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■1R/3R/6R/決勝 早押しクイズ共通問題 

 
# 
 
1 

問題 
 
⾚じそと⻘じそを分ける基準はこれの含有量であり、梅⼲しの⾚⾊のもとになっている、
アントシアニン系の⾊素を何というでしょう？ 

解答 
 
シソニン 

2 ⼤相撲で、⼒⼠が仕切りに⼊る際に蹲踞の姿勢で拍⼿を打ち、⼿を左右に広げる動作を
「何を切る」というでしょう？ 

ちり（ちりちょうずも
○） 

3 保温やクッションの役目を果たす、子宮内で⾚ちゃんの周囲を満たす生ぬるい水のよう
な液体を、何というでしょう？ 

羊水（ようすい） 

4 パレスチナの港町・ガザで作られた織物が用いられたことに由来する、傷口を押さえる
のに使われる薄い布地を何というでしょう？ 

ガーゼ 

5 オセロで、打つと不利になる、四隅からひとつ内側のマスのことを特に何というでしょ
う？ 

星 

6 地下鉄の海外での呼び名で、シンガポール、台湾、バンコクに共通するアルファベット
３文字は何でしょう？ 

MRT 

7 世界遺産の 3 つの種類のうち、今年 6 月に登録されることが決定した富⼠山は、どれに
該当するでしょう？ 

文化遺産 

8 ヘブライ語で「胎児」という意味がある、ユダヤ教の⾔い伝えに登場する泥⼈形で、RPG
ではしばしば⼤きな体で⼒の強いモンスターとして描かれるのは何でしょう？ 

ゴーレム 

9 ⾞の前席のサンバイザーの裏側に装着される、化粧用の鏡のことを「（何）ミラー」とい
うでしょう？ 

バニティ・ミラー(Vanity 
Mirror) 

10 『侍戦隊シンケンジャー』のシンケンレッド役や『梅ちゃん先生』のヒロインの夫・信
郎（のぶお）役、そして映画『ツナグ』の主演・渋谷歩美役を演じた、今話題の俳優は
誰でしょう？ 

松坂桃李（まつざか・と
おり） 

11 法律用語で、ある⼀定の事実状態が⻑時間継続した場合、真実の法律関係に合致するか
否かに拘らず、権利の取得や消滅を認める制度のことを、漢字２字で何というでしょう？ 

時効 

12 藤原為家（ふじわらのためいえ）の妻であった⼈物で、夫の死後に書いた宮廷⼥流日記
『⼗六夜日記』で知られるのは誰でしょう？ 

阿仏尼（あぶつに） 

13 ロシア語で「命の水」という意味のお酒はウォッカですが、ラテン語で「命の水」とい
う意味をもつ、ジャガイモを主原料とした蒸留酒は何でしょう？ 

アクアビット 
（Aquavit） 

14 野球用語なら「ストップ」、電気回路なら「サーキット」、イチゴが乗っている洋菓子な
ら「ケーキ」といえば、共通して前につく⾔葉は何でしょう？ 

ショート(short) 

15 その⼤きさは⼆つの物体の質量の積に⽐例し距離の 2 乗に反⽐例する、ニュートンが発
⾒した、すべての物体間に作用する引⼒を何というでしょう？ 

万有引⼒ 

16 テーブルトーク RPG『クトゥルフの叫び声』から広まった、正気度を表すパラメーター
のことを、英単語の Sanity を略して何というでしょう？ 

SAN 値（さんち） 

17 百田尚樹の小説『海賊と呼ばれた男』の主⼈公、国岡鐵造（くにおか・てつぞう）は、
何という会社の創業者をモデルとしているでしょう？ 

出光興産（出光） 

18 サイコロの出目を競うカジノゲームの１つで、サイコロを２個ふり、その和が７か１１
になれば投げ⼿が勝ちになるゲームを何というでしょう？ 

クラップス（フラップ
ス） 

19 国連海洋法条約第 33 条で規定されている、領⼟の基線から 24 海⾥までの範囲にある水
域のことを、「(何)水域」というでしょう？ 

接続水域 

20 ⼥優・⻑澤まさみの⽗・⻑澤和明（ながさわ・かずあき）は、J リーグのどのクラブの初
代監督を務めた⼈物でしょう？ 

ジュビロ磐田 
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21 アメリカのメジャーリーグにおいて、アメリカンリーグとナショナルリーグの優勝チー
ム同⼠が全米 No.1 の座をかけて争う⼤会を何というでしょう？ 

ワールドシリーズ 

22 インドネシア語で「紅白」という意味がある通り⾚と白の⼆⾊からなる、インドネシア
国旗の別名は何でしょう？ 

メ ラ プ テ ィ (Merah 
Putih) 

23 上がとがり、左右が次第に張り広がった形のことを、スギの⽊がそびえたつ様子に⾒⽴
てて何というでしょう？ 

杉なり 

24 ⾃動⾞の表⽰メーターで、⾛⾏速度を表すのはスピードメーターですが、⾞輪の回転速
度を表すのは何メーターでしょう？ 

タコメーター 

25 英語ではダイエタリー・ファイバーという、穀物の外⽪や⾖類、菜っ葉などに多く含ま
れ、整腸作用がある繊維のことを何というでしょう？ 

食物繊維 

26 東⼤寺の正倉院や唐招提寺（とうしょうだいじ）の宝蔵（ほうぞう）などにみられる、
⽊材を井桁（いげた）に組んで外壁とした建築を何というでしょう？ 

校倉（あぜくら）造り 

27 国会で予算や法律を審議するときに、利害関係者や学識経験者などを招いて意⾒を聞く
ために開かれる会を、⼀般に何というでしょう？ 

公聴会 

28 映像や音声、制御信号を 1 本のケーブルで伝送できる、デジタル家電に広く採用されて
いるインタフェースのことを、High Definition Multimedia Interface を略して何とい
うでしょう？ 

HDMI 

29 ⼊⼿しやすく、融点が -12.6℃ と低いため、⾞の不凍液としてよく用いられる、分子式 
C2H6O2 で表される溶液は何でしょう？ 

エチレングリコール 

30 道の日、宿の日、帽子の日、焼き鳥の日、パレットの日は、いずれも何月何日に設定さ
れている記念日でしょう？ 

8 月 10 日 

31 外出先の⽅角の吉凶を占い、その⽅角が悪いと⼀旦別の⽅向へ出かけ、悪い⽅角へ⾏く
のを避けたという、陰陽道に基づいて平安時代以降⾏われていた風習は何でしょう？ 

⽅違え（かたたがえ）or
⽅忌み（かたいみ） 

32 年間で 120 億トンも移動しているといわれる、貨物船が船を安定させるために重しとし
て積み込む水のことを、「底荷」という意味の英語から「（何）水」というでしょう？ 

バラスト水 

33 ギターなどの弦楽器でネックに設けられる、弦を抑える場所を⽰す突起のことを何とい
うでしょう？ 

フレット 

34 ギリシャ神話の精霊・ニンフに由来して命名された、1949 年に発⾒された海王星の第 2
衛星は何でしょう？ 

ネレイド 

35 乾電池の呼び⽅で、「単１」「単２」などというときの「単」とは何という⾔葉を略した
ものでしょう？ 

単位 

36 ボールを持ったまま前転し、その反動を利用してボールを遠くまで投げる、サッカーの
スローインの⽅法は「(何)スロー」でしょう？ 

ハンドスプリングスロ
ー（フリップスロー） 

37 陸上競技の障害競⾛に使われる２種類の障害とは、ハードルと何でしょう？ 水濠（すいごう） 

38 スポーツ選⼿によくみられる、骨の同じ場所に繰り返し⼒がかかることで骨折に⾄るこ
とを「(何)骨折」というでしょう？ 

疲労骨折 

39 バトルロットやマジックロットと呼ばれるダイスとビーストカードを駆使し 3vs3 の
デッキで競われる、昨年 9 月にタカラトミーから発売され子供たちに⼈気の玩具を何と
いうでしょう？ 

ビーストサーガ 

40 ナイル川の氾濫防⽌と灌漑用水を確保するため、エジプト南部に作られた、当時の⼤統
領の名前が付けられた⼤規模なダムの名前は何でしょう？ 

アスワンハイダム 

41 知的財産権のひとつで、物品のデザインを独占的に所有できる権利のことを、「何権」と
いうでしょう？ 

意匠権（いしょうけん） 

42 ⼀般に、信号機の故障を通報したい場合は、何番へかければ良いでしょう？ 110 番 
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43 吉野家やすき家で「牛丼」と呼ばれるメニューのことを、松屋では何というでしょう？ 牛めし 

44 単位の接頭辞で、10 の 6 乗は「メガ」といいますが、10 の-6 乗は何というでしょう？ マイクロ（μ） 

45 ドイツ語で「仕事」という意味があるのはアルバイトですが、フランス語で「仕事」と
いう意味がある、転職情報誌の名前にもなっている⾔葉は何でしょう？ 

トラバーユ(Travail) 

46 動物が⾃分の存在や縄張りを⽰すために、尿をかけたり⽪膚をこすりつけたりして、匂
いを残す⾏動のことを何というでしょう？ 

マーキング 

47 低迷が続くグラビア業界に風⽳（ふうけつ）をあけようと今年 5 月に結成された、デビ
ューソング『chuchu ダーリン!』で知られるグラビアアイドル 5 ⼈組の音楽ユニットは
何でしょう？ 

ミルキー☆クラウン 

48 アメリカの州で、メキシコに国境を接している４つの州とは、カリフォルニア州、アリ
ゾナ州、ニューメキシコ州と何州でしょう？ 

テキサス州 

49 フィンランドの国⺠は、⾃らの国のことを「フィンランド」とは呼ばずに、「湖沼」(こ
しょう)という意味がある何という名前で呼んでいるでしょう？ 

スオミ 

50 ⾖乳を加熱したときにラムスデン現象によってつくられる、京都市の伝統料理として有
名な精進料理のひとつといえば何でしょう？ 

湯葉 

51 ラテン語で「揚げ物」を意味する名前の通り、 泡⽴てた卵白や小⻨粉などを用いた衣を
つけ、材料をふんわりと揚げた料理のことを何というでしょう？ 

フリッター 
（フリットも○） 

52 俳句の季語で、春には笑い、夏には したたり、秋には装い、冬には眠ると表現されるも
のは何でしょう？ 

山 

53 漫画で、『うそつきなジェミニ』『しっぷうどとう』『しなこいっ』『BAMBOO BLADE』
といったら、いずれもどんな武術を扱った漫画でしょう？ 

剣道 

54 日本⼀広い⾯積を持つ奈良県にある村で、作家の⻄村京太郎が小説の主⼈公の名前にし
たことで知られるのはどこでしょう？ 

⼗津川村（とつかわむ
ら） 

55 スイスとイタリアの国境にあるサン･ベルナール修道院で飼われていたことから名付け
られた、遭難者の救助によく利用される⽝の種類は何でしょう？ 

セントバーナード 

56 ケッペンの気候区分による A 気候から E 気候までのうち、北半球にしか存在しないのは
何気候でしょう？ 

D 気候 

57 歌舞伎の音響効果で、雪がしんしんと降っているときに使われる楽器は何でしょう？ 太鼓 

58 欧米では「ペットグルーマー」と呼ばれている、ペットの⽑や⽖の⼿⼊れを⾏うペット
の美容師のことを何というでしょう？ 

トリマー 

59 現在の熊本市にある「霊巌洞」（れいがんどう）にこもって『五輪書』を執筆したことで
知られる、江⼾時代の剣豪といえば誰でしょう？ 

宮本武蔵 

60 ガンホーのモバイルゲーム『パズル＆ドラゴンズ』で、タテ・ヨコに 3 つ以上繋げると
消える 6 種類のパズルブロックのことを、何というでしょう？ 

ドロップ 

61 アニメのタイトルで、「銀河鉄道」といえば「999（スリーナイン）」ですが、「銀河漂流」
といえば後に続く⾔葉は何でしょう？ 

バイファム 

62 複数の数値データがあったとき、各要素とそのデータの平均との差を 2 乗したものの平
均と定義される値で、これのルートをとったものが標準偏差になるのは何でしょう？ 

分散 

63 Web ブラウザのひとつ「Internet Explorer」のアイコンに描かれている小文字のアルフ
ァベットは何でしょう？ 

e(イー) 

64 音楽の譜⾯において、同じ⾼さの音符をつないだ曲線をタイというのに対し、異なる⾼
さの音符をつないだ曲線を何というでしょう？ 

スラー 

65 元禄 4 年 4 月 18 日から 5 月 5 日までの間、別荘・落柿舎（らくししゃ）に滞在した松
尾芭蕉が記した文芸性に富む日記の名前は何でしょう？ 

『嵯峨日記』（さがにっ
き） 
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66 「1/f ゆらぎ」や「FM ラジオ」というときの F とは、何という英単語の略でしょう？ Frequency(フリーケン
シー) 

67 アーサー・ミラーの戯曲『るつぼ』を題材とし、⼥中のアビゲイルが仕向けた魔⼥狩り
をテーマとした 1996 年公開のアメリカ映画は何でしょう？ 

『クルーシブル』 

68 1922 年にアメリカのポプロウスキーが⼤好物のミルクセーキを作るために発明した、食
材を粉砕して混ぜ合わせる調理器具は何でしょう？ 

ミキサー（ブレンダー） 

69 アメリカ初の⼥性宇宙⾶⾏⼠、サリー・ライドが初めて宇宙に出た時の第⼀声に出てき
た、ディズニー・ランドにおける最⾼級のアトラクションチケットは「何チケット」で
しょう？ 

E チケット 

70 童謡『おもちゃのチャチャチャ』の歌詞に登場する「なまりのへいたい」が「トテチテ
タ」と吹く楽器は何でしょう？ 

ラッパ 

71 朝鮮最後の王朝・李（り）の時代に存在したといわれる軍艦の⼀種で、ある海の生き物
に似せて作られているものといえば「何船」でしょう？ 

 
⻲甲船（きっこうせん） 

72 宿泊施設において、石鹸やシャンプーなど、当日の宿泊客が基本的に使い捨てるものを、
和製英語で（何）グッズというでしょう？ 

アメニティグッズ 

73 フランスの画家で、代表作に『招待』『花摘む少⼥』『ココ・シャネル嬢の肖像』『接吻』
があるのは誰でしょう？ 

マリー・ローランサン 

74 蝶結び、あわび結び、結び切りなどの種類があり、祝儀袋や結納品などにかけられる、
⾦、銀、⾚、白などの紐でできた飾りは何でしょう？ 

水引 

75 個⼈や法⼈が所有する私有林や都道府県・市町村が保有する公有林のことを、国有林に
対して何というでしょう？ 

⺠有林 

76 フジテレビ系列で放送されたクイズ番組から広まった、特定のジャンルに特化したクイ
ズのことを、「狂信的な」という意味の英語から「何クイズ」というでしょう？ 

カルトクイズ 

77 フランス語で「上下対称」という意味がある、昭和 47 年に発⾏された札幌冬季オリンピ
ック記念切⼿のように、隣り合う切⼿の向きを変えて印刷された切⼿を何というでしょ
う？ 

テートベッシュ 

78 1949 年の夏の甲子園で負けた小倉中学校の福嶋⼀雄（ふくしま・かずお）が最初に⾏っ
てから伝統化したとされる、甲子園で負けた⾼校球児たちが⾏うことは何でしょう？ 

甲子園の⼟を持ち帰る 
（⼤意合っていれば○） 

79 イタリアのサッカー監督、アリゴ・サッキが考案したとされる、相⼿選⼿それぞれをマ
ークし、積極的にプレッシャーをかける守備戦術のことを、何というでしょう？ 

ゾーンプレス 

80 ある⾃然現象の名前がつけられている、ケチャップとマヨネーズを混ぜて作ったソース
のことを「(何)ソース」というでしょう？ 

オーロラソース 

81 問題を⾃ら起こしておきながら、⾃分がそれを解決することで、利益や名誉などを得る
という意味の和製英語は何でしょう？ 

マッチポンプ 

82 スポーツの国際⼤会において設置されることが多い、試合終了後に選⼿がメディアの取
材を受けるエリアのことを、「(何)ゾーン」というでしょう？ 

ミックスゾーン 
（メディアミックスゾ
ーン） 

83 架空の⼈物でありながら昨年 11 月にレシピ本を出版した、漫画『ONE PIECE』に登場
する⻨わら海賊団の名コックは誰でしょう？ 

サンジ 

84 フランス語で「冒険」という意味がある、男⼥の隠れた出会いなどを意味する⾔葉は何
でしょう？ 

アバンチュール 

85 音楽グループ・RIP SLYME のメンバーで、蛯原友⾥を妻に持つのは ILMARI（イルマ
リ）ですが、⼤塚愛を妻に持つのは誰でしょう？ 

SU（スー） 

86 慣用句で、質問・非難などを受ける⽴場に⽴つことを、ある武器の名前を使って「何に
⽴つ」というでしょう？ 

⽮⾯（やおもて）に⽴つ 

87 2000 年 4 月に改正された道路交通法によって 6 歳未満の幼児を⾃動⾞に乗⾞させる場
合に使用が義務付けられた、安全性を重視した子供用の座席を何というでしょう？ 

チャイルドシート 
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88 第⼆次世界⼤戦中にヨーロッパ各地で起こった「レジスタンス運動」とは、どこの国の
侵略に対する抵抗運動だったでしょう？ 

ナチス・ドイツ 

89 ⼼と⾏為の浄化を意味する「ブラフマーチャーリヤ」を信条とし、非暴⼒・不服従の精
神を生涯貫き通した、インド独⽴の⽗といえば誰でしょう？ 

マハトマ・ガンジー 

90 航空連合のひとつで、代表的な加盟会社に「スカンジナビア航空」「ルフトハンザ航空」
「ユナイテッド航空」「全日空」があるのはどこでしょう？ 

スター・アライアンス 

91 1793 年の今日、8 月 10 日にフランスのパリでオープンした、現在ではモナリザやミロ
のヴィーナスなど有名な絵画や彫刻が多数所蔵されている美術館は何でしょう？ 

ルーブル美術館 

92 日本の洋画家で、代表作に『姉妹併座図（しまいへいざず）』『雲中天壇（うんちゅうて
んだん）』『北京秋天（ぺきんしゅうてん）』『紫禁城』があるのは誰でしょう？ 

梅原龍三郎（うめはら 
・りゅうざぶろう） 

93 映画『ジャンヌ・ダルク』や『バイオハザード』シリーズで主演を務めた、ウクライナ
出⾝の⼥優は誰でしょう？ 

ミラ・ジョヴォヴィッチ 

94 イギリスの海賊、キャプテン・キッドがこの島に財宝を隠したという⾔い伝えがある、
トカラ列島に浮かぶ⿅児島県の島はどこでしょう？ 

宝島 

95 そのデザインは 3 ⼈の聖⼈、セントジョージ、セントアンドリュース、セントパトリッ
クの⼗字架を組み合わせてできている、イギリスの国旗は何でしょう？ 

ユニオンジャック 
（ユニオンフラッグ） 

96 『もったり あんぜりか。』というブログを運営する⼥性声優で、代表作に『夢⾊パティ
シエール』の天野いちご役や『魔法少⼥まどか☆マギカ』の⿅目まどか役があるのは誰
でしょう？ 

悠⽊碧（ゆうき・あおい） 

97 経営戦略を⽴てるために、⾃社の強みと弱み、競争環境の機会と脅威という 4 つの要素
により、⾃社を分析・評価する⼿法のことを、アルファベット 4 文字で「何分析」とい
うでしょう？ 

SWOT 分析 
（TOWS 分析も○） 

98 検察官のバッジの別名にもなっている、権威や刑罰などがとても厳格であることを⽰す
四字熟語は何でしょう？ 

秋霜烈日（しゅうそうれ
つじつ） 

99 トライアスロンのオリンピック・ディスタンスにおいて、スイム、バイク、ランの距離
を合計すると何キロメートルになるでしょう？ 

51.5km 
(1.5+40+10) 

100 阪神タイガースの往年のスラッガーで、「物⼲し竿」と呼ばれる⻑いバットで⼈気者とな
った初代ミスタータイガースといえば誰でしょう？ 

藤村富美男（ふじむら・
ふみお） 

101 代表作に『北満州の密林物語』『牝⻁（めとら）』『樹海に生きる』『偉⼤なる王（ワン）』
がある、ロシアの作家は誰でしょう？ 

ニコライ・バイコフ 

102 サスケハナ号という船にのって、日本の浦賀港へやってきて開国を要求した、アメリカ
合衆国の海軍⼈といえば誰でしょう？ 

ペリー 

103 ⼀般的な⼀眼レフカメラでは 95％前後のものが多い、ファインダーから⾒える範囲に対
する実際にフィルムに写る範囲の⽐率を、「（何）率」というでしょう？ 

視野率 

104 松田聖子のアルバム、堀⾠雄（ほり・たつお）の小説、そして宮崎駿監督の映画に共通
する名前は何でしょう？ 

『風⽴ちぬ』（かぜたち
ぬ） 

105 「ジョーゴ」と呼ばれる組み⼿を基本に、お互いに呼吸を合わせて技を出し合う、ブラ
ジル発祥の格闘技といえば何でしょう？ 

カポエィラ 

106 マニキュアを⽖全体に塗った後、⽖先だけを白く縁取る塗り⽅のことを、ある国の名前
を使って何というでしょう？ 

フレンチネイル 

107 ギリシャ語の「華麗」を意味する⾔葉からその名をつけた古代ローマの都市で、⻄暦 79
年にベスビオ⽕山の噴⽕によって埋没した「幻の都市」といえばどこでしょう？ 

ポンペイ 

108 チェスの初⼿で、プレイヤーが動かせる２種類の駒は、ポーンと何でしょう？ ナイト 

109 パズルゲーム『ぷよぷよ』で、連鎖の数や⼀度に消すぷよの数が多いほど相⼿に多く送
り込むことができる、透明なぷよといえば「(何)ぷよ」でしょう？ 

おじゃまぷよ 
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110 「共に年をとり、死んだら同じ墓に⼊る」という意味がある、夫婦が仲睦まじく連れ添
う様子を表す四字熟語は何でしょう？ 

偕⽼同⽳（かいろうどう
けつ） 

111 板東英⼆が甲子園出場時に樹⽴し、今も破られていない「83」とは、何の数字でしょう？ （最多）奪三振 

112 現在はラフ・シモンズ、クリス・ヴァン・アッシュがデザイナーを務めている、星形を
モチーフとした作品が多いことで有名なフランスのファッションブランドは何でしょ
う？ 

クリスチャン・ディオー
ル 

113 「ふぐの刺⾝」はもちろん⿂のふぐを使った刺⾝ですが、それよりは庶⺠的な「山ふぐ
の刺⾝」といえば、どんな食べ物を使った刺⾝のことでしょう？ 

こんにゃく 

114 アベノミクスの要である⾦融緩和、財政出動、成⻑戦略の３つの柱のことを、⽑利元就
の逸話にちなんで何というでしょう？ 

三本の⽮ 

115 フランス語で「放浪者」という意味がある、剣豪・宮本武蔵の半生を描いた井上雄彦（い
のうえ・たけひこ）の漫画は何でしょう？ 

バガボンド(vagabond) 

116 円周率は、円周の⻑さを、その円の何で割って求めることができるでしょう？ 直径 

117 衆議院の解散、国会の召集、内閣総理⼤⾂や最⾼裁判所の⻑たる裁判官の任命など、憲
法上定められた、天皇が⾏う⾏為のことを何というでしょう？ 

国事⾏為 

118 元素の周期表で、原子番号 2、10、18、36、54、86 の元素に共通する、化学的に安定
かつ不活性な性質を持つ元素の総称は何でしょう？ 

希ガス 

119 漫画『ドラえもん』で、のび太がテストで 100 点を取ったことのある唯⼀の教科は何で
しょう？ 

算数 
（数学もおまけで○） 

120 「ANDY'S」「Little Kiss」「野猿」といったユニット名で音楽活動を⾏っていたこともあ
る、とんねるずのメンバーは誰でしょう？ 

石橋貴明（いしばし・た
かあき） 

121 トランプゲーム「ハーツ」において獲得するべきではないカードといえば、ハートの全
カードとスペードの何でしょう？ 

クイーン（Q） 
(12 も○） 

122 背泳ぎとクロールでのみ⾏われる、水泳で、水中で体を回転させ、⾜でタッチを⾏う素
早いターンのことを何というでしょう？ 

クイックターン 

123 1950 年代にデンマークで初めて提唱された、障がい者と健常者が分け隔てなく普通に共
存できる社会を目指す運動を何というでしょう？ 

ノーマライゼーション 

124 主に外食産業で、近隣の店舗や他業種と、割引券の配布などで協⼒関係を築くことを、「結
びつく」という意味の英語から何というでしょう？ 

タイアップ(tie up) 

125 小説家の清岡卓⾏（きよおか・たかゆき）によって考案された、日本のプロ野球に 
おいて、1 試合中に 3 安打以上を記録した選⼿に対して与えられる賞は何でしょう？ 

猛打賞（もうだしょう） 

126 経済学者の「ケネー」、政治家の「オランド」、画家の「ミレー」に共通するファミリー
ネームは何でしょう？ 

フランソワ 

127 ウルトラマンなら 22000、ドラえもんなら 77.3 になるものの、標準は 22 が理想と
されている、⾝⻑からみた体重の割合を⽰す指数を、アルファベット 3 文字で何という
でしょう？ 

BMI 

128 布都御魂⼤神（ふつのみたまのおおかみ）を主神としてまつる奈良県天理市にある神社
で、国宝に指定されている拝殿があるのはどこでしょう？ 

石上神宮（いそのかみじ
んぐう） 

129 有森裕子や⾼橋尚子をオリンピックでの⼊賞に導いたことで知られ、現在は佐倉（さく
ら）アスリート倶楽部の代表取締役に就いている⼈物は誰でしょう？ 

小出義雄（こいで・よし
お） 

130 弱い者が⾝の程をわきまえず強い者に⽴ち向かうことから転じて、どうにもならないこ
とを、ある生き物を使って「（何）の地団駄」というでしょう？ 

泥鰌（どじょう） 

131 ドラゴンクエストシリーズで、通常のスライムの下の部分から無数の触⼿が生え、クラ
ゲのような姿をしているスライム属の⼀種といえば何でしょう？ 

ホイミスライム 
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132 ずばり、「⼆兎を追うものは⼀兎をも得ず」と反対の意味を持つ四字熟語は何でしょう？ ⼀石⼆鳥 or ⼀挙両得 

133 代表作に『平⺠の目さまし』『非開花論』『⺠約訳解』『三酔⼈経綸問答』（さんすいじん
けいりんもんどう）がある明治時代の思想家で、「東洋のルソー」と称されたのは誰でし
ょう？ 

中江兆⺠ 

134 ゴルフで、打ったボールが深いラフやバンカーに⼊ってしまい、脱出が困難であると判
断したとき、1 ストロークのペナルティと引換えに救済を受けられるルールを何という
でしょう？ 

アンプレイアブル 
(unplayable) 

135 ドイツの法学者・ラートブルフによって提唱された、宗教的や政治的な思想に基づいて
なされる犯罪のことを、「(何)犯」というでしょう？ 

確信犯 

136 漆器の表⾯に漆で絵や文字を描き、その上から⾦粉や銀粉などを付着させる技法を何と
いうでしょう？ 

蒔絵（まきえ） 

137 「⼲菓子」といったら煎餅（せんべい）などの水分を含まないお菓子を指しますが、「水
菓子」といったら本来、何のことを指すでしょう？ 

果物(果実類、フルーツ） 
※ようかんなどは×（本
来は誤用） 

138 テレビ番組や映画、ゲームなどの中で、企業の製品やサービスを登場させることで、消
費者に⾃然な形で宣伝するプロモーション⼿法のことを何というでしょう？ 

プロダクト・プレイスメ
ント(PP) 

139 「主体性を発揮する」「目的を持って始める」「重要事項を優先する」「Win-Win を考え
る」「理解してから理解される」「相乗効果を発揮する」「刃を研ぐ」の７つからなる、コ
ヴィー博⼠のベストセラーは何でしょう？ 

『７つの習慣』 

140 『脅迫者は射たない』で初登場し、その後『⻑いお別れ』『湖中の⼥』『⼤いなる眠り』
など、レイモンド・チャンドラーの推理小説に数多く登場した私⽴探偵は誰でしょう？ 

フィリップ・マーロウ 

141 熱湯の中に生卵を割りいれてゆでた料理のことを、「落とし卵にする」という意味の英語
から「(何)エッグ」というでしょう？ 

ポーチドエッグ 

142 ロシア革命前後のコサック社会の変遷を描いたショーロホフの代表作と、昼はサラリー
マンで夜は暴⼒団総⻑という男性の生き様を描いた新田（にった）たつおの漫画に共通
するタイトルは何でしょう？ 

『静かなるドン』 

143 おもに平安時代から鎌倉時代にかけて、⺟親になりかわって授乳し、子育てをする⼥性
のことを何といったでしょう？ 

乳⺟（うばめのと） 

144 居酒屋チェーンを展開する「モンテローザ」がその⽕付け役となった、⼥性だけで語り
合う宴会のことをさす⾔葉は何でしょう？ 

⼥子会 

145 『汝は⼈狼なりや？』のゲーム中でたびたび聞かれ、アルファベット 2 文字で「CO」と
略される、それまで秘密にしていた事実を公表することを英語で何というでしょう？ 

カミングアウト 

146 ⽗にディープインパクト、⺟にキャットクイルを持つ日本の競⾛⾺で、武豊が騎乗し今
年(2013 年)の日本ダービーを制したのは何でしょう？ 

キズナ 

147 漢字では「斑の猫（まだらのねこ）」と書く、⼈が近づくと前へと⾶ぶ習性があることか
ら「道教え」とも呼ばれる昆虫は何でしょう？ 

ハンミョウ 

148 洗剤をすすいだあとの衣類に溶け込み、脱水することで繊維に柔らかさや香りを与える
溶剤で、ハミングやソフランなどの商品名がよく知られるのは何でしょう？ 

柔軟剤（ソフト剤、ソフ
ター） 

149 磁場エネルギーで水分子を振動させ過冷却することで、⾁や⿂の組織を破壊することな
く冷凍させることを可能としたシステムのことを、アルファベット 3 文字で何というで
しょう？ 

CAS（キャス） 
(Cells Alive System) 

150 日本語では「航空機誘導員」という、空港でパイロットに合図を送り、⾶⾏機を所定の
位置まで誘導する⼈のことを英語で何というでしょう？ 

マーシャラー 
(marshaller) 

151 ローストビーフに最適であることからそう呼ばれる、牛⾁や豚⾁の肩から腰にかけての
背⾁の部分のことを何というでしょう？ 

ロース 

152 かつてはクリエイター集団「グループ SNE」に所属していたライトノベル作家で、代表
作に、アニメ化された『魔法戦⼠リウイ』や『ロードス島戦記』があるのは誰でしょう？ 

水野良（みずの・りょう） 
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153 レスラーの間では「ツリパン」と呼ばれる、体にぴったりフィットした上下⼀体型のレ
スリングのユニフォームのことを、英語で何というでしょう？ 

シングレット 

154 現在では「交番」と呼ばれる警察官が交代で勤務する所をさす⾔葉で、漫画「こち⻲」
の正式名称に使われているのは何でしょう？ 

派出所 

155 規律や統制もなく、ただ寄り集まっただけで、何の役にも⽴たない群衆のことを、鳥に
たとえて何というでしょう？ 

烏合の衆（うごうのしゅ
う） 

156 世界初のプラネタリウムを設計･製作したことでも知られる、ドイツの都市･イェーナで
創業した世界最⼤規模のレンズメーカーは何でしょう？ 

カール・ツァイス 

157 ぶどう酒と⾊が似ていることから、ローマ神話の酒の神・バッカスの名をとって「バッ
カスストーン」ともいい、日本語では「紫水晶」という２月の誕生石は何でしょう？ 

アメジスト 

158 地質学では、粒の⼤きさが 256 分の 1mm 以上で 16 分の 1mm 以下のものをさす、砂
よりも小さく粘⼟よりも粗いものを何というでしょう？ 

シルト 

159 会話において沈黙を埋めるために使われる「えーと」や「あのー」といった発話のこと
を、「詰め物」という意味の英語から特に何というでしょう？ 

（ポーズ）フィラー 

160 読売新聞社が提供している情報サイト『⼤⼿小町』の投稿コーナーで、⼥性を対象にし
ており、⾚裸々な悩みや本音が多く⾶び交うことで有名なのは何でしょう？ 

発⾔小町 

161 オランダ語で「飼いならせない」という意味の⾔葉に由来する、元気で男勝りな⼥性を
指す表現は何でしょう？ 

お転婆（おてんば） 

162 ロマネスカと呼ばれる独特の旋律を持ち、ヘンリー8 世が恋⼈のアン・ブーリンのため
に作曲したとされる、「緑の袖」という意味のイングランド⺠謡は何でしょう？ 

グリーン・スリーブス
(Greensleeves) 

163 ある症状が起こったとき、それを鎮めるためにそのとき⼀度だけ服用する薬のことを特
に何というでしょう？ 

頓服（薬） 

164 旭化成パックスにより開発され特許化されている、「どこからでも切れます」と書かれて
いることでおなじみの、切り口をいれずにどこからでも切れる包装を何というでしょ
う？ 

マジックカット 

165 テニスやゴルフ、野球などで、降⾬や日没のために試合を⼀時中断し、日を改めて続き
を⾏うことを何というでしょう？ 

サスペンデッド（ゲー
ム） 

166 山形県寒河江（さがえ）市で毎年 6 月に開催される⼤会は、どんな果物の種を吹き⾶ば
してその⾶距離を競う⼤会でしょう？ 

さくらんぼ 

167 電⾞ではここに⼿を引き込まれる事故が多発している、ドアが開いたときに、ドアを引
き込むスペースのことを何というでしょう？ 

⼾袋（とぶくろ） 

168 スポーツで選⼿が反則を犯したときに審判が出すもので、サッカーで出して⽰すのは 
イエローカードですが、アメリカンフットボールで出して投げるものは何でしょう？ 

イエローフラッグ 

169 結婚式やパーティーなど格調⾼い式典の時に⾏う、ポケットチーフなどを折り、３つの
角を胸ポケットから⾒せる挿し⽅のことを何というでしょう？ 

スリーピークス 

170 日本語では「角膜矯正療法」という、睡眠の際に専用のコンタクトレンズを装着するこ
とで視⼒の回復をはかる⽅法のことを、何というでしょう？ 

オルソケラトロジー 
(「オサート」もおまけで
○）。 

171 プッチーニのオペラ『トゥーランドット』の登場⼈物である 3 ⼈の⼤⾂の名に由来する、
フジテレビで子供向けに放送されダブルミリオンを記録した体操のタイトルは何でしょ
う？ 

ピンポンパン体操 

172 平安時代、現在の岩⼿県に胆沢城（いさわじょう）や志波城（しわじょう）を築いた、
第 2 代の征夷⼤将軍となったことでも知られる⼈物は誰でしょう？ 

坂上田村⿇呂（さかのう
えのたむらまろ） 

173 1984 年の今日、8 月 10 日に生まれた俳優で、ドラマ『逮捕しちゃうぞ』や『ごくせん』
でブレイクを果たし、最近では「MOCO's キッチン」の担当で知られるのは誰でしょう？ 

速水もこみち 

174 ダーツで、301 や 501 などのあらかじめ決められた点数を最初にゼロにしたプレイヤー
が勝利となるゲームを何というでしょう？ 

０１（ゼロワン、オウワ
ン） 
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175 繁栄の中にも常に危険がつきまとうことを、ギリシャ神話の故事に因んで「何の剣」と
いうでしょう？ 

ダモクレス 

176 オランダ語で「平らな板」という意味があり、デモや⾏進で主義・主張を明記し頭上に
掲げて使う板を何というでしょう？ 

プラカード 

177 バーンスタイン作曲のミュージカル『ウエスト・サイド・ストーリー』で、ジェット団
と対⽴している非⾏グループは「(何)団」でしょう？ 

シャーク団 

178 井上ひさしや吉野作造、宮沢賢治らが習得者として知られる、あらゆる⼈が学びやすい
ようにザメンホフ博⼠によって開発された⼈工⾔語は何でしょう？ 

エスペラント語 

179 現在のところ、日本で唯⼀医薬品として認定されている、⼤正製薬が発売する育⽑剤と
いったら何でしょう？ 

リアップ 

180 水以外の溶剤で汚れ落としすることをドライクリーニングというのに対し、水と洗剤を
使ってクリーニングすることを英語で「(何)クリーニング」というでしょう？ 

ランドリー(laundry) 
クリーニング 

181 フランス最古の武勲詩『ローランの歌』で騎⼠ローランが所有する、岩をも切断するほ
ど切れ味が鋭い剣を何というでしょう？ 

デュランダル 

182 ⾃動⾞のブレーキにその原理が応用されている、「密閉された容器の中では、流体は均等
に各部に伝わる」という原理を、フランスの科学者の名から「(誰)の原理」というでし
ょう？ 

パスカルの原理 

183 『太鼓の達⼈』『beatmania』『pop'n music』などのように、リズムや音楽にあわせて
プレイヤーが操作するゲームのジャンルを、⼀般に何というでしょう？ 

音楽ゲーム（音ゲー） 

184 琉球語で「酸を食わせるもの」という意味があり、沖縄ではレモンの代わりとして使用
している、沖縄県特産のかんきつ類の果物を何というでしょう？ 

シークワーサー 

185 21 世紀に夏季オリンピックが開催された３つの都市とは、ロンドン、北京と、2004 年
のどこでしょう？ 

アテネ 

186 ダンツィヒ三部作といわれる『猫と鼠』『⽝の年』『ブリキの太鼓』で知られる、ドイツ
の作家といえば誰でしょう？ 

ギュンター・グラス 

187 完成すれば日本⼀⾼いビルとなる、⼤阪市阿倍野区（あべのく）に建設中、2014 年に完
成予定の超⾼層ビルの名称は何でしょう？ 

あべのハルカス 

188 来年(2014 年)1 月から単⼀通貨のユーロを導⼊することになったバルト三国のひとつ
で、首都をリガに置くのはどこでしょう？ 

ラトビア 

189 ⾊彩調和を科学的な観点から検討し、美度の計算法を確⽴させたアメリカの夫妻といえ
ば、夫のスペンサーと妻の誰でしょう？ 

ムーン 

190 「スローハンド」というニックネームで親しまれているイギリスのギタリストで、『Tears 
in Heaven』、『Change the world』、『いとしのレイラ』などの曲で知られるのは誰でし
ょう？ 

エリック・クラプトン 

191 英語で「キングクラブ」はタラバガニですが、「クイーンクラブ」はどんなカニのことで
しょう？ 

ズワイガニ 

192 ニュートンの運動⽅程式によると、物体に働く⼒は、その質量と何の積に等しいでしょ
う？ 

加速度 

193 フジテレビ系列の番組『めちゃ×2 イケてるッ！』の抜き打ち期末テストで成績が悪かっ
たメンバー7 名で結成され、シングル『ハステとワステ』をリリースした AKB48 の新
ユニットは何でしょう？ 

BKA48 

194 ダイヤモンド鑑定⼠の資格を持つという⼀⾯もあるタレントで、お茶の間では適当な発
⾔ぶりでよく知られており、著書に『適当論』があるのは誰でしょう？ 

⾼田純次（たかだ・じゅ
んじ） 

195 東京工業⼤学名誉教授の森政弘が提唱した、ロボットや生命体以外のものに対する、⼈
間の気持ちの変化を表したロボット工学上の概念を「何現象」というでしょう？ 

不気味の谷現象 

196 強い音も弱い音も⾃在に出せることからそう呼ばれる、ピアノの英語での正式名称は何
でしょう？ 

ピアノ・フォルテ 
（or フォルテ・ピアノ） 
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197 ボーカルの岸田が⼤の鉄道ファンで有名な、『ばらの花』『ワンダーフォーゲル』などの
楽曲をリリースしたロックバンドは何でしょう？ 

くるり 

198 英語の Mr. に当たるフランス語の敬称で、特に⼿品師のピエールやミュージシャンの 
かまやつひろし に対して良く使われることばは何でしょう？ 

ムッシュ 

199 現在はニューヨーク・ヤンキースに所属している、2007 年まで広島カープ、2011 年ま
でロサンゼルス・ドジャースに所属していた日本⼈投⼿は誰でしょう？ 

⿊田博樹（くろだ・ひろ
き） 

200 英語では「アニーリング」という、陶芸でガラスや⾦属などの内部のひずみを直すため、
１度熱してから徐々に冷やしていく処理法を何というでしょう？ 

焼きなまし 

201 ジョン・ケージの楽曲『4 分 33 秒』の３つの楽章に書かれている、楽章を通して休⽌す
ることを⽰す音楽用語は何でしょう？ 

TACET（タセット） 

202 ⼿口が多様化していることを受けて今年(2013 年) 5 月に警視庁の公募により決定した、
振り込め詐欺の新しい名称は何でしょう？ 

⺟さん助けて詐欺 

203 現在ではウィング⾼輪店の⼀店舗のみしか存在していない、家庭料理とパイを提供する
レストランチェーンで、ウェイトレスの制服が可愛いことで特に知られるのはどこでし
ょう？ 

アンナミラーズ 

204 釣り用語で、⿂が⼀匹も釣れなかったことを特に何というでしょう？ ボウズ 

205 国後島にある唯⼀の空港で、その名前は、元素の周期表を作成した科学者にちなんでい
るのは何でしょう？ 

メンデレーエフ空港 

206 東直己（あずま・なおみ）の小説で、『探偵は BAR にいる』『探偵はひとりぼっち』『消
えた少年』など、主⼈公の「俺」を視点に描いた探偵小説を「(何)探偵シリーズ」とい
うでしょう？ 

ススキノ探偵シリーズ 

207 今年(2013 年) 6 月にイギリスの企業が開発した「ドミコプター」とは、どんな食べ物
を無料で宅配するための無⼈ヘリコプターのことでしょう？ 

ピザ 

208 ボート競技のエイトにおける 9 ⼈目のメンバーである、舵を取り指⽰を与える⼈を何と
いうでしょう？ 

コックス 

209 活動再開の第⼀弾として、5 年ぶり、54 枚目となるニューシングル『ピースとハイライ
ト』が今月(8 月)7 日にリリースされた、ボーカル・桑田佳祐率いるロックバンドは何で
しょう？ 

サザンオールスターズ 

210 ⾼浜虚子(たかはま・きょし）に師事し、⼈間探求派と呼ばれた俳⼈で、「降る雪や 明治
は遠くに なりにけり」という句で知られているのは誰でしょう？  

中村草田男（なかむら・
くさたお） 

211 フランスの騎⼠ユーグらにより創設され、各地に城塞を築き⼗字軍の主⼒として 14 世紀
まで活躍した騎⼠団で、フランス王家への資⾦援助も⾏っていたのは何でしょう？ 

テンプル騎⼠団 

212 英語では「シニシズム」という、慣習や文化から独⽴した⾃然の生活を理想としたギリ
シャのキュニコス学派のことを、ある動物にたとえて「何主義」というでしょう？ 

⽝儒主義（けんじゅしゅ
ぎ） 

213 男⼥ 6 ⼈の共同生活で繰り広げられる友情や恋愛を追った、昨年 10 月にスタートした
フジテレビ系列のリアリティ番組は何でしょう？ 

テラスハウス 

214 胴がけ、糸巻き、りんどう、バチ⽪、駒などの部分からなる、津軽のものが有名な楽器
といえば何でしょう？ 

三味線 

215 2005 年 4 月に山之内製薬と藤沢薬品工業が合併し発⾜した、免疫抑制剤の「プログラ
フ」や過活動膀胱治療剤の「ベシケア」などの主⼒商品を持つ製薬会社はどこでしょう？ 

アステラス製薬 

216 デビッド・カッパーフィールドや引田天功、ナポレオンズのものが有名な、英語で「幻
想」や「幻影」といった意味がある、⼤掛かりなマジックを指す⾔葉は何でしょう？ 

イリュージョン 

217 派遣のタイプのひとつで、正社員になることを前提に、派遣社員として⼀定期間就業し
たあと、派遣先企業に正社員として雇用されるものを何というでしょう？ 

紹介予定派遣 

218 ゲルマン⺠族に伝わる叙事詩『ニーベルンゲンの歌』において、ジークフリートの唯⼀
の弱点であったのはどこでしょう？ 

背中 
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219 テキストエディタやペイントソフトなどで上書き保存のアイコンにその名残がみられ
る、現在ではほとんど使われていない記憶媒体は何でしょう？ 

フロッピーディスク 

220 世界に 47 か国ある島国のうち、島の数が 17000 以上と最も多く、島の総⾯積が最⼤な
のはどこの国でしょう？ 

インドネシア 

221 ⼤理石や⾙殻などの工芸品で、浮き彫りにしたものをカメオというのに対し、沈み彫り
にしたものを特に何というでしょう？ 

インタリオ 

222 電流の運び⼿としてホールが働く半導体を「p 型半導体」というのに対し、電流の運び
⼿として⾃由電子が働く半導体を「何型半導体」というでしょう？ 

n 型半導体 

223 ゴルフ用語で、プレーヤーとカップの間にある⽊や他⼈のボールなどの障害物のことを、
「ハザード」と区別して何というでしょう？ 

スタイミー(stymie) 

224 「つくもや」「つづらおり」をそれぞれ漢字で書いたとき、共通して出てくる漢数字はい
くつでしょう？ 

九⼗九（９９） 

225 山崎榮⼆（やまざき・えいじ）によって発明された塗り薬で、もともとは⽕傷の薬とし
て売られていたのが、現在では虫刺されや肩こりの薬として認知されているのは何でし
ょう？ 

キンカン 

226 今年の F1 モナコグランプリでポール・トゥ・ウィンでの初優勝を果たした、メルセデ
ス所属のドイツ出⾝のレーシングドライバーといえば誰でしょう？ 

ニコ・ロズベルグ 

227 食事の節制や宴会の⾃粛が⾏われる、カトリック教会で復活祭を前にした 40 日間のこと
を何というでしょう？ 

四旬節（しじゅんせつ）
レント 

228 糸井重⾥によって「カッコいいとは、こういうことさ。」というキャッチコピーが付けら
れた、第⼀次世界⼤戦後のイタリア・アドリア海を舞台にした宮崎駿監督の映画は何で
しょう？ 

『紅の豚』 

229 「犯罪捜査における証拠を指す⾔葉」「お笑いにおける漫才やコントなどの作品」「寿司
に使われる食材」これらに共通するカナ 2 文字の⾔葉は何でしょう？ 

ネタ 

230 『草上の昼食』『笛を吹く少年』『オランピア』などの作品で知られる、19 世紀に活躍し
たフランスの画家は誰でしょう？ 

エドゥアール・マネ 

231 完成当時に「パールブリッジ」という愛称が付けられた、神⼾市と淡路市を結ぶ世界最
⻑の吊り橋といえば何でしょう？ 

明石海峡⼤橋 

232 全国⾼等学校体育連盟の主催により毎年 8 月に開催される、「全国⾼等学校総合体育⼤
会」の通称は何でしょう？ 

インターハイ 

233 世界⼀小さなミカンと、世界⼀⼤きな⼤根にその名前が付けられている、⿅児島県にあ
る島はどこでしょう？ 

桜島 

234 「つまんねー事聞くなよ！」が口癖で男っぽい喋り⽅をすることが特徴の、漫画『じょ
しらく』に登場する主⼈公の⼥性落語家の⾼座名は何でしょう？ 

蕪羅亭魔梨威 
（ぶらてい まりい） 

235 バスケットボールにおいて、味⽅のパスを受け損なったり、ドリブルが⼿につかなかっ
たりするなど、ボールを扱う際にミスをすることを英語で何というでしょう？ 

ファンブル 

236 鉄道や路線バスなどで運賃を計算するときに、キロメートルを基本として計算される距
離の単位といえば何でしょう？ 

営業キロ 

237 ビリヤードで、持参するキューのことを「マイキュー」というのに対し、ビリヤード場
で貸し出しているキューのことを何というでしょう？ 

ハウスキュー（芝キュ
ー） 

238 江⼾文字の⼀種で、歌舞伎で使われる書体は「勘亭流」ですが、⼤相撲において、番付
や広告などに使われる書体を何流というでしょう？ 

根岸流 

239 イスラム教、キリスト教、ユダヤ教の共通の聖地として知られている、イスラエル東部
の都市といえばどこでしょう？ 

エルサレム 

240 多くは夏場の暑さを凌ぐために使われる、⽻根を回転させることで風を発生させる装置
を普通何というでしょう？ 

扇風機 



 13 

241 日本のテーマパークで、「東京ドイツ村」があるのは千葉県ですが、「志摩スペイン村」
があるのはどこの都道府県でしょう？ 

三重県 

242 『庭訓往来（ていきんおうらい）』などとともに全国の寺子屋で教科書として使用された、
1627 年に吉田光由（よしだ・みつよし）が著した算術書は何でしょう？ 

『塵劫記』（じんごうき）  

243 ⾃分が考えたいテーマを紙の中央に書き、そこから放射状にキーワードの枝を伸ばしな
がら発想を広げていく、トニー・ブザンによって開発された思考ツールは何でしょう？ 

マインドマップ 

244 「価値ある物」という意味がある仏教語で、⼀般に仏前に捧げる清らかな水のことを何
というでしょう？ 

閼伽（あか） 

245 式典の飾りとして用いられ、割ると中からテープや風船、紙吹雪が出てくるものは何で
しょう？ 

くす玉 

246 Skype や LINE、Viber などがそのアプリケーションの代表である、IP ネットワークを
用いて音声パケットを伝送する技術のことを、アルファベット 4 文字で何というでしょ
う？ 

VoIP (ボイプ、ブイオ
ーアイピー） 

247 源頼朝の怒りを買った義経⼀⾏が、北陸を通って奥州へ逃げる際の加賀国での出来事を
もとにした、歌舞伎⼗八番のひとつに数えられる演目は何でしょう？ 

『勧進帳』（かんじんち
ょう） 

248 歌舞伎の⾏事のひとつで、江⼾時代には毎年 11 月に⾏うのが恒例であった、新しい顔ぶ
れで⾏う最初の興⾏のことを何というでしょう？ 

顔⾒世（かおみせ） 

249 関東では「うのはな」、関⻄では「きらず」と呼ばれることもある、食物繊維が多く含ま
れ健康によい食品は何でしょう？ 

おから 

250 彫刻や絵画などの芸術品において、本物の作品のことを「真作」（しんさく）というのに
対し、他⼈を欺くために作られる模倣品を漢字２文字で何というでしょう？ 

贋作（がんさく） 

251 北はアラスカから南はチリの南端まで、南北アメリカ⼤陸を結ぶ全⻑約 48000km の⾼
速道路は「（何）ハイウェイ」でしょう？ 

パンアメリカンハイウ
ェイ 

252 書籍などの決まった形式を⽰す⾒本のことや、実物を小さく型どった模型のことを、鳥
の子供にたとえてなんというでしょう？ 

雛形 

253 フランシス・バレットの『魔術師』の中でその作り⽅が記されている、古代の錬⾦術に
おいて卑⾦属を⾦に変えることができるとされた石のことを何というでしょう？ 

賢者の石 

254 ミュージシャンのコンサートツアーに同⾏し、使用する楽器の⼿配や運搬、セッティン
グなどを⾏うスタッフのことを、英語で何というでしょう？ 

ローディー(Roadie) 

255 イソップ童話に登場する鳥で、⻩⾦の卵を毎日 1 個ずつ産んだことから、⾦に目がくら
んだ農夫にお腹を開けられ殺されてしまったのは何でしょう？ 

ガチョウ 

256 へびが巻くのは「とぐろ」ですが、酔っ払いが巻くものといえば何でしょう？ くだ 

257 漫画『あしたのジョー』の登場⼈物で、ベネズエラの貧⺠街で生まれ育ったのち来日し
た、無冠の帝王と呼ばれるボクサーは誰でしょう？ 

カーロス・リベラ 

258 プラスチック製容器の包装に書かれているアルファベット 2 文字で、「PE」はポリエチ
レンの略ですが、「PP」は何の略でしょう？ 

ポリプロピレン 

259 ヒット曲のタイトルで、SKE48 は「キスだって」、⿇丘めぐみは「私の彼は」といえば、
共通して続く⾔葉は何でしょう？ 

左利き 

260 特許を取ったスウェーデンの会社の名前がつけられている、コーヒー牛乳の⼊ったもの
が有名な、正四⾯体の形をした紙パックのことを何というでしょう？ 

テトラパック 

261 恒星の命名規則のひとつで、星座ごとに等級順にα星、β星、γ星…と名づける⽅法のこ
とを、これを考案した天文学者の名前から何記号というでしょう？ 

バイエル記号 

262 世界各地の標準時を決めるうえでの基準となっている「協定世界時」のことをアルファ
ベット 3 文字で何というでしょう？ 

UTC 

263 カシで作られた⻑⽅形の台に 2 枚の刃を仕込んだ構成をしており、材⽊の表⾯を削って
平らにするために使われる⼤工道具は何でしょう？ 

かんな 
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264 フランスでは生活の⼀部として定着している、夏の⻑期休暇を利用して家族そろって旅
⾏へ出かける⾏楽を何というでしょう？ 

バカンス 

265 今年(2013 年)の 6 月 17 日から 18 日にかけて G8・主要８か国首脳会議が⾏われた、
イギリス・北アイルランドにあるリゾート地はどこでしょう？ 

ロックアーン 

266 ラテン語で「⾝体」という意味がある、日本語や英語など、⾃然⾔語の文章を⼤量に集
めたもののことを何というでしょう？ 

コーパス 
(Corpus) 

267 トランプゲームのブラックジャックにおいて、キングやクイーンなどの絵札は、いくつ
として扱われるでしょう？ 

10 

268 ⾃動⾞のナンバープレートに使われない 4 つのひらがなのうち、排気ガスを連想させる
という理由から使われていないのはどれでしょう？ 

へ 

269 売買契約の条件を正当に履⾏したことを⽰すために、商品を輸出する際に添えられる、
商品名や数量、単価などを記した送り状のことを、英語で何というでしょう？ 

インボイス 
(Invoice) 

270 日本語では「杉綾織り」という、コートやジャケットのデザインに使われており、その
⾒た目から英語で「ニシンの骨」という意味をもつ柄は何でしょう？ 

ヘリンボーン 

271 酸素を用いる「好気」と用いない「嫌気」に⼤別されるが、ヒトを含むほとんどの生物
が前者に該当する、生物が生命を維持するのに欠かせない動作といえば何でしょう？ 

呼吸 

272 カスケード山脈の最⾼峰である標⾼ 4392m の山で、この地に移⺠した日系⼈より「タ
コマ富⼠」という愛称で呼ばれたのは何でしょう？ 

レーニア山 

273 アニメ『ドラゴンボール Z』の最終話から 5 年後の世界が舞台となる、シリーズの続編
にあたるアニメオリジナルの作品といえば『ドラゴンボール(何)』でしょう？ 

GT 

274 1221 年に、後鳥⽻（ごとば）上皇が鎌倉幕府に対して討幕の兵を挙げた乱のことを、そ
の乱が起きたときの元号の名前をとって、何の乱というでしょう？ 

承久の乱 

275 地図上で、等⾼線が標⾼の⾼い⽅へ突き出す地形は「谷」を表すのに対し、等⾼線が低
い⽅へ突き出す地形は何を表すでしょう？ 

尾根（山稜、丘陵） 

276 広義にはコンピュータウィルスも含まれる、ネットワーク上を⾃己増殖しながら移動す
る不正プログラムを、ミミズなどの蠕虫（ぜんちゅう）を意味する英語から何というで
しょう？ 

ワーム 

277 江⼾中期に登場したとされる道具で、内部に⽕を灯したロウソクを置き、周囲に回転影
絵を投影するような灯篭を何というでしょう？ 

⾛⾺灯（そうまとう） 

278 ⾃伝的小説『⼀度も愛してくれなかった⺟へ、⼀度も愛せなかった男たちへ』で波乱の
半生をつづっている、1999 年の朝ドラ『すずらん』でヒロインを演じた⼥優は誰でしょ
う？ 

遠野（とおの）なぎこ 

279 来年(2014 年)の 8 月に中国の南京で第 2 回夏季⼤会が開催される、14 歳から 18 歳ま
での選⼿を対象としたオリンピックを「(何)オリンピック」というでしょう？ 

ユース・オリンピック 

280 その名前は EXILE にちなんでいる、Dream、Happiness、FLOWER などの音楽ユニ
ットによって構成された⼥性ダンスユニットといえば何でしょう？ 

E-girls 

281 ラテン語の「⾒つけ出す」という意味の単語に由来する、劇団や音楽家などがいつでも
演じることができる演目のことを指す⾔葉は何でしょう？ 

レパートリー 

282 ギリシャ語で「筋⾁の衰え」という意味がある、加齢に伴って筋⼒や⾝体能⼒が低下し、
基礎代謝が低下することで、肥満につながる症状のことを何というでしょう？ 

サルコペニア（肥満） 

283 物事がうまく進⾏するように導くことを、船の進む⽅向を操作するために必要な装置の
名を使って、何を取るというでしょう？ 

舵（かじ） 

284 日本では昨年(2012 年)からサントリーが販売しており、フランスでは定番ドリンクとし
て認知されている炭酸オレンジジュースといえば何でしょう？ 

オランジーナ 
（ORANGINA) 

285 プロ野球の球団「広島東洋カープ」の「カープ」とは、何という⿂のことでしょう？ 鯉 
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286 英語能⼒試験 TOEIC の最低点は 10 点ですが、最⾼点は何点でしょう？ 990 点 

287 「冬の間 地中にいた虫が這い出てくる頃」という意味のある、3 月 6 日頃に当たる⼆⼗
四節季のひとつは何でしょう？ 

啓蟄（けいちつ） 

288 1975 年にスティーブ・ハリスが中⼼となって結成され、『撃墜王の孤独』『オペラ座の怪
⼈』等の名曲を残した、イギリスのヘヴィメタルバンドといえば何でしょう？ 

アイアン・メイデン 
（Iron Maiden） 

289 THE BOOM のヒット曲『島唄』の歌詞に登場する「ウージ」とは、沖縄の⾔葉でどん
な植物のことでしょう？ 

さとうきび 

290 ⿇雀の役で、１・９・字牌のみで完成させる役を「混⽼頭（ホンロウトウ）」といいます
が、１・９・字牌を使わずに完成させる役は何というでしょう？ 

タンヤオ（断ヤオ九、タ
ンヤオチュー） 

291 薩英戦争（さつえいせんそう）のきっかけとなった、薩摩藩の⾏列の前を横切った英国
⼈を藩⼠が殺傷した事件を「(何)事件」というでしょう？ 

生⻨事件 

292 2 つの物体が互いに近づこうとする⼒を引⼒というのに対し、互いに遠ざかろうとする
⼒を何というでしょう？ 

斥⼒（せきりょく） 

293 じゃんけんをして、負けた⽅が着ている服を⼀枚ずつ脱いでいく遊びのことを、あるス
ポーツの名前を使って何拳というでしょう？ 

野球拳 

294 2006 年のドイツワールドカップで、ゲルト・ミュラーを上回る 15 ゴールを挙げ「ワー
ルドカップにおける得点記録」を更新した、ブラジル代表の元サッカー選⼿は誰でしょ
う？ 

ロナウド 

295 シワに効果があるため化粧水にも利用される、牛乳からチーズやヨーグルトを作るとき
に副産物として得られる透明な液体のことを何というでしょう？ 

乳清（ホエー） 

296 6416km と世界で最も⻑い国境線を持っている２つの国とは、どことどこでしょう？ アメリカとカナダ 

297 日本の小説家で、代表作に『冷めない紅茶』『薬指の標本』『妊娠カレンダー』そして 2003
年の本屋⼤賞を受賞した『博⼠の愛した数式』があるのは誰でしょう？ 

小川洋子 

298 なわとびで、交差とびと平とびを交互に繰り返した跳び⽅のことを、「何跳び」というで
しょう？ 

あや跳び 

299 シリウスやアルタイル、スピカなどがこれに当たる、2 つの恒星が互いに引きつけあい、
共通の重⼼の周りを軌道運動している天体のことを何というでしょう？ 

連星 

300 カーリングにおけるリード、セカンド、サード、スキップのうち、⼀般に投球者やスィ
ーパーに対する司令塔の役割を果たすのはどれでしょう？ 

スキップ 
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■2R/ビジュアルボードクイズ 問題 
 

# 

1 

問題 

この絵画のタイトルは何？ 

 

解答 

『ヴィーナスの誕生』 

2 この写真にはあるものが⾜りません。それを指摘してください。 

 

右⾜のところの影がな

い（⼤意合えば○） 

3 この料理は何？ 

 

ひつまぶし 
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4 これは歴代徳川将軍の家系図です。[ ？ ] にあてはまるのは誰？ 

 

慶喜 

5 これはどこの橋？ 

 

ケーニヒスベルクの橋 

6 この交通標識を漢字 4 文字で何という？【漢字でお答えください】 

 

幅員減少 
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7 このボウリングのスコア表で、[ ? ] に⼊る数字はいくつ？ 

 

112 

8 この⼈物は誰？【フルネームでお答えください】 

 

⽢利明（あまり・あきら） 

9 次の４枚の画像から連想される国はどこ？ 

 

フィリピン 

10 問題文を逆再生します。その問題の答えをお書きください。問題文は２回流します。（※
問題省略） 

ジョージ・マロリー 

11 カレーハウス CoCo 壱番屋の看板で、モザイクの部分に書かれている英単語は何？ 

 

smell 
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12 かつて放送され話題となった、このバラエティ番組は何？ 

 

『お笑いマンガ道場』 

13 このキャラクターの通称は何？ 

 

ドロイド君 

14 次の A から D までの国のうち、国名と首都名が同じなのはどれ？ 

 

C（クウェート） 

15 この星座は何座？ 

 

ふたご座 
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16 これの名称は何？ 

 

ハンドドライヤー 

（ジェットタオル／エ

アータオルも○） 

17 このクラシックの作曲者は誰？【音楽は省略】 ジョルジュ・ビゼー 

18 この絵本は何？ 

 

『スイミー』 

19 これらの用具が使われるスポーツは何？ 

 

クリケット 

20 来年(2014 年)9 月で交換が終了する、このようなクーポン券を何という？ 

 

ロータスクーポン 
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■ 4R/新オークションクイズ 問題 
 

# 
 
1 

問題 
 
タイヤメーカーとして知られる「ブリヂストン」のロゴマークで、唯⼀小文字で表記さ
れている文字は何でしょう？ 

解答 
 
n 

2 日本におけるシングル曲の売上枚数ランキングで、1 位は 453.6 万枚の『およげ！たい
やきくん』ですが、2 位は 325.6 万枚の何でしょう？ 

『⼥のみち』 

3 「グレートブリテンおよび北部アイルランド連合王国」のことを日本では「イギリス」
と呼びますが、これは何語の⾔葉でしょう？ 

ポルトガル語 

4 1956 年のメルボルン五輪では⾺術競技だけがオーストラリアではなくスウェーデンの
ストックホルムで⾏われましたが、その理由は何だったでしょう？ 

検疫に関する法律に抵
触したため 

5 別名を「オウゴンカゲツ」ともいう植物で、その葉っぱの形がコインに似ていることか
ら名づけられたのは何でしょう？ 

カネノナルキ 

6 日本の元号で、元寇が起きた元号である「文永」と「弘安」の間にあったのは何でしょ
う？ 

建治（けんじ） 

7 BBC で放送された世界初の料理番組『Cook's Night Out』において、第 1 回で放送さ
れたのは、どんな料理の作り⽅だったでしょう？ 

オムレツ 

8 JR 九州が今年 10 月より運転を開始し、九州を⼀周する豪華寝台列⾞の名前は何でしょ
う？ 

ななつ星 

9 世界の国の名前を英語で書いたとき、アルファベットの「Q」で始まる唯⼀の国はどこ
でしょう？ 

カタール(Qatar) 

10 林修（はやし・おさむ）の「いつやるか？今でしょ！」という⾔葉はもともと、センタ
ー試験の現代文において重要な何を勉強することについての⾔葉だったでしょう？ 

漢字 

11 北海道、本州、四国、九州。この４つの島を⼈口の多い⽅から並べても、⾯積の⼤きい
⽅から並べても、その順番は同じである。○か×か？ 

× 

12 被服気候において、⼈間がもっとも快適と感じるとされる衣服内の温度は、セ⽒何度で
しょう？ 

32℃ 

13 日本語では「政教分離」と訳される、フランスにおいて、国家や学校などの公共空間に
おける、宗教に対する中⽴性の原則のことを、フランス語で何というでしょう？ 

ライシテ(laïcité) 

14 NASA の宇宙探査機のひとつ「マリナー10 号」は、どこの惑星を探査した世界初の探査
機でしょう？ 

水星 

15 歩⾏者用信号機が⻘の間流れるメロディで、東⻄⽅向では『とおりゃんせ』が流れます
が、南北⽅向では何という曲が流れるでしょう？ 

『故郷の空』 

16 織物で、ルイユ織り、ピルタナウハ織り、パイル織りといえば、どこの国の伝統工芸品
でしょう？ 

フィンランド 

17 顔の⼿⼊れで、⽪脂の分泌量が少なく、乾燥しやすい頬からアゴにかけての場所のこと
を、アルファベット 1 文字で「何ゾーン」というでしょう？ 

U ゾーン 

18 野球で、投⼿の利き⼿とは逆の打者のインコースに対して投げるストレートのことを、
英語で何というでしょう？ 

クロスファイヤー 

19 物語の最後には「マーヤ」という名前を付けてもらっている、アンデルセンの童話の主
⼈公といえば誰でしょう？ 

親指姫 

20 ゲーム会社のひとつ「ナムコ」の「ナ」の由来となっている、ナムコ創業者の苗字は何
でしょう？ 

中村 

21 世界の国のうち、国境を接するすべての国が内陸国である「⼆重内陸国」に該当する２
つの国は、どことどこでしょう？ 

ウズベキスタンと 
リヒテンシュタイン 
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22 浜名湖名物「うなぎパイ」の材料に、うなぎは使用されていない。○か×か？ × 

23 ドイツの音楽家フランツ・アンベルトによって作曲された、サッカーの FIFA ワールドカ
ップにおいて選⼿⼊場時に流れる公式曲のタイトルは何でしょう？ 

FIFA アンセム 
(FIFA Anthem) 

24 SI 基本単位として制定されている 7 つの単位とは、メートル、キログラム、秒、アンペ
ア、ケルビン、カンデラと何でしょう？ 

モル(mol) 

25 1938 年 2 月 16 日生まれの双子のデュオで、「演歌版ザ・ピーナッツ」の愛称で親しま
れた、代表曲に『恋に拍⼿を』『浮草三味線』『幸せになりたい』があるのは何でしょう？ 

こまどり姉妹 

26 フィルターを使わず、お湯を加熱して内部で循環させコーヒーを抽出するポットのこと
を、英語で何というでしょう？ 

パーコレーター 
（Percolator） 

27 今年(2013 年) 5 月、夢のコラボレーションにより TV アニメ『革命機ヴァルヴレイヴ』
の OP テーマ『Preserved Roses』をリリースした 2 組のアーティストは何と何でしょ
う？ 

T.M.Revolution と水樹
奈々（みずき・なな） 

28 1044 条ともっとも条文の数が多い⺠法において、第 1028 条から最後の第 1044 条にか
けて記載されている、第 5 編・第 8 章の副題は何でしょう？ 

遺留分 

29 琵琶湖に浮かぶ島のうち、⼈が居住している唯⼀の島はどこでしょう？ 沖島（おきしま、おきの
しま） 

30 パソコンのキーボードの⼀番左には「Tab キー」が付けられていますが、この「Tab」と
は、何という英単語の略でしょう？ 

タビュレーター 
(Tabulator) 

31 現在、パートやアルバイトなどの短時間労働者の課税所得がゼロとなるのは、年間の所
得額が何万円以下の場合でしょう？ 

103 万円 

32 アメリカで消防⾞が⾺⾞であった時代に、消防⾞の先導をしていた名残から、アメリカ
の消防署でマスコットとして愛されている⽝の種類は何でしょう？ 

ダルメシアン 
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■5R/アングラーリレー 

 
 

# 
 
1 

問題 
 
将棋の平⼿戦における初期配置において、「歩」は全部で何枚？ 

解答 
 
18 枚 

2 樹⽊の生育を良くしたり、⽊の形を整えるために枝の⼀部を切り取ることを何という？ 剪定（せんてい） 
3 正四⾯体に辺は何本ある？ ６本 
4 食い合わせが悪いとされているもの。「アユ」には「ゴボウ」、では「ウナギ」には何？ 梅⼲し 
5 釣りが好きな⼈のことを、中国・周代の政治家にちなんで何という？ 太公望 
6 北海道の総⼈口 と 四国４県の総⼈口。多いのはどっち？ 北海道 
7 「Polaris」「Polestar」と呼ばれる、北の夜空に⾒える星を何という？ 北極星 
8 英語では「ダブル・スタンダード」。日本語では体の⼀部を使って何という？ ⼆枚舌 
9 ノーベル賞のうち、日本⼈が現時点で１度もとっていないのはただ１つ。何賞？ 経済学賞 
10 ⽝が⻑くのばした声で吠えるのは遠吠えですが、⾺が甲⾼く鳴くことを何という？ いななき 
11 ひとつ、ふたつ、みっつ、・・・ と数えていって、最初にひらがな４文字になるのは？ ここのつ 
12 百⼈⼀首の第⼀首目の歌を詠んだ天皇は？ 天智天皇 
13 天気予報＋時報＝294 ですが、天気予報－時報 はいくつ？ 60 
14 ミートソース、カルボナーラ、ナポリタン  普通、トマトを使わないのは？ カルボナーラ 
15 油揚げが⼊ったうどんは「きつねうどん」。では、お餅が⼊ったうどんは「何うどん」？ ⼒うどん 
16 陸軍は英語でアーミー、海軍はネイビーといいますが、空軍は何という？ エア・フォース 
17 歌⼿の「⻄城」、俳優の「⾼橋」、ノーベル賞の「湯川」。「ヒデキ」の字が違うのは誰？ ⾼橋 
18 童謡「クラリネットがこわれちゃった」で、僕のクラリネットは誰からもらったもの？ パパ 
19 アンデルセンの「⼈⿂姫」で、⼈⿂姫は何と引き換えに⼈間にしてもらった？ 声 
20 慣用句で、なすすべが無い時はまな板の上にいて、⽴⾝出世するときは滝を登る⿂は？ コイ 
21 売店や更衣室、シャワーなどが備えられている、海水浴場にある仮設の小屋を何という？ 海の家 
22 ASEAN、EU、OPEC のうち、現時点での加盟国数が最も多いのはどれ？ EU 
23 法事や墓参りをする、春分・秋分の日を中日とした前後７日間のことを何という？ 彼岸 
24 地震で発生する微電流を感知し暴れだす俗説が有名な、口ひげ４本が特徴の⿂は？ ナマズ 
25 経度、緯度ともに 0 度である地点は海上ですが、ここは何⼤陸に⼀番近い？ アフリカ⼤陸 
26 都道府県に使われている漢字で１番多いのは「山」ですが、２番目に多い漢字は何？ 島 
27 パンダが主食とするのは笹の葉。ではコアラが主食とする、フトモモ科の植物といえば？ ユーカリ 
28 将来の⼀定の時期に商品を渡すことを約束し、その価格を現時点で決める取引⽅法は？ 先物取引 
29 山、海、太陽の３つの頭文字を順に並べて名付けられた、ハンバーガーショップはどこ？ モスバーガー 
30 お葬式のときに用いられる、白と⿊の布を交互に縫い合わせた幕を「何幕」という？ 鯨幕 
31 物事を簡単に⽚付ける「お茶の子さいさい」の「お茶の子」とは何のこと？ 茶菓子 
32 「７７７」を余りを出さずに割り切れる１桁の整数は、１と７と何？ 3 
33 JIS 規格で定められている鉛筆の濃さで、最も濃い「6B」に対し、最も薄く硬いのは何？ 9H 
34 ⺠謡「草津節」で、「草津の湯でも治せない」と⾔われているのはどんな病？ 恋の病（惚れた病） 
35 世界で⼀番国⼟の⾯積が⼤きいのはロシア連邦ですが、⼆番目はどこ？ カナダ 
36 仲間という意味の英語に由来する、学生が費用を出し合い飲食する親睦会を何という？ コンパ 
37 ドライブ、ネット、ハング、ワーク、ヒート、スローといえば、前に付く共通の⾔葉は？ オーバー 
38 バラ、エンドウ、クルミなどの種類がある、ニワトリの頭の上にある⾁の突起は何？ 鶏冠（とさか） 
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39 プロ野球でリーグ優勝を争う公式戦のことを、旗にたとえて「何レース」という？ ペナントレース 
40 鎌倉幕府を開いたの将軍は源頼朝ですが、室町幕府を開いた将軍は誰？ ⾜利尊⽒ 
41 アーモンド、サクランボ、クルミを漢字で書いたとき、共通して使われる漢字１文字は？ 桃 
42 古代ギリシアにおいて、プラトンがアテナイで開いていたといわれる学堂を何という？ アカデメイア 
43 茶道に用いる道具の１つで、抹茶を⼊れておく茶いれのことをなんという？ 棗（なつめ） 
44 財布の中にお札が 10 枚。考えられる最⾼の⾦額は 10 万円ですが、次に多い額は？ 9 万 5000 円 
45 ご飯をつぶし、細い棒に円筒形に塗りつけ、炭⽕で焼き上げる、秋田地⽅の名物料理は？ きりたんぽ 
46 耳の形が蝶に似ていることや美しい絹糸状の⽑が特徴の、ベルギー原産の⽝の品種は？ パピヨン 
47 天気記号で、○の中に△で「あられ」を表しますが、○の中に▲なら何を表す？ ひょう 
48 元寇が起こったとき、日本は何時代だった？ 鎌倉時代 
49 ラテン語で「⼤きな裂け目」を意味する、本州の中央部を南北に横切る地溝帯は何？ フォッサマグナ 
50 「音楽グループ」「真空管」「ロンドンの地下鉄」 共通する⾔葉は何？ チューブ 
51 ディズニーに登場するキャラクターで、「チップ」と「デール」といったら、どんな動物？ リス 
52 国連常任理事国の 5 カ国が持つ、⼀国でも発動されれば法案は否決となる権利を？ 拒否権 
53 ジェット旅客機が離着陸するとき、より⻑い距離を必要とするのは離陸・着陸のどちら？ 離陸 
54 「肌⾊を美しくするクリーム」「ボウリング９フレーム目のストライク」共通の⾔葉は？ ファンデーション 
55 南アフリカ共和国で、英語に次いで 2 番目に多く話者が存在する公用語といえばなに？ アフリカーンス語 
56 刺⾝の盛り付けを引き⽴て、消化を助けるための野菜や海草類を何という？ つま 
57 公職選挙法にのっとり、選挙の⽴候補者が政策を発表する放送のことを何という？ 政⾒放送 
58 SMAP メンバーの苗字でしりとり。「なかい」と「きむら」の間に来る苗字は？ いながき 
59 クロスカントリースキーとライフル射撃を組み合わせたオリンピック競技は何？ バイアスロン 
60 ⼀定の熱で栓があき、⾃動的に散水する、消⽕用の⾃動散水装置を何という？ スプリンクラー 
61 小林多喜⼆の「蟹工船」に代表される、労働階級者視点の文学作品を、何文学という？ プロレタリア文学 
62 アフリカ⼤陸で⼀番⼤きい砂漠はサハラ砂漠、では⼆番目に⼤きい砂漠はどこ？ カラハリ砂漠 
63 料理の⽕加減で、中⽕より小さい⽕を弱⽕といいますが、「弱⽕」より小さい⽕は？ とろ⽕ 
64 英語で soy sauce はしょうゆですが、sweet sake といったら何という調味料？ みりん 
65 ＪＩＳ配列のキーボードで「１」と同じキーにあるひらがなは何？ ぬ 
66 テオティワカン遺跡の「太陽のピラミッド」がある国は？ メキシコ 
67 ラエネクによって発明された、胸部や腹部の中の音を聞くために用いる医療器具は？ 聴診器 
68 ジャムやバター、マーガリンなど、パンの上に塗るものを総称して英語で何という？ スプレッド 
69 現在はミシェル・オバマ。アメリカ合衆国⼤統領夫⼈を、⼀般に何レディーという？ ファーストレディー 
70 「集」という漢字、「集い」は「つどい」と読みますが、「集り」は何と読む？ たかり 
71 パン屋さんで、パンをトレーに取るときに使われる、ギザギザしたはさみを何という？ トング 
72 スポーツ選⼿が運動能⼒を⾼めるために、禁じられた薬物を用いることを何という？ ドーピング 
73 現在は主に＊マークが用いられる、あらゆる文字の代わりをする文字を何という？ ワイルドカード 
74 「ラ」の周波数が 440Hz のとき、それより１オクターブ⾼い「ラ」の周波数は何 Hz？ 880Hz 
75 頭に「き」がつくと融通性に欠け、「ふ」をつけると誠実性に欠ける⾔葉は？ まじめ 
76 水温がセ⽒２５度以上の鉱泉を「温泉」というのに対し、２５度未満の鉱泉を何という？ 冷泉 
77 テニスのラケットの真ん中にある、当たれば⼀番良く⾶ぶ場所のことを何という？ スイートスポット 
78 芝居から生まれた⾔葉で、隠していた悪事が露⾒してしまうことを 「何を現す」という？ ⾺脚 
79 磁⼒線で発熱させその熱で調理する電磁誘導加熱をアルファベット 2 文字で何という？ IH 
80 医療機関で、「病院」か「診療所」かは、そこにある何の数によって決まる？ ベッド 
81 男性用の整髪料の１つで、ひまし油やワセリンに香料を加えて練った油を何という？ ポマード 
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82 1874 年に制度が設けられた、明治に北海道の警備と開拓にあたった兵⼠を何という？ 屯田兵 
83 文語動詞の活用で、ラ⾏変格活用をする動詞は、あり、をり、はべり、と何？  いまそかり 
84 アインシュタインの名⾔の１つで、「神様は決して振らない」といったものは何？ ダイス（サイコロ） 
85 その名の通り、何枚も重ねた紙を刺し通して⽳を開けるのに用いる、キリの⼀種は何？ 千枚通し 
86 バジル、ミント、ローズマリー、レモンバーム。これらはすべて、何科の植物？ シソ科 
87 結婚式で新婦がつける、宝石や花をあしらった「王冠型の髪飾り」を何という？ ティアラ 
88 むやみに他⼈の意⾒に同調することを、「雷」の字を使った四字熟語で何という？ 付和雷同 
89 ポッパーやバズベイトなど、水⾯や浅い水中で使用されるルアーを総称して何という？ トップウォーター 
90 「光の都市」ともよばれ、ビートルズ誕生の地として知られるイギリスの都市はどこ？ リバプール 
91 月の地表の約 17％を占めている、月を撮影したときに暗く⾒える部分を特に何という？ 海 
92 右目を失明したことから「独眼⻯」という異名で知られる、戦国時代の武将は誰？ 伊達政宗 
93 考案した学者の名に由来する、所得分配の不平等さをはかる指標を何係数という？ ジニ係数 
94 「子供は風の子」といいますが、続けて「⼤⼈は（何）の子」といわれる？ ⽕の子 
95 「ミスタードーナツ」を運営している会社はどこ？ ダスキン 
96 江⼾幕府第⼗五代将軍徳川慶喜が⼤政奉還を公式に表明した、京都の城はどこ？ ⼆条城 
97 「矛盾」の故事で、何でも貫く槍と何でも防ぐ盾を売っていたのはどこの国の⼈？  楚 
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■プライア特別企画/都道府県クイズ 
 

# 
 
1 

問題 
 
1469 年 に築城された別名を「白帝城」というお城で、2004 年まで日本で唯⼀の個⼈
所有の城であったが、現在は財団法⼈が管理している、愛知県にあるお城と⾔えばどこ
でしょう？ 

解答 
 
⽝山城 

2 江⼾時代にあった集団参詣。お蔭参り(おかげまいり)といえば、目的地となる神社はど
こでしょう？ 

伊勢神宮 

3 「よさこい節」の歌詞にも登場する、日本 3 ⼤がっかり名所の⼀つとして知られる⾼知
県にある橋といえば何でしょう？ 

はりまや橋 

4 かつては、客船として活躍し、現在は横浜の山下公園に博物館船として留められている、
船の名前は何でしょう？ 

氷川丸 

5 2012 年 10 月に⾏われた、第７回 B-1 グランプリで優勝した B 級グルメのメニューは
何でしょう？ 

八⼾せんべい汁 

6 ウニとアワビをつかったお吸い物で、ウニの卵巣の塊が、ある果実のように⾒えること
から名前がついた、⻘森県の郷⼟料理は何でしょう？ 

いちご煮 

7 マコガレイの中でも、特に⼤分県日出町（ひじまち）の沿岸で獲れるものを、⼤分県の
海岸の名前から何カレイというでしょう？ 

城下カレイ 

8 在原業平が、愛知県知⽴市で「から衣 きつつなれにし つましあれば はるばる来ぬる た
びをしぞ思ふ」と詠んだことに由来するという、愛知県の県の花は何でしょう？ 

カキツバタ 

9 350 m という、日本⼀の落差がある富山県の滝は何でしょう？ 称名滝（しょうみょうだ
き） 

10 1950 年 7 月 24 日、日本で初めて国定公園に指定されたのはどこでしょう？ 琵琶湖国定公園 

11 日本最古の噴水があることや、降雪に備えて雪吊（ゆきづり・ゆきつり）をすることで
しられる日本庭園で、石川県⾦沢市にあり日本三名園の⼀つでもあるのはどこでしょ
う？ 

兼六園 

12 さっぽろテレビ塔があり、さっぽろ雪まつりの会場としても知られる、札幌市の中⼼部
を東⻄に横切る公園はどこでしょう？ 

⼤通公園（おおどおりこ
うえん） 

13 にかほ市で農業に従事する⻘年「アキタ・ケン」が、変⾝アイテムの「豪石(ごうじゃく)
玉」を使って変⾝するという、秋田県のご当地ヒーローといえば何でしょう？ 

(超神)ネイガー 

14 岡本太郎の彫刻作品「若い太陽の塔」が設置されている、愛知県⽝山市にあるテーマパ
ークはどこでしょう？ 

日本モンキーパーク 

15 紫式部が『源⽒物語』の着想を得たとされる、滋賀県にあるお寺で、⻄国三⼗三所（さ
いごくさんじゅうさんしょ）の第 13 番札所といえばどこでしょう？ 

石山寺 

16 室町時代、岡山県の宝福寺で修⾏しているときに、⾃分が流した涙を使って、⾜の親指
で⾒事な鼠を書いたという逸話で知られるのは誰でしょう？ 

雪舟 

17 もともとは、1915 年、チェコ⼈の建築家ヤン・レツルの設計により、「広島県物産陳列
館」として建てられた建物で、現在では第⼆次世界⼤戦時に投下された原子爆弾の凄惨
さを伝えている、負の世界遺産といえばなんでしょう？ 

原爆ドーム(広島平和記
念碑) 

18 千本鳥居でしられる、京都にある神社で、全国の稲荷神社の総本宮として知られるのは
どこでしょう？ 

伏⾒稲荷⼤社 

19 2012 年の初詣で、１番参拝者数が多かったのは、明治神宮ですが、２番目に参拝者数が
多かった千葉県にあるお寺はどこでしょう？ 

成田山新勝寺（なりたさ
んしんしょうじ） 

20 7 月の博多祇園山笠や 10 月の博多おくんちなどの祭事が⾏われる、福岡市にある神社は
どこでしょう？ 

櫛田神社 
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21 日本三古湯(さんことう)の⼀つで、夏目漱石の小説『坊つちやん』の舞台にもなってい
る、愛媛県の温泉といえばどこでしょう？ 

道後温泉 

22 砂風呂で有名な「指宿(いぶすき)温泉」がある都道府県はどこでしょう？ ⿅児島県 

23 和歌山県の特産品「めはりずし」は、ご飯をどんな野菜で包んでいるでしょう？ ⾼菜 

24 2013 年 3 月 16 日から秋田新幹線で営業運転を開始した、E6 系の新幹線の名称は何で
しょう？ 

スーパーこまち 

25 総重量 4,000t、全⾼ 120m と、「世界⼀の⼤きさのブロンズ製仏像」とギネスブックに
も載っている、茨城県にある⼤仏は何でしょう？ 

牛久⼤仏（うしくだいぶ
つ) 

26 日本で最も⾼いところにあるＪＲの駅は、野辺山駅ですが、最も低いところにある駅は
どこでしょう？ 

吉岡海底駅 

27 その餡の形は、伊勢神宮の近くを流れる五⼗鈴川清流を、白いお餅は川底の小石を表し
ているという、伊勢名物は何でしょう？ 

⾚福餅 

28 【ニ答】日本の市町村の中で、名前にカタカナを含んでいるのは、どことどこでしょう？ 南アルプス市、ニセコ町 

29 沖縄の⽅⾔で、沖縄の⼈をうちなんちゅーといいますが、沖縄以外の⼈のことを何とい
うでしょう？ 

やまとんちゅー 

30 2013 年に公表された都道府県別平均寿命で、男⼥とも⼀位になった都道府県はどこでし
ょう？ 

⻑野県 

31 【四答】⾞のナンバープレートの中で、ひらがなで表⽰される地域名はどこでしょう？ いわき、とちぎ、つくば、
なにわ 

32 日本で唯⼀ハープを作っている、福井県にある楽器メーカーはどこでしょう？ ⻘山ハープ 

33 中央区・東区・⻄区・南区・北区の５つの⾏政区がある、日本の政令指定都市の中で、
最も新しく指定された都市はどこでしょう？ 

熊本市 

34 岐阜県瑞穂市の小倉初衛が栽培を始めた御所系統の柿の⽊を、福島才治が別の⽊に接ぎ
⽊して作ったという、柿の品種は何でしょう？ 

富有柿（ふゆうがき） 

35 沖縄のお酒泡盛は、ある年数以上貯蔵したものを古酒（クース）と呼びますが、何年以
上でしょう？ 

３年以上 

36 おまけとしてついてくる、オレンジ⾊のたれ目のお⾯でも知られる、東雲堂（とううん
どう）が製造している、博多の銘菓は何でしょう？ 

⼆〇加煎餅 
(にわかせんぺい) 

37 唐津焼、伊万⾥焼、有田焼といえばどこの都道府県の焼き物でしょう？ 佐賀県 

38 【5 答】日本の市町村の中で漢数字の「⼀・壱」がつく市町村はどこでしょう？ ⼀関市、⼀宮市、壱岐市、
⼀⼾町、⼀宮町 

39 1869 年、神奈川県三浦半島の岬に建てられた、日本最古の洋式灯台は何でしょう？ 観音埼灯台 

40 全国に数ある道の駅。最も道の駅が多い都道府県は北海道ですが、最も道の駅が少ない
都道府県はどこでしょう？ 

東京都 

41 世界で最⼤のカルデラ湖はインドネシアのトバ湖(とばこ)ですが、日本で最⼤のカルデ
ラ湖である北海道の湖はどこでしょう？ 

屈斜路湖 

42 その美しさから「春の⼥神」とも形容される、 発⾒された県の名がついたアゲハチョウ
科の蝶といえば何でしょう？ 

ギフチョウ 

43 歌舞伎の専用劇場で、御園座があるのは名古屋市ですが、南座がある都市はどこでしょ
う？ 

京都(京都四條南座) 
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44 【2 答】中央競⾺のトレーニングセンターは２か所ありますが、その２か所とはどこと
どこでしょう？ 

栗東トレーニングセン
ター、美浦トレーニング
センター 

45 『男もすなる日記というものを⼥もしてみんとてするなり』という書き出しで始まる、
紀貫之の日記文学は何でしょう？ 

⼟佐日記 

46 かき氷の上に、果物と餡をのせ、練乳をかけた⿅児島名物で、ある動物の名前がついて
いるのは何でしょう？ 

白くま 

47 「ちい散歩」の第⼀回放送で⾏った、東京都台東区のお寺はどこでしょう？ 浅草寺 

48 2012 年に⾏われた岐阜清流国体のマスコットキャラクターで、2013 年Ｊリーグで唯⼀
マスコットキャラクターがいない FC 岐阜で、期限付きでマスコットキャラクターになっ
ているのは何でしょう？ 

ミナモ 

49 「さるのあかちゃん」という意味があり、お守りとしても使われている岐阜県⾶騨地⽅
の⼈形は何でしょう？ 

さるぼぼ 

50 中央部に広がる国中平野では、稲作が盛んであることで知られる新潟県の島で、たらい
舟で有名なのはどこでしょう？ 

佐渡島 

51 百枚皿や⻩⾦柱（こがねばしら）が有名な、山口県の秋吉台地下に広がる鍾乳洞は何で
しょう？ 

秋芳洞（あきよしどう） 

52 島根県の⺠謡『安来節（やすぎぶし／やすきぶし）』とともに踊られることで有名な、⺠
俗舞踊といえば何でしょう？ 

どじょうすくい 

53 島根県の宍道湖でとれる、宍道湖七珍（しんじこ しっちん）と呼ばれる７種類の⿂介類
とは、スズキ、シラウオ、コイ、ウナギ、モロゲエビ、アマサギと、もう⼀つは何でし
ょう？ 

シジミ(ヤマトシジミ) 

54 イメージキャラクターは「りんちゃん」。紫雲山（しうんざん）を借景にした日本庭園で
知られる、香川県⾼松市にある公園といえばどこでしょう？ 

栗林公園 

55 瀬⼾内海にある小⾖島は、どこの都道府県に属しているでしょう？ 香川県 

56 「⼤股（おおまた）で歩いても小股で歩いても危ないほど谷の両岸が迫り、切り⽴った
崖（がけ）が続く所」という意味があるとされる、徳島県吉野川中流部の峡谷は何でし
ょう？ 

⼤歩危・小歩危 

57 「⽊曾路はすべて山の中である」という書き出しで始まる、⻘山半蔵を主⼈公とした島
崎藤村の小説は何でしょう？ 

『夜明け前』 

58 宝塚歌劇団にある５つの組の、いずれの組にも所属していない団員たちのことを何とい
うでしょう？ 

専科 

59 ちびまる子ちゃんの舞台となっている都道府県は静岡県ですが、クレヨンしんちゃんの
舞台となっている都道府県はどこでしょう？ 

埼玉県 

60 検察側が証拠のねつ造をして、問題となったことでも知られる、1949 年 8 月に⻘森初
上野⾏き下り 412 号旅客列⾞が、福島県で列⾞転覆した事件は何でしょう？ 

松川事件 

61 安倍仲麿が故郷を偲んで詠んだとされる、百⼈⼀首７番目の詩は何でしょう？ 天の原ふりさけみれば
春日なる三笠の山に出
でし月かも 

62 堀井雄⼆がデザインしたミステリーゲームで、北海道をメイン舞台にしているのは、「オ
ホーツクに消ゆ」ですが、兵庫県をメイン舞台にしているのは何でしょう？ 

ポートピア連続殺⼈事
件 

63 日本の中央競⾺で、最も北にある競⾺場は札幌競⾺場ですが、もっとも南にある競⾺場
はどこでしょう？ 

小倉競⾺場 

64 ⻑野県の千曲川と犀川（さいがわ）の間にある地名で、1553 年〜 1564 年の間、武田
信玄と上杉謙信が５回にわたって戦ったことで知られるのはどこでしょう？ 

川中島 
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65 松尾芭蕉が「蛤（はまぐり）の ふたみにわかれ ⾏く秋ぞ」と詠んだ、奥の細道のむ
すびの地として有名なのはどこでしょう？ 

⼤垣 

66 日本の新幹線の駅のうち、最も北にあるのは新⻘森ですが、最も南にある⿅児島県の駅
は何でしょう 

⿅児島中央駅 

67 七夕の「織り姫」と「彦星」とされる星の名前をチーム名の由来としているＪリーグの
チームで、ホームタウンを宮城県仙台市に置いているのはどこでしょう？ 

ベガルタ仙台 

68 宮城県の伝統的工芸品で、遠刈田(とおがった)、弥治郎（やじろう）、作並（さくなみ）、
肘折（ひじおり）、鳴子（なるこ）といった系統があるのは何でしょう？ 

こけし 

69 ⾦沢が生んだ三文豪の⼀⼈で、代表作「杏っこ（あんずっこ）」「あにいもうと」で知ら
れるのは誰でしょう？ 

室生犀星 
（あとの⼆⼈は泉鏡花、
徳田秋声） 

70 織田信⻑の⾚⺟衣衆(あかころもしゅう)の筆頭となった⼈物で、槍の名⼿であったため
「槍の又左(またざ)」と呼ばれた、加賀藩百万石の礎を築いたことでも知られるのは誰
でしょう？ 

前田利家 

71 2012 年 10 月、香港・モナコと共に、世界新三⼤夜景に選ばれた日本の都市はどこでし
ょう？ 

⻑崎 

72 鍋島藩の山本常朝(つねとも・じょうちょう)が武⼠の生きざまについて語った談話を、
門⼈の田代陳基(つらもと)が筆録したものといわれる、「武⼠道（ぶしどう）と云（いう）
は、死ぬ事と⾒付（みつけ）たり」という⼀文が有名な、武⼠の修養書といえば何でし
ょう？ 

『葉隠』 
(『葉隠聞書（はがくれき
きがき）』) 

73 ⻨焼酎の発祥地という⻑崎県の島で、海⼥さんがレオタードで漁する地域があるという、
玄界灘にある島はどこでしょう？ 

壱岐 

74 1979 年に当時の⼤分県知事である平松守彦(もりひこ)により提唱された、地域振興運動
といえば何でしょう？ 

⼀村⼀品運動 

75 新潟県の名物としてしられる、へぎそばのつなぎにつかわれている海藻は何でしょう？ 布海苔（ふのり） 

76 福島競⾺場のゴール板(ばん)の上にも飾られている郷⼟玩具で、⾺の形をしているのは
何でしょう？ 

三春駒（みはるごま） 
(⾼柴子育⽊⾺（たかしば
こそだてきんま）) 

77 ⻘森市で発⾒された、5,500 年前〜4,000 年前の 1500 年間にわたり定住生活が営まれ
た縄文時代の⼤規模集落は何遺跡でしょう？ 

三内丸山遺跡（さんない
まるやまいせき） 

78 香川県坂出市から⾼松市にまたがる溶岩台地で、その名前は「紅峰(こうみね)」「⻩峰(き
いのみね)」「⿊峰(くろみね)」「⻘峰( あおみね)」「白峰(しらみね)」の五つの峰が並ん
でいることを由来としているのはどこでしょう？ 

五⾊台 

79 ⾼杉晋作や伊藤博文など、明治維新や明治政府の中⼼になる⼈物を輩出した、山口県萩
市にあった吉田松陰が主宰した私塾は何でしょう？ 

松下村塾 

80 津軽半島の北端にある岬で、石川さゆりの「津軽海峡・冬景⾊」（つがるかいきょう ふ
ゆげしき）に「北のはずれ」と歌われているのはどこでしょう？ 

⻯⾶崎(たっぴざき) 
(⻯⾶岬(たっぴみさき)) 

81 ⾼知県で開催されるよさこい祭りを踊るときに、⼿にもって音を出す道具は何でしょ
う？ 

鳴子 

82 500 匹の猿がいる動物園、「銚子渓⾃然動物園 おさるの国」がある香川県の島はどこで
しょう？ 

小⾖島 

83 【2 答】J リーグに加盟しているクラブチームのうち、四国に ホームタウンを置いてい
るチームは２つありますが、どことどこでしょう？ 

徳島ヴォルティス、愛媛
FC 

84 【6 答】古くから続く日本の焼き物で、「六古窯」と呼ばれる焼き物の産地はどこでしょ
う？ 

瀬⼾焼、常滑焼、越前焼、
信楽焼、丹波（⽴杭）焼、
備前焼 
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85 ビアンカやミシガンといった名前の遊覧船が運航している、日本で⼀番広い湖はどこで
しょう？ 

琵琶湖 

86 ⼥⼈禁制だった⾼野山に対し、⼥性の参詣が許されていたことから「⼥⼈⾼野」の別名
がある、奈良県にある真⾔宗のお寺はどこでしょう？ 

室生寺(むろうじ) 

87 京都の下鴨神社本殿から、南にある河合神社まで広がる、下鴨神社境内の森を何という
でしょう？ 

糺の森（ただすのもり) 

88 「紀州にある、三つの井⼾」のあるお寺という意味の名前がついている、⻄国三⼗三所
（さいごくさんじゅうさんしょ）第 2 番札所である和歌山県のお寺はどこでしょう？ 

紀三井寺(紀三井山⾦剛
宝寺護国院) 

89 輪切りにした断⾯の形が、八坂神社のご神紋に似ているため、祇園祭の開催期間に食べ
ないとされる野菜は何でしょう？ 

キュウリ 

90 2012 年 3 月に登場した東武伊勢崎線の「とうきょうスカイツリー駅」。改名する前は「何
駅」だったでしょう？ 

業平橋駅（なりひらばし
えき） 

91 2000 年の⼤阪府知事選挙で当選し、日本初の⼥性知事となった⼈は誰でしょう？ 太田房江 

92 宮城県の郷⼟料理「はらこ飯」。はらことは何のことでしょう？ イクラ 

93 【2 答】日本に生息する２種類のヤマネコは、何と何でしょう？ ツシマヤマネコ、イリオ
モテヤマネコ 

94 和歌山県に属しながら、周囲を奈良県と三重県に囲まれており、市町村単位の⾶地がそ
のまま領域になっている、日本では唯⼀の⾃治体であり、和歌山県で唯⼀の村でもある
のは何村でしょう？ 

北山村 

95 その名前は、あるアイヌの⺠話を由来としている、北海道白糠(しらぬか)町特産のしそ
を使って作られた焼酎は何でしょう？ 

鍛⾼譚(たんたかたん) 

96 岩⼿県出⾝の佐々⽊喜善(きぜん)によって語られた⺠話を、柳田國男がまとめて出版し
た本は何でしょう？ 

遠野物語 

97 共同創始者である、小野義眞（おの･ぎしん）、岩崎彌之助（いわさき･やのすけ）、井上
勝（いのうえ･まさる）の３⼈の名前から名付けられた、岩⼿県雫石町（しずくいしちょ
う）にある農場はどこでしょう？ 

小岩井農場 

98 英語で「中部地⽅」を意味する"central"と「空港」を意味する"airport"を組み合わせた
造語である、中部国際空港の愛称はなんでしょう？ 

セントレア 

99 北海道にある、日本最北端の空港はどこでしょう？ 礼文空港 

100 山形県にある出⽻三山のうち、最も標⾼が⾼い山はどこでしょう？ 月山 

101 ブランド牛の産地で、前沢牛は岩⼿県の牛⾁ですが、米沢牛はどこの都道府県の牛でし
ょう？ 

山形県 

102 ⻑崎県にあるハウステンボスは、ある国の街並みを再現したテーマパークですが、それ
はどこの国でしょう？ 

オランダ 

103 ⼀般に「讃岐（さぬき）の⾦毘羅（こんぴら）さん」といわれる、香川県の神社で、毎
年「こんぴら石段マラソン」が開催されることで知られるのはどこでしょう？ 

⾦⼑⽐羅宮（ことひらぐ
う） 

104 日本の都市を５０音順に並べた時、最初に来るのは相生市ですが、最後に来るのはどこ
でしょう？ 

蕨市（わらびし） 

105 かつて下田街道の最⼤の難所だった峠で、『伊⾖の踊子』の舞台になっていることや、 石
川さゆりの歌のタイトルにも使われているのはどこでしょう？ 

天城峠 

106 正式名称を「富⼠⾃然動物公園」という静岡県裾野市（すそのし）にある動物園で、串
田アキラが歌っているＣＭソングも有名な、日本最⼤のサファリパークといえばどこで
しょう？ 

富⼠サファリパーク 
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107 湖の水⾯が凍結し、収縮と膨張を繰り返すことで、湖⾯に⻑い氷の⻲裂が⼊るという、
⻑野県の諏訪湖で⾒られるのが有名な現象を何というでしょう？ 

御神渡り(プレッシャ
ー・リッジ) 

108 山形県東根市（ひがしねし）の佐藤栄助が、ナポレオンと⻩玉（きだま）を交配してつ
くったさくらんぼの種類は何でしょう？ 

佐藤錦（さとうにしき） 

109 「遠くとも⼀度は詣れ」といわれた、⻑野県にあるお寺で、「思いがけないことや、誘い
によって出掛けてよい⽅⾯に導かれる」という意味のことわざにも出てくるのはどこで
しょう？ 

善光寺 

110 ⼗和田湖畔にある⼄⼥の像の作者は誰でしょう？ ⾼村光太郎 

111 田沢湖畔にある、舟越保武（ふなこし やすたけ)作の、⻯神伝説の主⼈公をかたどった
⻩⾦⾊の像はなんでしょう？ 

たつこ像 

112 ⻑野県の⽊曽川沿いにある寝覚の床（ねざめのとこ）は、あるおとぎ話の伝説が残って
いますが、そのおとぎ話のタイトルは何でしょう？ 

浦島太郎 

113 山口県の阿弥陀寺に住んでいたある盲目の琵琶法師が、夜な夜な、安徳天皇の御墓所の
前で平家物語を奏でていたため、平家の怨霊に⾒えないように、体中に般若⼼経を書い
たが、耳だけ書き忘れたため、両耳をちぎられたという内容の怪談のタイトルは何でし
ょう？ 

耳なし芳⼀ 

114 安珍・清姫伝説（あんちんきよひめでんせつ）で、蛇になった清姫が、鐘の中に逃げ込
んだ安珍を焼き殺したという伝説がある、和歌山県のお寺はどこでしょう？ 

道成寺 

115 兜の前⽴(まえだて)に「愛」という文字をつけていた、米沢藩の戦国武将は誰でしょう？ 直江兼続 

116 毎年、フジロック・フェスティバルが⾏われる、新潟県のスキー場はどこでしょう？ 苗場スキー場 

117 毎年、⼤相撲の三月場所が⾏われる都道府県はどこでしょう？ ⼤阪府 

118 サッカーＪリーグで、現在(2013 年)のＪ１に所属するチームのうち、チーム名にカタカ
ナが⼊っていない唯⼀チームはどこでしょう？ 

FC 東京 

119 杉基イクラ(すぎもと いくら)の漫画『ナナマルサンバツ』で、主⼈公の越山識（こしや
ましき）が通う、埼玉県にあるという設定の⾼校はどこでしょう？ 

文蔵⾼校 

120 「ではみなさんは、そういうふうに川だと云いわれたり、乳の流れたあとだと云われた
りしていたこのぼんやりと白いものがほんとうは何かご承知ですか。」という書き出しで
始まる、宮沢賢治の童話はなんでしょう？ 

銀河鉄道の夜 

121 興福寺五重塔が周囲の柳と⼀緒に水⾯に映る風景で有名な、奈良公園にある池は何でし
ょう？ 

猿沢の池 

122 日本国内で、最もジャイアントパンダの飼育件数が多い、和歌山県のテーマパークはど
こでしょう？ 

アドベンチャーワール
ド 

123 熊野三山（くまのさんざん）と呼ばれる３つの神社とは、熊野速玉⼤社（くまのはやた
またいしゃ）、熊野那智⼤社（くまのなちたいしゃ）と、どこでしょう？ 

熊野本宮⼤社（くまのほ
んぐうたいしゃ） 

124 水菜、ジュンサイ、九条葱、賀茂なす、堀川ゴボウ、聖護院ダイコンのように、京都特
産の野菜を何というでしょう？ 

京野菜 

125 京都に旅⾏へ⾏ったと嘘をついた⼈が、白河（白川）の地について聞かれた時に、川の
ことだと勘違いし、夜に船で通ったのでよく知らないと答え、嘘がばれたという逸話か
ら、熟睡して前後を知らないこと何というでしょう？ 

白河(白川)夜船（しらか
わよふね) 

126 もともと「思索の小径」と呼ばれていた、銀閣寺から南禅寺を通る琵琶湖疎水沿いの道
で、⻄田幾多郎(きたろう)がこの道を散策しながら思索にふけったことから名前がつい
たと⾔われる道はどこでしょう？ 

哲学の道 

127 岐阜県美濃市や、徳島県美⾺市脇町南町が有名な、⽕災の類焼を防ぐために造られた防
⽕壁のことで、出世できない⼈は「これが上がらない」と⾔われるのは何でしょう？ 

うだつ 
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128 焼き物の⼀つで、耐熱性に優れる特徴から、急須や⼟鍋、「蚊遣豚」で知られる、三重県
四日市市の焼き物は何でしょう？ 

萬古焼 

129 ⿊田清輝が、後に妻となる⾦子種子(たねこ)と共に、芦ノ湖を訪れた時に、彼⼥をモデ
ルに芦ノ湖の情景を描いた作品といえば何でしょう？ 

『湖畔』 

130 国道 2 号線の税関前交差点と神⼾港の税関本庁前交差点までの間、わずか 187.1ｍしか
ない、日本⼀短い国道は何号線でしょう？ 

国道 174 号線 

131 ⼤喜利バラエティ番組『IPPON グランプリ』で、参加者を決めたり、お題を決めたりす
るという、架空の主催者団体の名前は何でしょう？ 

お台場笑おう会 

132 岡山県と鳥取県の県境にある⼈形峠でかつて多く産出された、原子番号９２の元素は何
でしょう？ 

ウラン 

133 旧暦の 8 月 1 日(八朔)の夜、八代海の海上に現れるという、漁⽕(いさりび)が光の異常
屈折のために⽕が左右に細⻑くのびて⾒える現象を何というでしょう？ 

不知⽕ 

134 菅原道真を主神に祀っている、京都市上京区にある神社で、学問の神様として知られる
のはどこでしょう？ 

北野天満宮 

135 橋の⻑さは 3,911m。兵庫県神⼾市と淡路島の間の明石海峡に架かる、世界最⼤の吊橋
は何でしょう？ 

明石海峡⼤橋(パールブ
リッジ) 

136 1946 年に、群⾺県みどり市にある岩宿遺跡を発⾒した、日本の考古学者は誰でしょう？ 相沢忠洋 

137 梨の品種で、幸水(こうすい)、豊水(ほうすい)に次いで３番目に生産量が多い、鳥取県
の県の花にも指定されている、品種はなんでしょう？ 

⼆⼗世紀梨 

138 畝傍山、耳成山とともに、⼤和三山を構成している、奈良県の山はどこでしょう？ 天香久山 

139 愛媛県今治市のゆるきゃらバリィさんが、頭に載せている王冠は橋になっていますが、
そのモチーフとなった橋の名前は何でしょう？ 

来島（くるしま）海峡⼤
橋 

140 1918 年、宮崎県に理想郷「新しき村」を建設した、小説『お目出たき⼈』『友情』で知
られる作家は誰でしょう？ 

武者小路実篤 

141 海に⾯している都道府県のうち、海岸線の⻑さが最も短いのは何県でしょう？ 山形県 

142 【2 答】平成 19 年 8 月 16 日に最⾼気温 40.9℃が観測された２つの都市とは、どこと
どこでしょう？ 

熊谷市、多治⾒市 

143 愛知県豊橋市のご当地グルメ、豊橋カレーうどんで、ご飯とカレーうどんの間に盛り付
けるものは何でしょう？ 

とろろ 

144 1911 年、現在の上越市⾼田の⾦谷山（かなやさん）で日本で初めてスキー講習を⾏い日
本にスキーを伝えたとされる、オーストリア・ハンガリー帝国の軍⼈は誰でしょう？ 

レルヒ 

145 敷地内には、モートピアという遊園地も併設されており、モビリティランドが運営して
いる、レーシングコースで有名な三重県のテーマパークは何でしょう？ 

鈴⿅サーキット 

146 その名称は「⾚い目をした牛に乗った不動明王を⾒た」という⾔い伝えに由来している
という、三重県名張市を流れる⼀連の滝を何という？ 

⾚目四⼗八滝（あかめし
じゅうはちたき） 

147 水に浸したもち米を、蒸してから乾燥させ、粉にひいた米粉の⼀種で、⼤阪府藤井寺市
にあるお寺の名前がついているのは何でしょう？ 

道明寺粉 

148 香川県 城岩町⽴ 城岩中学 3 年 B 組の生徒が「沖⽊島(おきしま)」で、最後の⼀⼈にな
るまで殺し合いをするという内容の、⾼⾒広春(たかみこうしゅん)の小説は何でしょ
う？ 

バトル・ロワイアル 

149 和名をトドノネオオワタムシと呼ばれる虫で、この虫が⾶ぶと初雪が降ると⾔われるこ
とから、北海道ではこの虫を何と呼んでいるでしょう？ 

雪虫 

150 J リーグの FC 東京と、川崎フロンターレが対戦する試合を、両チームを隔てる川の名前
を使って、何というでしょう？ 

多摩川クラシコ 
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151 市場内の好きな海産物を少しずつ買って、ご飯に乗せてもらって作る、北海道釧路市の
和商市場（わしょういちば）の名物とされる丼物は何でしょう？ 

勝⼿丼 

152 伊達政宗がスペインに慶⻑遣欧使節（けいちょうけんおうしせつ）を派遣したときに、
使用したガレオン船の名前は何でしょう？ 

サン・ファン・バウティ
スタ号 

153 江の島の「恋⼈の丘」にある「龍恋の鐘」で、鐘を鳴らした後に、周りの柵につけると
永遠の愛がかなうとされるものは何でしょう？ 

(2 ⼈の名前を書いた)南
京錠 

154 沖縄県の県の花「デイゴ」は何科の植物でしょう？ マメ科 

155 愛知県の渥美半島にある恋路ヶ浜で拾ったという椰子の実の話を、柳田國男から聞いて、
「椰子の実」という詩を創作した小説家は誰でしょう？ 

島崎藤村 

156 ⻑崎県の平和公園の北端に建てられた、北村⻄望（きたむらせいぼう）作の、像といえ
ば何でしょう？ 

平和祈念像(へいわきね
んぞう) 

157 森有礼とともに明六社を設⽴したうちの⼀⼈である、津和野出⾝の啓蒙思想家で、「哲学」
「⼼理学」「感覚」などの⾔葉をつくったことで知られるのは誰でしょう？ 

⻄周(にしあまね) 

158 福井県にある三⽅五湖のうち、唯⼀淡水湖であるのはなんでしょう？ 三⽅湖 

159 日本各地にあるミニ独⽴国のうち、カシオペア連邦や吉⾥吉⾥国がある都道府県はどこ
でしょう？ 

岩⼿県 

160 ご当地ラーメンで、喜多⽅ラーメンといえば福島県のラーメンですが、佐野ラーメンと
いえばどこの都道府県のラーメンでしょう？ 

栃⽊県 

161 ⻲山上皇が橋の上空を移動していく月を眺めて「くまなき月の渡るに似る」と感想を述
べたことから名前がついた、京都嵐山で桂川にかかる橋は何でしょう？ 

渡月橋(とげつきょう)  

162 毎年７月に「全国⾼等学校小倉百⼈⼀首かるた選⼿権⼤会」が⾏われる、滋賀県⼤津市
にある神社はどこでしょう？ 

近江神宮 

163 中津川市は岐阜県にありますが、中津市は、何県にあるでしょう？  ⼤分県 

164 栃⽊県の日光にある華厳の滝の水は、男体山のふもとにある、何と⾔う湖から流れ出た
ものでしょう？  

中禅寺湖  

165 戦国武将で『越後の龍』とよばれたのは上杉謙信ですが、『甲斐の⻁』と呼ばれたのは誰
でしょう？ 

武田信玄 

166 ゴーヤのはいったぬーやるバーガーや、ゴーヤーバーガーというメニューで知られる、
沖縄のファーストフード店はどこでしょう？ 

ジェフ沖縄 

167 日本三⼤松原で、三保の松原があるのは静岡市、虹の松原があるのは唐津市ですが、気
⽐松原があるのはどこの都市でしょう？ 

敦賀市(つるがし) 

168 塩漬けにしたトウガラシを雪の上にさらしてあくを抜き、ユズや麹(こうじ)などと混ぜ
て発酵させてつくる、新潟県妙⾼市でつくられる香⾟料はなんでしょう？ 

かんずり 

169 ⻑崎県のブランドイカ、壱岐剣(いきつるぎ)といえば、どんな種類のイカでしょう？ ケンサキイカ 

170 1536 年、戦国⼤名伊達稙宗（たねむね）により制定された、伊達⽒の分国法は何でしょ
う？ 

塵芥集 

171 沖縄県の辺⼾岬（へどみさき）にある展望台はある鳥をデザインしていますが、その鳥
は何でしょう？ 

ヤンバルクイナ 

172 沖縄にあるゆいレールの「ゆい」はこの⾔葉の略である、沖縄の⽅⾔で「助け合い」と
いう意味の⾔葉は何でしょう？ 

ゆいまーる 

173 松尾芭蕉が嵯峨日記を著した、京都市右京区にある向井去来の別荘として使用されてい
た草庵で、庭の柿を売る契約をした後に、柿がすべて台風で落ちてしまったという話か
ら名前がついたのはどこでしょう？ 

落柿舎 
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174 聖応⼤師（しょうおうだいし）が、声明(しょうみょう)の練習をしていたとき、滝の音
が音律に同調して音が消えて無くなったという伝説から名付けられたという、京都の⼤
原にある滝の名前は何でしょう？ 

音無の滝（おとなしのた
き） 

175 「訓練費 700 万円を採用時に⾃己負担する事を条件に列⾞運転免許を取得できる」とい
う運転⼠養成プランがある、もともとは国鉄の⽊原線だった、千葉県にある第三セクタ
ーの鉄道は何でしょう？ 

いすみ鉄道 

176 かつては、日本で２番目の⾯積をもつ湖だったが、⼲拓により埋め⽴てられて⼤潟村（お
おがたむら）を作った結果、18 番目の広さになった、秋田県の湖はどこでしょう？ 

八郎潟 

177 全国の地鶏の中で生産量が１位である、徳島県の地鶏は何でしょう？ 阿波尾鶏（あわおどり） 

178 餅粉を蒸し、砂糖・水飴を加えて練り上げて作られるお餅で、ある絹織物の名前がつい
ている福井県の銘菓は何でしょう？ 

⽻⼆重餅 

179 【3 答】京都の五山送り⽕（ござんのおくりび）に使われる漢字は３種類ありますが、
その３つとは何でしょう？ 

⼤、妙、法 

180 山形県特産品である枝⾖で、庄内地⽅の⽅⾔で「おやじ」という意味があるのは何⾖で
しょう？ 

だだちゃ⾖ 

181 元々は⻑崎在住の華僑の⼈々が、旧正月を祝うために⾏っていた春節祭(しゅんせつさ
い)という祭りを起源とし、今では⻑崎市全体に規模を拡⼤したという、ある照明器具の
名前がついた、⻑崎市で⾏われるお祭りは何でしょう？ 

⻑崎ランタンフェステ
ィバル 

182 和歌山県の北山村原産のかんきつ類で、北山村の村の⽊でもあるのは何でしょう？ ジャバラ 

183 津軽じょっぱり、肥後もっこすと共に、日本三⼤頑固のひとつに数えられている、⾼知
県男性の県⺠性を表した⼟佐弁は何でしょう？ 

いごっそう 

184 ⼤分県にある、禅海和尚が掘ったというトンネルで、菊池寛の『恩讐の彼⽅に』の題材
になっていることで知られるのはどこ？ 

⻘の洞門 

185 埼玉県⺠の日、⼤分県⺠の日といえば、何月何日でしょう？ 11 月 14 日 

186 山陽新幹線の終点であり、九州新幹線の起点となっている新幹線の駅はどこでしょう？ 博多駅 

187 スイカが名産で、給水所ならぬ「給スイカ所」でランナーにスイカが出てくる、スイカ
ロードレース⼤会を開催している千葉県の都市はどこでしょう？ 

富⾥市(とみさとし) 

188 いちご、栗、クリームチーズが中に⼊っている、宮崎県の「お菓子の日⾼」名物の⼤福
といえば何でしょう？ 

なんじゃこら⼤福 

189 日本最南端のスキー場である、宮崎県の向坂山（むこうざかやま）にあるスキー場はど
こでしょう？ 

五ヶ瀬（ごかせ)ハイラン
ドスキー場 

190 世界最⼤の砂時計「砂暦」（すなごよみ）がある、島根県にある砂をテーマとした博物館
は何でしょう？ 

仁摩(にま)サンドミュー
ジアム 

191 「桐生うどん」「館林うどん」「水沢うどん」といえば、どこの都道府県のうどんでしょ
う？ 

群⾺県 

192 山形鉄道 フラワー⻑井線の宮内駅（みやうちえき）の駅⻑の「もっちぃ」は、どんな動
物でしょう？ 

ウサギ 

193 【6 答】「塔博⼠」と呼ばれた、日本の建築構造家・内藤多仲によって建てられた「タワ
ー六兄弟」とよばれる６つのタワーは何でしょう？ 

名古屋テレビ塔、通天
閣、別府タワー、さっぽ
ろテレビ塔、東京タワ
ー、博多ポートタワー 

194 創業者の前田久吉の⺟親が「家にも牛が⼀頭いたら、暮らしもずっと楽になるけど・・・」
と口癖のように⾔っていたのが⼼に残り、⺟にささげる牧場という事で名づけられたと
いう、千葉県の⿅野山（かのうざん）にある牧場は何でしょう？ 

マザー牧場 



 35 

195 徳島県の阿波踊りで、踊りを踊るグループのことを漢字１文字で何というでしょう？ 連 

196 綾瀬はるか、浜田省吾、アンガールズ、吉田拓郎、⽮沢永吉といえばどこの都道府県出
⾝の有名⼈でしょう？ 

広島県 

197 横山⼤観の「白砂⻘松図(はくしゃせいしょうず)」を元にした「白砂⻘松庭」などの日
本庭園で知られ、アメリカの「ジャーナル・オブ・ジャパニーズ・ガーデニング」の日
本庭園ランキングで１０年連続日本⼀になっている、島根県の美術館はどこでしょう？ 

⾜⽴美術館 

 
 

―以上― 


