問題読み

上げは停止。制限時間は 10 秒の間に、ボードで解答を⾏う。 
押したプレイヤーも押していないプレイヤーも全員に解答権が与えられるが、正解/不正
解時のポイント変動が下記のように異なる。 

・押したプレイヤーについては、正解+3p、不正解-3p 
・押していないプレイヤーについては、正解+1p、不正解 0p 

 誰もボタンを押さなかった場合はスルーボードとなる（押した人不在のボード）。 
 20p に到達した時点で、第３種目を⾏わずに勝ち抜けとなる。 

10 問終了後、下位３名は敗退。（４名以上いた場合は対象者で１○１×早押し） 
終了時のポイントは第 3 種目へ持ち越し。 

 
第 3 種目：逆転！連答付き早押しクイズ (７→ 4) 

シングルチャンスの連答付き早押しクイズ。 
正解で+1p。連続して問題に正解すると「連答」となり、連答すると +2p, +3p… と獲
得ポイントが増える。連答権は自身の誤答 or 他者の正解によって消滅。他者の不正解や
スルーでは消滅しない。 
20p に到達した時点で勝ち抜け。勝ち抜け者が４名出るまで⾏う。 
誤答は一律３問休み。休みの問題数にはスルーもカウントする。 

 
【決勝】10○4×  (4 名→優勝決定) 

シングルチャンスの早押しクイズ。 
正解で+1p, 10p で優勝。誤答は 1×が付き、4×で失格。 
みごと 10 問の正解を積み上げ、Fundamental Star Open 2nd の優勝に輝くのは誰か。 
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4 参加方法 
Skype＋PCOQ を使用した本大会の参加方法について説明します。（初参加の方を対象と

しています。過去に Skype+PCOQ を使用したクイズ大会への参加経験のある方は、この
章は読み飛ばしていただいて構いません）。 

 
■ 参加に当たって必要なツール 

Skype (なるべく最新版) : インターネット回線を介した音声通話ソフト 
PCOQ4 Ver1.1        : クイズ支援ソフト 
 
1-1. Skype の会員登録 

Skype のホームページ http://www.skype.com/ja/ にアクセスし、右上の「アカウ
ントを作成」ボタンをクリック。必要事項を記入したのち、一番下の「同意 - 次へ」ボ
タンをクリック。 

入⼒したメールアドレスに Skype からメールが届くことを確認する。（アカウント登
録完了） 

 
1-2.   Skype のダウンロード 
http://www.skype.com/ja/download-skype/skype-for-computer/ にアクセスし、

ページ真ん中の「Skype for Windows デスクトップ」をクリックし、適当なダウンロ
ード先を選択。Skype ソフトウェアのダウンロードを開始する。 

 
1-3. Skype のセットアップ 
 ダウンロードした SkypeSetup.exe を起動し、指示に従って進める。 
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1-4. Skype のサインイン 
 Skype アプリケーションを起動すると以下の画面が出るので、先ほど登録した Skype
名およびパスワードを入⼒し、サインインする。 

 
 
1-5. プロフィールの設定 
 ログイン後、メニューの Skype > プロフィール > プロフィールの設定 を選択し、
好きなようにプロフィールを設定する。 
 画像、ムード（一⾔コメント）、住んでいる地域、生年⽉日、⾔語、など設定可能。 
 
1-6. 主催の Skype 名の登録 

メニューの 連絡先リスト > 連絡先を追加 > Skype ディレクトリを検索… を選択。 
出てきた検索欄に wata_ts と入⼒し、候補の一番上に出てきた wata_ts を右クリッ

ク→「連絡先の追加」を選択。（念のため、⽂字列が⼀字⼀句合っているかどうかを確認
してから連絡先を追加するようにしてください）。 
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上記のような画面が出てくるので「送信」を選択する。 
これで Skype に必要な設定は完了。 
 
続いて、クイズ支援ソフトウェアである「PCOQ4」の導入の仕方について説明します。 
 
 

2-1. PCOQ4 の入⼿ 
 『風守さん家』http://www42.tok2.com/home/kazamori/ のサイトにアクセスし、
「オンラインクイズ支援ソフト PCOQ4 Ver. 1.1」をダウンロードし、適当なディレク
トリに展開する。 
 
2-2.  PCOQ4 の起動確認 
  zip を解凍して得られたフォルダ配下の「pcoq4-client.exe」が使用するアプリケ

ーションである。起動して以下の窓が表示されることを確認すれば、事前準備は OK。 
 

 
 
 
 

ここまで整えば、クイズ参加のための事前準備としては OK です。 
ここからは、実際の大会開催時における参加方法について説明します。 
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3-1. 通話に参加する 
大会中は Skype にログインした状態にしておいてください。 
大会中、クイズに参加する場面になると、専用の通話窓が⽴てられます。さらに、該

当者に対して通話要求が⾏きますので、[応答]ボタンを押して通話するようにしてくだ
さい。 

 
3-2. PCOQ4 を⽴ち上げ、サーバに接続する 

Skype の専用窓には、サーバの IP アドレス(たとえば、123.134.156.178 という
ようなドット区切りの 4 つの数字列)が提示されます。その情報を PCOQ4 の「接続 IP」
の欄に入⼒し、[接続]ボタンを押して接続してください。接続は、主催側の指示にした
がって⾏うようお願いします。 

 

3-3. 接続完了 
 以下のような⿊画面が出れば、接続は完了です。もし接続に成功しない場合は、接続
先 IP アドレスが正しい値になっているか（数字が間違っていないか、不要なスペース
が入っていないか等）、サーバが起動しているか、等確認してください。 
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3-4. クイズ参加 TIPS 
参加に際して、知っておくと良いことを以下に示します。 
 

  ・参加に当たり、マイクの使用は必須ではありません。マイクを使用する場合はそのま
まマイクを通じて音声で解答頂ければ結構ですが、マイクを使用しない場合は、
PCOQ4 のチャット欄に解答頂く形となります。 

・早押しクイズにおいて、ボタンはコントローラーパネルの [早押しボタン] ボタンで
押すことができるほか、チャット欄に ! (半角ビックリマーク) を流しても押すこと
ができます（こちらのほうが反応速度は若⼲早いと思うのでオススメ。全角にすると
そのままチャット欄に流れてしまうので注意）。 

 また、ゲームパッドをお持ちの方は、クライアントと同じディレクトリにある
pcoq4-pad setting.exe によって、ゲームパッドの任意のボタンを早押しボタンに
割り当てることができます。お持ちの方は試してみてください（設定してからクライ
アントを⽴ち上げないと設定が反映されないので、ご注意ください）。 

 

 

・ 上記コントローラーパネルのボタンの意味について 
[ログ] … チャットログをさかのぼって⾒ることができる。 
[Pts.] … 現在の個々のポイントを確認できる。表示状態でもう一度押すと非表示

に。 
[ルール] … 現在⾏われているクイズのルールが確認できる。 
[音量] … サウンドの音量を調節できる。 
[早押しボタン] … ボタンを押す。 
[記述回答] … ボードクイズまたは早押しボードクイズのとき、チャットに解答を

入⼒してからこのボタンを押すと自分のボードに解答できる。 
[秘密通信] … 司会者にしか⾒えないチャットのやりとりができる。 
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5 早押しクイズの基本ルール 

 
本大会においても、早押しのルールは他のオープン大会、ネットクイズ大会で一般的に

⾏われているルールに従います。以下、一読ください。 
 
・問題を読みきってからの待ち時間は３秒、ボタンがついてからのカウントは５秒(テキス
トチャット解答の方は、基本的に時間を 7 秒程度に伸ばす)。 
・時間一杯での押し、及び解答は原則無効、誤答扱いとする。 
（ただし、回線ラグ等があると判断した場合は、その都度主催が判断する。） 
・解答の際に主催が『聞き取れなかったのでもう一度お願いします』といった場合は、 
同一解答を繰り返していただく。（別解答になっていると判断した場合は誤答とする） 
・解答の際『もう一度お願いします』といった場合は、解答が不⼗分である、もしくは別
の呼び方等を求めているなど正解とできない理由があるため、その理由を考えて再度解答
していただく。 
・解答をしたにもかかわらず、カウントが続いている場合には、その解答は途中である、
と主催が判断したことを意味しているため、不⾜なく完答していただく。 
・解答は、⻄洋人はファミリーネーム・東洋人はフルネームでの解答を求める。 
ただし、問題文から、その解答が適切でない場合はこの限りではない。 
（例：⻄洋人で〜の娘で、等でファミリーネームが問題中に出ており共通する場合や、 
演出家の○○、歌⼿の××〜、等で共通するファーストネームを答えさせる問題など） 
（例：イチロー等、東洋人でその名前が固有名詞化している場合や、⽩鵬等、相撲の四股
名などはその名称のみで OK とする） 
・複数のもの（物質の三態など）から一つを答えさせる場合には、問題文に沿う順番で全
てを解答した場合は正解とするが、そうでない場合は誤答扱いとする。 
（例：『物質の三態といえば、/気体、液体とあと一つはなんでしょう』 
○「固体」 
○「気体・液体・固体」 
×「液体・気体・固体」（順番が違うため×） 
×「気体・固体」（３つ完答でないため×） 
・ その他、不慮の事態などが起きた場合、主催の判断に従うこと。 
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6 アクシデントへの対処 
大会進⾏上想定されるアクシデント(自他問わず)と、その対処方法について記載

します（過去のニコ生大会などでの事例をもとにしています）。これは、アクシデ
ントが発生してしまった場合でも、円滑に運営が⾏えるように方針を定めるもので
す。 

もちろん、アクシデントなく、参加者に気持ち良く参加していただけるように万
全の準備を尽くすつもりでいますが、万が一発生してしまった場合は、なるべく開
催時間を短縮化するために、以下リストに記載がある事例について「対策」を講じ
る予定です。一読ください。 

 
事例 要因 対策 
ペーパークイズが正
常に進⾏できない 

Web フォームの集中
アクセスによる Web
サーバーダウン etc 

ペーパークイズを廃止とし、組分けをエントリー順とする。
すべての組で、勝ち抜け人数を 6 名ずつとして 5○2×連答
付き早押しクイズを実施する。 
この場合、3R のコース別は 2R 勝ち抜け者 24 名を一度集
め、勝ち抜け順に順番に希望を解答していただく形をとる。 

PCOQ が頻繁にサー
バーダウンする 

参加人数の過多によ
る高負荷 etc 

1. 別の方にサーバーを⽴てていただき、入室頂く。 
それでも解決しない場合は、 
2. 人数を従来の半分程度に分けて早押しクイズを⾏う（ル
ールは臨機応変に対応）。 

解答権を取っていな
い人が解答 

確認誤り etc 原則として判定を⾏わずスルーする。 
ただし、主催側が誤って判定を⾏ってしまった場合は、問
題を無効とする可能性あり（状況に応じて）。 

判定ミス ・別解だが誤答とした 
・誤って正解とした 
etc 

調査が必要な解答の場合は、一時中断して調査し、その結
果をもとに正誤判定する。 
基本的には、状況に応じて臨機応変に対応。 

参加者の切断 ネットワーク切断、PC
のハングアップ etc 

数分程度待機する。復帰しない場合は、不在の状態で進⾏
を再開する。途中で復帰した場合は、その時点から参加可。 

参加予定者不参加、
参加者の途中退出 

開催日を間違って把
握していた、急用 etc 

そのまま進⾏を継続する。（参加人数が一定より少ない場合
は準決勝・決勝の枠を変更する可能性あり） 

音声遅延やノイズ Skype の不調、回線
の遅延 etc 

1. Skype のホストを別の方に変わっていただく。 
2. 音声通話の対象をその時点の参加者のみに限定する。 
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7 問題について 

 7.1 問題傾向 
・問題文はすべて 1 文で構成され、「〜でしょう？」で終わります。 
・意図的であったり、不自然であったりするようなひっかけ問題は出題しません。 
・ 頻繁に出題される問題（いわゆるベタ問題）であるかどうかは、あまり意識しません。   

「基本的な問題かどうか」を基準に作成・選定します。 
・問題文は、30〜75 文字ほどの短文です（平均 60 文字前後）。 
・時事要素を含む問題が一定の割合で出題されます（ただし、そう多くはありません）。 
 
7.2 例題 
以下に FSO の例題を 40 問示します。ご参考になれば幸いです。 

 

  

# 
 
1 

問題 
 
「産業廃棄物における管理票」と「具体的な政策を示した公約」に共通するイタリア語は何
でしょう？ 

解答 
 
マニフェスト 

2 日本に最初に来た個体の背中の⾊が⻩⾊と⻘⾊だったことに由来する、インコの種類といっ
たら何でしょう？ 

セキセイインコ 

3 ⼩説家の松原真琴（まつばら・まこと）を妻に持つ漫画家で、『⼥に惚れさす名⾔集』という
ブログや『カッコカワイイ宣⾔！』という漫画が人気なのは誰でしょう？ 

地獄のミサワ 

4 若い実は枝⾖としてゆでて⾷べ、熟した実は納⾖、⾖腐、味噌、醤油などの原料にされる、
マメ科の一年草は何でしょう？ 

ダイズ 

5 ステップ気候と砂漠気候の 2 つが該当する、ケッペンの気候区分「B」で表される気候は「（何）
帯気候」というでしょう？ 

乾燥帯 

6 全国生中継のプロボクシングの試合中に、⼩口雅之の「これ」が取れてしまうというハプニ
ングが起こり騒然となった、頭髪を補うための装身具は何でしょう？ 

かつら 

7 『機動戦⼠ガンダム』シリーズで、⼩惑星基地アクシズを地球に落とそうとしてアムロに阻
止された、⾚い彗星の異名を持つ登場人物は誰でしょう？ 

シャア・アズナブル 

8 プリンタやスキャナ、ファックスなど、オフィスで良く使われる機能をひとまとめにした機
械のことを、漢字 3 文字で何というでしょう？  

複合機 

9 1987 年に結成された 4 人組ユニットで、特にシングル『ロビンソン』や『涙がキラリ☆』
などのヒット曲で知られるのは何でしょう？ 

スピッツ 

10 「レガ・カルチョ」のリーグのひとつで、ユベントス、インテル・ミラノ、AC ミランなどの
サッカーチームが加盟する、イタリアのプロサッカーリーグは何でしょう？ 

セリエ A 
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11 天正 10 年、⽑利⽒討伐の途中、滞在した京都の本能寺で、配下の明智光秀に背かれて敗死
した、戦国時代の武将は誰でしょう？ 

織⽥信⻑ 

12 夜に一家団欒で⾷べてほしいという願いを込めて、「夜のお菓子」という別名で親しまれる、
浜名湖名物のお菓子は何でしょう？ 

うなぎパイ 

13 「圧縮陳列」と呼ばれる陳列方式を採用するディスカウントストアで、その名前はミゲル・
デ・セルバンテスの⼩説に由来するのは何でしょう？ 

ドンキホーテ 

14 潜水やサーフィンなどをするときに着用する、体に密着したゴム製の服のことを「何スーツ」
というでしょう？ 

ウェットスーツ 

15 森永製菓のお菓子『チョコボール』がその名の由来である、『ファイナルファンタジー』シリ
ーズに登場し乗り物として利用される⿃類は何でしょう？ 

チョコボ 

16 実は日本で初めてテレビ放送に顔が映った人物でもある、TV 番組『徹子の部屋』の司会者で
知られる⼥性タレントは誰でしょう？ 

⿊柳徹子 

17 かつて⼯藤静⾹、渡辺真⾥奈、国生さゆりなどが在籍していた、『セーラー服を脱がさないで』
などの曲が有名な⼥性アイドルグループは何でしょう？ 

おニャン子クラブ 

18 普通、ラグビーでは最大 10 分間、サッカーでは最大 15 分間が与えられる、試合の前半と
後半の間に設けられる休憩時間のことを、「何タイム」というでしょう？ 

ハーフタイム 

19 ずばり、⻄暦 5 年の 10 年前は、紀元前何年でしょう？ 紀元前 6 年 

20 「横浜みなとみらい」「レオパレス」「アイシールド」「リーブ」「タイムショック」の後ろに
共通して付く数字はいくつでしょう？ 

21 

21 受験者の 90％以上が会場に辿り着く前に脱落し、時には死者も出るほど過酷という、漫画
『HUNTER×HUNTER』に登場する年一度開催の試験は何でしょう？ 

ハンター試験 

22 10 本の木が 5 メートル間隔で一直線に植えられているとき、木の端から端まで何メートルあ
るでしょう？ 

45 メートル 

23 1954 年にノーベル文学賞を受賞したアメリカの⼩説家で、代表作に『⽼人と海』や『日は
また昇る』があるのは誰でしょう？ 

アーネスト・ヘミングウェ
イ 

24 このランクになってしまった瞬間 画面から消滅してしまうという、テレビ朝日系の正⽉恒例
番組『芸能人格付けチェック』における最下位のランクは何でしょう？ 

映す価値なし 

25 構成するすべての面が正三角形である三角すいのことを、特に何というでしょう？ 正四面体 
【四面体はもう一回】 

26 あることに興味をもち活動しようとする人々の集まりのことを、「輪っか」を意味する英語か
ら何というでしょう？ 

サークル 

27 戦時中は、兵⼠達の蚊帳や、水虫防止のための靴の下敷きといった用途に使われていた、2
人の妻サラとアンにちなんで名づけられたラップフィルムは何でしょう？ 

サランラップ 

28 モスクワ郊外の宇宙飛⾏⼠訓練センターの名前にもなっている、人類で初めて宇宙飛⾏を⾏
った旧ソ連の宇宙飛⾏⼠は誰でしょう？ 

ユーリイ・ガガーリン 

29 「パリコレ」の「コレ」、「艦これ」の「これ」といったら、ともに何という英単語を略した
ものでしょう？ 

コレクション 

30 国土の約 27％がポルダーと呼ばれる⼲拓地であり、チーズやチューリップの生産でも知ら
れる、首都をアムステルダムに置くヨーロッパの国はどこでしょう？ 

オランダ 
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31 アメリカのチャールズ・オズボーンが世界最⻑記録の保持者として知られる、横隔膜のけい
れんによって発生する、英語では hiccup という生理現象は何でしょう？ 

しゃっくり 

32 現在、世界で最も多くの人が⺟国語としている⾔語は何でしょう？ 中国語 

33 野球で、投⼿はその役割ごとに、先発はスターター、中継ぎはセットアッパーと呼ばれます
が、抑えは何というでしょう？ 

ストッパー 
【クローザーも○】 

34 異星人と子供達のファーストコンタクトをテーマとした 1982 年公開のアメリカ映画で、そ
のタイトルは Extra Terrestrial を略しているものといえば何でしょう？ 

E.T 

35 フビライ＝ハンが、中国を支配するために都を大都（だいと）に移して定めた国号は何でし
ょう？ 

元（げん） 

36 うつみ宮土理(みどり) を妻に持つタレントで、「キンキン」の愛称や、『なるほど！ザ・ワー
ルド』『出没！アド街ック天国』の司会者で知られるのは誰でしょう？ 

愛川欽也（あいかわ・きん
や） 

37 村⽥新八（むらた・しんぱち)、⿊⽥清隆、大久保利通、⻄郷隆盛といえば、いずれも何藩の
藩⼠だった人物でしょう？ 

薩摩藩 

38 隠れている部分を覗くと、その人の大事なものが⾒えるというドキュメンタリー番組の名前
から転じて、ズボンのファスナーのことを指すようになった⾔葉は何でしょう？ 

社会の窓 

39 世界に 48 か国存在する、国境がすべて陸地であり、海岸線を持たない国のことを何という
でしょう？  

内陸国 

40 国際連合の常任理事国の五カ国がもっている、一国でも発動されればその法案は否決となる
権利を何というでしょう？ 

拒否権 

 

─以上─ 


