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■1R 恐怖のバランス早押しクイズ 
 

# 
 
1 

問題 
 
財務諸表のひとつ「貸借対照表」のことを、英語で「何シート」というでしょう？ 

解答 
 
バランスシート 

2 現在ロンドンで夏季オリンピックが開催されていますが、次回、2016 年に夏季オリンピ
ックが開催される都市はどこでしょう？ 

リオデジャネイロ 

3 ⼆者が争っている隙に、第三者が利益を横取りすることをたとえて、「何の利」というで
しょう？ 

漁夫の利 

4 サバンナ、マレー、スマトラ、ナウマンといえば、どんな動物の種類でしょう？ ゾウ 

5 相撲の階級のひとつ「前頭」はさらに細かく「何枚目」といって表しますが、前頭の一
番上のことは特に何というでしょう？ 

筆頭 

6 先月(2012 年７月) 28 日公開の映画『エイトレンジャー』に主演している人気アイドル
グループといえば何でしょう？ 

関ジャニ∞ 

7 宇宙の物質を構成する素粒⼦に質量を与える粒⼦として注目されている、「神の粒⼦」と
も呼ばれる粒⼦は何でしょう？ 

ヒッグス粒⼦ 

8 「⼭路（やまみち）を登りながら、こう考えた。智に働けば角が⽴つ。情に棹させば流
される。」という書き出しで始まる、夏目漱石の代表作といえば何でしょう？ 

『草枕』 

9 ビールの発酵の方法で、上面発酵のものをエールというのに対し、下面発酵のものを何
というでしょう？ 

ラガー 

10 底辺の⻑さが４ｃｍ、⾼さが３ｃｍの直角三角形があるとき、この三角形の斜辺の⻑さ
は何ｃｍでしょう？ 

５ｃｍ 

11 アルファベット３文字では「EEZ」と略される、ある国が独占的に経済⾏為を⾏うこと
ができる海域のことを何というでしょう？ 

排他的経済水域 

12 オーケストラやブラスバンドで用いられる、通常４つで１組の音程を持った太鼓のこと
を何というでしょう？ 

ティンパニ 

13 文章の引用や、単語の強調に使用される文字修飾の一種で、ローマ字を右側に傾けた書
体のことを何というでしょう？ 

イタリック体 

14 15 歳で織⽥信⻑に仕え、信⻑の死後秀吉に領⼟を与えられ⾦沢城に居城。加賀百万石の
領⼟を一代で築き上げた、幼名を⽝千代という戦国武将は誰でしょう？ 

前⽥利家 

15 現在の朝ドラ『梅ちゃん先⽣』のヒロイン、下村梅⼦を演じている⼥優といえば誰でし
ょう？ 

堀北真希 

16 トルコ語で「ビュク・アール・ダー」と呼ばれる標⾼ 5123m のトルコ最⾼峰で、『旧約
聖書』においてノアの方舟が⼭頂に漂着したとされる⼭はどこでしょう？ 

アララト⼭ 

17 気象用語で「曇り」といえば、空全体を 10 としたときに、雲の割合が何割以上の天気の
ことをいうでしょう？ 

９割 

18 本格的な活動に⼊る前の⼿始めの活動のことを、前衛部隊の間で⾏われる⼩規模の戦闘
に例えて何というでしょう？ 

前哨戦 

19 昨月(2012 年７月) 28 日に任天堂より発売された、ニンテンドー3DS の画面サイズを約
1.9 倍に大きくしたゲーム機といえば何でしょう？ 

ニンテンドー3DS LL 
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20 1983 年にノーベル文学賞を受賞したイギリスの⼩説家で、『後継者たち』『ピンチャー・
マーティン』『蝿の王』などの作品を残したのは誰でしょう？ 

ウィリアム・ゴールディ
ング 

21 昨月 28 日に琵琶湖で⾏われた『⿃人間コンテスト』に「チーム吉本百周年」として出場
し滑空機を操縦した、吉本を代表するお笑いタレントといえば誰でしょう？ 

間寛平 

22 猫の品種で、カール、ワイヤーヘア、ショートヘアといえば共通して頭につく⾔葉は何
でしょう？ 

アメリカン 

23 英語では「デューテリウム」という水素の同位体のひとつで、原⼦核が陽⼦ 1 つと中性
⼦ 1 つで構成されるものを何というでしょう？ 

重水素 

24 東北３県、⻘森県、秋⽥県、岩⼿県のうち、海岸線の⻑さが最も⻑いのは何県でしょう？ ⻘森県 

25 料理で、下ごしらえに用いる海水程度の濃さの塩水のことを何というでしょう？ たて塩 

26 テレビ番組の編成などに使われ、通常 13 週間を１とする、番組放送期間の単位は何で
しょう？ 

クール 

27 商標が一般名詞化したものにはいろいろありますが、英語圏で「Kleenex」（クリネック
ス）という呼び名で一般化しているものは、日本でいう何のことでしょう？ 

ティッシュペーパー 

28 円筒形のものや、人物をかたどったものが多い、古墳時代に古墳上に並べ⽴てられた素
焼きの焼き物のことを何というでしょう？ 

埴輪 

29 ２の３乗を数字で書き表す場合に、２の右肩に⼩さく３を書きますが、この数字のこと
を何というでしょう？ 

指数（べき数） 

30 音楽家のバッハが「1000 回のキスよりもすばらしい」と表現し、そのためのカンタータ
まで作曲したことで知られる飲み物は何でしょう？ 

コーヒー 

31 「絶対に⽳の開かない⾦属 VS どんな⾦属にも⽳を開けられるドリル」など相反するも
の同⼠の対決を⾏う、フジテレビ系列で放送されているバラエティ番組は何でしょう？ 

『ほこ×たて』 

32 野球において、素振りの練習に使われる、通常よりも重いバットのことを何バットとい
うでしょう？ 

マスコットバット 

33 赤道上空を、約２４時間周期で地球の自転と同じ向きに公転する人工衛星のことを、何
衛星というでしょう？ 

静止衛星 

34 ⺟親にマリア＝テレジアを持ち、ルイ１６世とともに処刑された人物で、本名はマリア
＝アントニアというのは誰でしょう？ 

マリー＝アントワネッ
ト 

35 自宅から最寄り駅まで⾞で出て駐⾞させておき、⻑距離電⾞で通勤する遠距離通勤の⼿
段を一般的に何というでしょう？ 

パーク・アンド・ライド 

36 ⾼校三年⽣のときに「⼆級天使」でデビューしたマンガ家で、代表作に「サイボーグ０
０９」「仮面ライダー」などがあるのは誰でしょう？ 

石ノ森章太郎 

37 近年日本にも参⼊し話題となっている、通常の航空会社より非常に安価にチケットを提
供する「格安航空会社」のことをアルファベット３文字で何というでしょう？ 

LCC 

38 フランスのギネーが作ったためギネーグリーンとも呼ばれる、絵の具に使われる濃い緑
色は何でしょう？ 

ビリジアン 

39 ジョルジョ・バザーリが設計した、イタリア語で「事務所」という意味がある、フィレ
ンツェにある美術館は何でしょう？ 

ウフィッツィ美術館 

40 パナマ運河を所有している国はパナマですが、スエズ運河を所有している国はどこでし
ょう？ 

エジプト 
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■2R オークションクイズ 

 
# 
 
1 

問題 
 
骨董品や美術品などへの深い知識や鋭い観察眼が要求される、オークションの場で仕切
りを⾏う人のことを、英語で何というでしょう？ 

解答 
 
オークショニア 

2 野球で、投⼿は打者の構えが十分であることを確認して投球姿勢に⼊りますが、この姿
勢には大きく２つあります。セットアップポジションと「（何）ポジション」でしょう？ 

ワインドアップポジシ
ョン 

3 首都をドドマに置くインド洋に面したアフリカの国で、ンゴロンゴロ保全地域や、アフ
リカ最⾼峰のキリマンジャロがあるのはどこでしょう？ 

タンザニア 

4 「ワイルドだろぉ〜？」というネタでブレイクしたお笑い芸人の「スギちゃん」。彼の苗
字は何でしょう？ 

杉⼭ 

5 「一朝一⼣」「⻁視眈々」「思い半ばに過ぐ」「当たるも⼋卦、当たらぬも⼋卦」。これら
の⾔葉の出典として知られている、古代中国の占いの書物といえば何でしょう？ 

易経（えききょう） 

6 ある食品の製造時に、同一ラインで製造しているほかの製品のアレルギー物質が意図せ
ず混⼊してしまうことを、「汚染」という意味の英語で何というでしょう？ 

コンタミネーション 

7 物価の上昇率と失業率との間に負の相関関係があることを⽰した曲線のことを、提唱し
たニュージーランドの経済学者の名をとって「(何)曲線」というでしょう？ 

フィリップス曲線 

8 幼⾍期の死亡率が非常に⾼く、飼育するのが難しいといわれている、オオクワガタとコ
クワガタの間に⽣まれた雑種のことを、俗に何というでしょう？ 

オオコクワガタ 

9 「オンリースター」による「歌がうまいと思うアーティスト」アンケートで男性編 1 位
となった、EXILE のボーカルといえば誰でしょう？ 

ATSUSHI 

10 横浜中華街にある中華料理店を中国四大料理に分類すると、最も店舗数が多いのはダン
トツで何料理でしょう？ 

広東料理 

11 夏の大三角を構成する３つの星をすべて地球から同じ距離に持ってきたとき、もっとも
明るくなるのは何という星でしょう？ 

デネブ 

12 これまでに日本の紙幣に描かれた人物で、メガネをかけていたのはわずかに２人しかい
ません。それは、新渡⼾稲造と誰でしょう？ 

⾼橋是清 

13 臨時国会で首相が⾏う演説を「所信表明演説」といいますが、通常国会で首相が⾏う演
説を「何演説」というでしょう？ 

施政方針演説 

14 アーチェリーの的で、中心部の色は何色でしょう？ ⻩色 

15 宝石で、サンゴ、ブラッドストーン、アクアマリンといえばいずれも何月の誕⽣石でし
ょう？ 

３月 
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■3R ポーカークイズ 
 

# 
 
1 

問題 
 
感情をオモテに出さない無表情な様⼦のことを、あるトランプゲームの名をとって「何
フェイス」というでしょう？ 

解答 
 
ポーカーフェイス 

2 トランプのシャッフルの仕方の一種で、トランプを２つに分けて左右から交互に重ねる
ことを何というでしょう？ 

リッフル 

3 「電気伝導率」「欧州共同体」「電⼦商取引」。これらに共通するアルファベット２文字は
何でしょう？ 

EC 

4 現在の卓球のルールでは、サーブ権の交代は何本おきに⾏われるでしょう？ ２本 

5 電⾞の屋根にある架線から電流を取り⼊れるために用いられる、菱形の装置を何という
でしう？ 

パンタグラフ 

6 寺⽥和正（てらだ・かずまさ）によって 1994 年に創業され、エレガントで上品なファ
ッションを主⼒事業として展開する、バッグやジュエリーのブランドは何でしょう？ 

サマンサ・タバサ 

7 15 世紀に起こったばら戦争で、王位の継承をめぐって争ったのは、ランカスター家と何
家だったでしょう？ 

ヨーク家 

8 ある国で消費される食料のうち、どの程度が国内で⽣産されるかを⽰す指標のことを、
「何率」というでしょう？ 

食料自給率 

9 『踊る大捜査線』シリーズに登場する、⻘島俊作（あおしま・しゅんさく）巡査部⻑が
勤めている警察署の名前は何でしょう？ 

湾岸署 

10 J リーグに加盟しているクラブのうち、四国地方に本拠地を置いている２つとは、愛媛
FC とどこでしょう？ 

徳島ヴォルティス 

11 夏野菜を煮込んだラタトゥイユには欠かせない、キュウリのような形をしているペポカ
ボチャの一種を何というでしょう？ 

ズッキーニ 

12 コンクリートやモルタルの原料となる、石灰石や粘⼟を⾼温で焼いて粉末にしたものを
何というでしょう？ 

セメント 

13 数学用語で、１つの図形を同じ割合で拡大したり縮⼩したりすると、ほかの図形に完全
に重ね合わせることができることを、何というでしょう？ 

相似 

14 1840 年、作曲家リストのピアノ演奏会で初めて使われた、１人の音楽家による独奏会を
指す⾔葉は何でしょう？ 

リサイタル 

15 「クレオパトラの鼻がもう少し低かったら、世界の歴史は変わっていたであろう」とい
う一節が登場する瞑想録『パンセ』を書いたフランスの哲学者は誰でしょう？ 

パスカル 

16 このたび、ロンドン五輪の⼥⼦柔道 57kg 級で優勝し⾦メダルを獲得したのは誰でしょ
う？ 

松本薫（まつもと・かお
り） 

17 技術と職人の⼥神で、ギリシャ神話の「アテネ」と同一視される、ローマ神話の⼥神は
何でしょう？ 

ミネルヴァ 

18 ジーンズの中でも、特に化学薬品によって激しい色ムラをだしたものを何というでしょ
う？ 

ケミカルウォッシュ 

19 英語で多数派のことをマジョリティというのに対し、少数派を何というでしょう？ マイノリティ 

20 マイアミ、プエルトリコ、バミューダ島に囲まれた海域を指す⾔葉で、難破船の墓場と
して知られるのはどこでしょう？ 

バミューダ・トライアン
グル 
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21 源平の合戦の中で、那須与一が扇の的を射たエピソードで知られるのは何でしょう？ 屋島の戦い 

22 GATT で認められた制度で、自国の⽣産者を保護するために⾏われる緊急輸⼊制限措置
を何というでしょう？ 

セーフガード 

23 アイドルグループ・AKB48 の制度のひとつで、セレクション審査に合格した者がなれる、
正式メンバー⼊りを目指すためのポジションを通称何というでしょう？ 

研究⽣ 

24 「Yahoo!知恵袋」や「教えて！Goo」などのように、会員同⼠がお互いに質問に答え、
疑問を解決するウェブサイトのことを、何コミュニティというでしょう？ 

ナレッジコミュニティ 

25 鉄道で、JR ⼭⼿線は⻩緑色、京浜東北線は水色というように、路線ごとに定められたシ
ンボルカラーのことを、何というでしょう？ 

ラインカラー 

26 ドラクロワの代表作である『⺠衆を導く自由の⼥神』は、フランスで起こった何という
革命をテーマとしているでしょう？ 

７月革命 

27 日本では英語の「マシーン」が訛った名称で呼ばれる、布や皮などを縫い合わせる機械
といえば何でしょう？ 

ミシン 

28 大きなものは体⻑１０メートル以上の個体も存在する、世界最大の魚類は何でしょう？ ジンベエザメ 

29 「自分への質問に対して適切な応答を返すこと」 「左右の斜め上から交互に面を打つ
剣道の稽古方法」 「自動⾞の運転で一度では曲がりきれないとき、少しバックしてから
曲がりなおすこと」。これらに共通する⾔葉は何でしょう？ 

切り返し 

30 ラテン語で「鍵がかかった部屋」という意味がある、全世界の枢機卿がシスティナ礼拝
堂に集まって新しいローマ教皇を投票で選ぶ会議のことを何というでしょう？ 

コンクラーベ 
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■ 4R アタック 25 
 

# 
 
1 

問題 
 

人物当てクイズです。さて、誰でしょう？【実際はアニメーション処理しています】 

 

解答 
 
児玉清 

2 このたび、エリザベス塔という名称に変更されることになった、イギリス議会議事堂の
時計台の通称は何でしょう？ 

ビッグベン 

3 先月１４日公開の映画『ヘルタースケルター』で、トップモデルのりりこを演じ、その
大胆なシーンで話題になった⼥優といえば誰でしょう？ 

沢尻エリカ 

4 1850 年８月５日、あるフランスの作家が⽣まれています。代表作に『⼥の一⽣』や『脂
肪の塊』があるこの作家は、誰でしょう？ 

モーパッサン 

5 
４ヒントクイズです。次の４枚の画像から連想される⾔葉は何でしょう？ 

 
 

オリーブ 
（⼩豆島オリーブ公園
／国際連合の憲章／オ
リーブ・オイル／速水も
こみちの写真） 
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6 
この料理は何でしょう？ 

 

ナシゴレン 

7 四字熟語クイズです。隠れている四字熟語は何でしょう？ 

 

起死回⽣ 

8 音楽の問題です。これから三曲を続けてお聞きいただきます。それらのタイトルに共通
する⾔葉はなんでしょう？ 
♪恋する⼥はきれいさ 決してお世辞じゃないぜ 溜息まじりの・・・ 
♪あなたと私が夢の国 森の⼩さな教会で 結婚式をあげました・・・ 
♪叩けボンゴ 響けサンバ 踊れ南のカルナバル・・・ 

サンバ 
（お嫁サンバ、てんとう
⾍のサンバ、マツケンサ
ンバⅡ） 

9 地理の問題です。赤色で塗りつぶした国はどこでしょう？ 

 

ベラルーシ 
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10 問題文が⾍食いになっています。隠れている問題文を推理して、答えを導いてください。 

 

⽑利元就 

11 四択の問題です。夜空に打ちあがる花⽕は、⾦属がもつ炎色反応の性質を利用したもの
です。ではこれらのうち、バリウムの炎色反応は何番でしょう？ 

 

４番 

12 漢字の問題です。 
身動き ←これは「みうごき」と読みますが 
身動ぎ ←これは何と読むでしょう？ 

みじろぎ 

13 これからお聴きいただく音楽は、ある楽器を使って演奏されています。その楽器とは何
でしょう？ 【音楽は省略】 

ピッコロ 

14 
この道具を何というでしょう？ 

 

トング 

15 消費税増税に反対して⺠主党を離党した⼩沢一郎らが、先月 14 日に新たに⽴ち上げた新
党の名前は何でしょう？ 

国⺠の⽣活が第一 

16 20 のサッカークラブによって構成される、イングランドのサッカーにおける 1 部リーグ
のことを、何リーグというでしょう？ 

プレミアリーグ 

17 ミレーの絵画『落穂拾い』には、全部で何人の⼥性が描かれているでしょう？ ３人 
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18 ヴィネグレット、ラヴィゴット、ベシャメル、タルタルなどの後ろにつく共通の⾔葉は
何でしょう？ 

ソース 

19 実写版映画『るろうに剣心』ではヒロインの神谷薫(かみや・かおる)を演じた、オスカ
ープロモーション所属の⼥優で、最近スタートのドラマ『息もできない夏』の主演でも
知られるのは誰でしょう？ 

武井咲（たけい・えみ） 

20 輸出しようとする貨物や技術が、大量破壊兵器の開発に用いられるおそれがある場合に、
経済産業省に対して輸出許可申請が必要となる規制を、何規制というでしょう？ 

キャッチオール規制 

21 英語では phasianus という、日本の国の⿃に指定されていることや、桃太郎伝説で知
られる⿃は何でしょう？ 

キジ 

22 現在日本国内に 80 箇所以上ある、最大出⼒が 1 メガワット以上の規模を持つ太陽光発
電所のことを、英語で何というでしょう？ 

メガソーラー 

23 ロンドンオリンピック出場の加藤凌平、⽥中理恵、内村航平といえば、どんな競技の選
⼿でしょう？ 

体操 

24 こっこ、わさびせんべい、安倍川餅、うなぎパイといえば、いずれも何県名物のお菓⼦
でしょう？ 

静岡県 

25 ヘッドホンなどの電⼦機器がもつ接続端⼦の一般的な名称で、オスの端⼦のことを「プ
ラグ」というのに対し、メスの端⼦のことを何というでしょう？ 

ジャック 

26 三択の問題です。ミシンの下糸にセットする「ボビン」とは、もともと何語の⾔葉でし
ょう？フランス語・オランダ語・スペイン語 

フランス語 

27 芝居などで、出演者を拍⼿によって舞台に呼び戻すことを、何コールというでしょう？ カーテンコール 

28 囲碁の対局時に対局者が用意する碁石の数は、白が 180 個であるのに対して、⿊はいく
つでしょう？ 

181 個 

29 英語による旅⾏ガイドブックのシェアが世界一である、トニー・ウィーラー夫婦によっ
て設⽴された旅⾏ガイド専門の出版社といえばどこでしょう？ 

ロンリープラネット 

30 サイコロを 2 回投げたとき、2 回目の出目が、1 回目の出目より 1 つだけ大きくなる確
率は、36 分のいくつでしょう？ 

36 分の 5 

31 室町時代の日本で⾒られた、農⺠によって結成された自治組織のことを、漢字一文字で
何というでしょう？ 

惣（そう） 

32 日本で初めてプロジェクターの映像との融合芸を発案したデジタル芸のパイオニアとい
われ、数々のお笑い番組でアニメ漫才を披露しているデジタルアーティストは誰でしょ
う？ 

アキラボーイ 

33 三択の問題です。『私の彼は左利き』という歌がありますが、日本人のうち左利きの人の
占める割合は、次の３つのうちどのくらいでしょう？およそ 14％、24％、34％ 

14％ 

34 画家ゴーギャンの⽣涯をもとに代表作『月と６ペンス』を執筆した、イギリスの作家は
誰でしょう？ 

サマセット・モーム 

35 素人が無責任に政治についてあれこれ論評することを、あるお店の名前を使って「何政
談」というでしょう？ 

床屋政談 

36 タロイモやキャッサバなどが作られる、必要な面積だけ森林を焼き払い、その灰を肥料
にして作物を作る農業の形態を、何農業というでしょう？ 

焼畑農業 

37 メンバーのイニシャルから 1 文字ずつ取ってつけられた、『We never give up!』『SHE! 
HER! HER!』などのシングルで知られる、ジャニーズ事務所のアイドルユニットは何で
しょう？ 

Kis-my-Ft2 

38 ボスニア・ヘルツェゴビナの首都で、第一次世界大戦が勃発するきっかけとなった皇太
⼦暗殺事件が起こった都市としてよく知られるのはどこでしょう？ 

サラエボ 
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39 ラグビーは大きくラグビーユニオンとラグビーリーグの 2 種類に分けられますが、この
うち日本でおなじみのラグビーユニオンでは、1 チームの人数は何人でしょう？ 

15 人 

40 ひとつのことをがむしゃらに⾏うことを、漢数字の「⼆」を 2 回使った四字熟語で何と
いうでしょう？ 

遮⼆無⼆（しゃにむに） 

 

―以上― 


