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合同合宿ペーパークイズ 

 

2015/2/24(火)実施 
 

満点 100点 
 

時間 50分 
 

 

 

 

・答えは解答用紙の所定の欄に記入してください 

・「ダイヤモンド・パール・プラチナ」を DPt、「ハートゴールド・ソウルシル

バー」を HG/SS、「ブラック・ホワイト(2)」を BW(2)、「オメガルビー・アルフ

ァサファイア」を OR/AS と省略して表記しています 

・フォルム違いのポケモンはそのフォルムも記入してください 
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１ 「一問一答」2点×15問＋3点×4問＝42点 

 

ポケモン本編のゲームからの問題 

(1)ポケモン OR/ASにおいてむしタイプの威力 90の物理技は？ 

(2)ポケモンHG/SSにおいてロトムをフォルムチェンジできる場所は？ 

(3)「エスパータイプ」の「たいようポケモン」は？ 

(4)「ヒャッコクシティ」のジムリーダーの名前は？ 

(5)「バトルステージ」のフロンティアブレーンは？ 

(6)ポケモン BW2に登場したアデクの孫の名前は？ 

(7)「バトルシャトレーヌ」のうち、トリプルバトルを担当するのは？ 

(8)「コガネシティジム」の形のモデルになったポケモンは？ 

(9)ポケモン OR/ASにおいて「ライコウ・エンテイ・スイクン」が出現する「マボロシ

のばしょ」は？ 

 

ポケモン派生作品からの問題 

(10)「ポケモン不思議のダンジョン 時・闇・空の探検隊」において主人公らが所属す

る「ギルド」のおやかたは？ 

(11)「ポケモン＋ノブナガの野望」の冒険の舞台となる地方の名前は？ 

(12)「ポケモンコロシアム」「ポケモン XD 闇の旋風ダーク・ルギア」においてダーク

ポケモンの心を開き、元に戻すことを何という？ 

(13)「ポケモン ARサーチャー」において「夢のはざま」の研究をしている博士は？ 

(14)「ポケモン不思議のダンジョン マグナゲートと∞迷宮」のラストボスを漢字で答

えなさい 

(15)「ポケモンレンジャー 光の軌跡」において、主人公のパートナーポケモンとなる

のは「○○○○ピチュー」である。○○○○に当てはまる 4文字の言葉は？ 

 

文章記述問題 

(16)道具「ピーピーリカバー」の効果を簡潔に記述せよ 

(17)ポケモン OR/ASにおいて「ヤンチャム」を「ゴロンダ」に進化させる条件を簡潔

に記述せよ 

(18)ポケモン X/Yにおいて「ファイヤー」と捕獲するための条件を簡潔に記述せよ 

(19)わざ「ミストフィールド」の効果を簡潔に記述せよ 
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２「４択問題」2点×6問＝12点 

(1)最も発売が早い(=古い)のは？ 

 A ライジングフィスト 

 B メガロキャノン 

 C EXバトルブースト 

 D ファントムゲート 

 

(2)最も発売が早いのは？ 

 A ピカチュウげんきでちゅう 

 B ポケモンスタジアム 2 

 C ポケモンスナップ 

 D ポケモンピンボール 

 

(3)「おもさ」が最も重いのは？ 

 A レジロック 

 B レジアイス 

 C レジスチル 

 D レジギガス 

 

(4)「こうげき」が最も高いのは？ 

 A メガアブソル 

 B オノノクス 

 C メガハッサム 

 D メガカイロス 

 

(5)サトシが出場した大会のうち最も成績が良かったのは？ 

 A ジョウトリーグ シロガネ大会 

 B ホウエンリーグ サイユウ大会 

 C シンオウリーグ スズラン大会 

 D イッシュリーグ ヒガキ大会 

 

(6)アニメ「ポケモン XY」において放送されたのが最も新しいのは？ 

 A ミアレジム攻略! シトロンの秘密!! 

 B メガシンカとプリズムタワー! 

 C カビゴンを起こせ! パルファム宮殿でバトルです! 

 D セレナ、初ゲット!? ヤンチャム VSフォッコ!! 
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3「空欄補充」1点×17=17 点 

 文章の空欄に当てはまる語または数字を入れなさい。 

 

「ひこうタイプ」について考える。ひこうタイプのポケモンはフォルム違いやメガシ

ンカポケモンも含めると全部で 101種類存在し、そのうちひこうタイプを含むメガシ

ンカポケモンは（①）種類である。そのうち、メガレックウザの持つ特性（②）は「ら

んきりゅう」という特別な天気を作りひこうタイプの弱点になる技の威力を弱めるとい

う非常に強力な特性である。また、メガレックウザは必ず（③）という技を覚えている。 

 

ひこうタイプは他のすべてのタイプと複合タイプを持つ唯一のタイプである。ひこう

タイプと最も多く複合しているタイプはノーマルタイプであるのに対し、最も複合して

いるタイプが少ないタイプは（④）と（⑤）で、それぞれ１種類のポケモンしかいない。

また、ひこうタイプの複合タイプポケモンの進化系で「ひこう/○○」となっているの

は（⑥）だけであり、それ以外のポケモンはすべて「○○/ひこう」と表記されている。

また、進化(メガシンカではない)によってひこうタイプがなくなる唯一のポケモンは

（⑦）である。なお、ポケモンカードゲームにおいてはひこうタイプは存在せず、ゲー

ムにおけるノーマルタイプに相当にする（⑧）タイプに分類される。 

 

ひこうタイプのポケモンを使用するジムリーダーはこれまでに３人登場しており、

（⑨）に勝利するとフェザーバッジ、（⑩）に勝利するとウイングバッジ、（⑪）に勝利

するとジェットバッジがもらえる。 

 

ひこうタイプのポケモンのうち最も HPが高いのは「ダイヤモンド・パール」で初登

場した（⑫）である。強力な特性「いかく」はひこうタイプではボーマンダ、ギャラド

ス、ムクホーク、（⑬）、（⑭）が持っている。ひこうタイプの技「エアスラッシュ」は

命中 95、威力（⑮）で３割で相手がひるむ技で、トゲキッスなどに採用される。また、

ひこうタイプで最も威力が高い技は（⑯）である(特性「スカイスキン」によるノーマ

ルタイプの技は除く)。ひこうタイプの技の威力を弱めるきのみは（⑰）である。 
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４「詰めポケモンバトル」5点×2 問＝10点 

 次の指定された状況においてもっとも確実にバトルに勝利するためのこのタ

ーンの行動を例のように記述しなさい(このターン中に勝利する必要はない。次

のターン以降100パーセントどんなことがあっても勝てるような手を選ぶこと)。

ただし、どんな運でも、相手がどんな行動をとっても確実に勝利しなければな

らない。なお PP は考慮しないものとする。バトルルールは ORAS リーグのダ

ブルバトルフラットルールとする。 

例)ピカチュウ「ミズゴロウにボルテッカー」 

   アチャモ「キモリに交代」 

 

問１ 

自分の場 

ガブリアス Lv50 HP1/183 すばやさ 169 持ち物：こだわりハチマキ 特性：さめはだ 

 ドラゴンクロー じしん げきりん いわなだれ 

サンダー Lv50 HP1/167 すばやさ 167 持ち物：なし やけど状態 

 ほうでん とんぼがえり みがわり みきり 

 

相手の場 

サーナイト Lv50 HP143/143 すばやさ 145 持ち物：ラムのみ 

 マジカルシャイン サイコキネシス サイドチェンジ まもる 

 

自分の控え 

ギャラドス Lv50 HP1/202 すばやさ 101 持ち物：なし 

 たきのぼり ちょうはつ ストーンエッジ まもる 

 

条件 

・ガブリアス、サンダー、サーナイトはいずれも場に出たばかりである。 

ダメージ計算 

・ガブリアスのダブル補正「こだわりハチマキ」「じしん」はサーナイトに 135ダメージ 

・サンダーのダブル補正「ほうでん」はサーナイトに 45ダメージ 

・サンダーの「とんぼがえり」はサーナイトに 30ダメージ 

・ギャラドスの「たきのぼり」はサーナイトに 105ダメージ 
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問 2 

自分の場 

サザンドラ HP136/168 すばやさ 150 持ち物：いのちのたま 

 あくのはどう りゅうせいぐん だいもんじ まもる 

チルタリス HP182/182 すばやさ 100 持ち物：オボンのみ 

 りゅうせいぐん かえんほうしゃ ほろびのうた まもる 

 

相手の場 

コジョンド HP1/141 すばやさ 172 持ち物：なし 

 ねこだまし けたぐり みきり フェイント 

メガラティオス HP1/156 すばやさ 178 持ち物：ラティオスナイト 

 りゅうせいぐん サイコキネシス めざめるパワー地面 まもる 

 

条件 

・お互い今場に出ているポケモンしか残っていない 

・チルタリス、コジョンドは場に出たばかりである 

・サザンドラ、メガラティオスはどちらも「ほろびのうた」のカウントが残り 1である 

・サザンドラ、メガラティオスは前のターンに「まもる」を使っていない 

ダメージ計算 

・メガラティオスの「りゅうせいぐん」はサザンドラ、チルタリスを一発で倒す 

・コジョンドの「けたぐり」はサザンドラを一発で倒し、チルタリスに 15ダメージ 
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５「ステータス計算」7点 

うさぎポケモン「ミミロップ」の種族値は「H65-A 76-B 84 -C54-D 96-S 105」

である。性格「ようき」個体値「H31-A31-B23-C0-D12-S31」のミミロップに

努力値を「H4、A196、B28、D28、S252」と振った。このとき、次の問いに答

えよ。 

 

(1)このポケモンのレベル 50での時の能力値を計算しなさい。 

 

 

 

 

 

(2)このミミロップをメガシンカさせた時の能力値を計算しなさい。 

 

 

 

(3)このポケモンが使える「めざめるパワー」のタイプを答えなさい。 

 

 

 

６ 「リスニング問題」1 点×6問＋2点×3問=12点 

問 1 鳴き声を聴いてポケモン名を特定せよ 

(1) 

(2) 

(3) 

問 2 音楽を聴いて町あるいはダンジョンの名前を特定せよ 

(1) 

(2) 

(3) 

問 3 ポケモン映画の主題歌を聴いて、その曲が使われた映画のタイトルを答えよ 

     *ただし映画のタイトルに漢字が使われている場合は漢字で正しく書くこと 

(1) 

(2) 

(3) 

 


