
2015/11/21　KIP第 49回例会　Adak企画

アーティスト名前カルタＱ
どうも僕です。特に前口上も思いつかないので早速企画の説明に。

＜基本ルール＞

・ラントロクイズ（とはいえイントロ多め／出題時間は約 20～30秒）。

・出題される曲を歌っているアーティストの名前の漢字を場の取り札から取る。

・取れるのは曲が流れ始めてから、止まった後 3カウントするまでの間。

・1人につき取れる札は最大 2枚（両手使い可）。一度取った札をその問題中に場に戻すのは不可。

・（稀にある）漢字かな混じり表記のアーティストの場合は漢字部分のみの取り札を取る。

・旧字体の漢字は新字体に置き換える。　（例） 藝 → 芸

・漢字が含まれないアーティストは出題されない。グループ名も出題されない。

・全問題終了時に得点の最も高い人が優勝となる。

＜得点・不正解時のペナルティなど＞

・得点は 1枚正解で 1点。

・不正解時は以下のようになる。

　　1枚取って不正解　→　次の問題は出題から 10秒間は札を取れない

　　2枚取って両方不正解　→　次の問題は出題から 20秒間は札を取れない

　　2枚取って 1枚正解，1枚不正解　→　(1)　1点獲得して次の問題 10秒ペナルティ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (2)　無得点でペナルティ無し　　　　　　　いずれかを選択

＜その他＞

・どっちの手が早かったかなど判定が微妙な場合は、皆さんオトナなので常識的に処理してください。

以上　



No. 曲名 アーティスト 備考

1 今日も どこかで 小田和正 2008/11/05
2 Can't forget your love 倉木麻衣 2001/08/29
3 夏色のナンシー 早見優 1983/04/01
4 替え唄メドレー 嘉門達夫 1991/05/21
5 森高千里 1989/05/25
6 残酷な天使のテーゼ 高橋洋子 1995/10/25
7 福山雅治 2009/05/20
8 ハイキックガール 武田梨奈 2009/05/27
9 木綿のハンカチーフ 中澤裕子 2002/xx/xx
10 夢の途中 来生たかお 1981/11/10
11 FULL JUMP 愛内里菜 2003/05/14
12 ブルージーンズメモリー 近藤真彦 1981/06/21
13 田原俊彦 1981/09/02
14 もっとうまく好きと言えたなら 森口博子 1995/03/03
15 青いイナズマ 林田健司 1994/04/21
16 さざんかの宿 大川栄策 1982/08/01
17 星空☆ディスティネーション 花澤香菜 2012/04/25
18 千本桜 小林幸子 2014/10/27 ニコ動「歌ってみた」投稿より
19 初恋 村下孝蔵 1983/02/25
20 Summer Memories 上木彩矢 2008/08/06
21 唐獅子牡丹 高倉健 1966/xx/xx
22 夜よ泣かないで 松山千春 1982/04/21
23 やさしくするよりキスをして 渡辺美優紀 2014/12/24 じゃんけんのご褒美。富の件は不問。
24 未来へ 徳永英明 2010/xx/xx
25 秋山絵美 1988/02/05
26 さくら（独唱） 森山直太朗 2003/03/05
27 恋スルキモチ 武井咲 2011/12/14
28 スマイル・フォー・ミー 河合奈保子 1981/06/01
29 初恋列車 氷川きよし 2005/02/09
30 ORION 中島美嘉 2008/11/12
31 きらめき 野口五郎 1976/06/10
32 カントリーロード 本名陽子 1995/06/25
33 シュレッダー 吉井和哉 2007/08/22
34 愛の歌 河口恭吾 2004/05/19
35 多部未華子 2009/02/25
36 柿の木坂の家 青木光一 1957/09/15
37 明日へ 広末涼子 1999/02/03
38 何と言う 奥田民生 2004/08/25
39 REAL 上原亜衣 2014/xx/xx
40 スイミング 深田恭子 2001/06/06
41 桜流し 宇多田ヒカル 2012/11/17
42 悲しみよこんにちは 高岡早紀 1989/05/10
43 home 木山裕策 2008/02/06
44 佐々木希 2010/07/21

KIP第49回例会　Adak企画「アーティスト名前カルタQ」　出題予定問題
2015/11/21　企画：Adak

リリース日
(発表日)

17才
作詞の及川眠子は18歳年下のトルコ人元夫に3億貢ぐ。

KISSして Sg『化身』c/w
セゾンカードCMの頭突き瓦割りで一躍有名に。

Al『Folk Songs 2』より

ほぼ同時期リリースの12問目と13問
悲しみ2(too)ヤング 目は出題部(セリフ)の内容が同一。

Al『VOCALIST 4』より
キョンシー!!!

GOOD BYE MY SCHOOL DAYS -多部ちゃん系- DCTの同名Sgの3曲目に収録

DVDのプロモーション用に作られた曲

配信限定Sg

噛むとフニャン feat. Astro



No. 曲名 アーティスト 備考

45 きみ可愛いね 伊藤咲子 1976/03/05
46 All my treasures 織田裕二 2007/07/25
47 三戸なつめ 2015/09/16 前髪切りすぎた人。
48 海とあなたの物語 未来玲可 1998/11/04
49 浜田省吾 1992/12/12
50 ドラえもんのうた 吉川ひなの 1998/03/04
51 君といる時間の中で 平原綾香 2004/05/26
52 APOLLO 大江千里 1990/09/07
53 約束はいらない 坂本真綾 1996/04/24
54 ひまわり 星村麻衣 2004/06/09
55 愛があれば大丈夫 広瀬香美 1992/12/02
56 ガーネット（弾き語り） 奥華子 2006/07/12
57 僕はここにいる 山崎まさよし 1998/11/11
58 異邦人 久保田早紀 1979/10/01
59 このまま君だけを奪い去りたい 織田哲郎 2005/xx/xx
60 LOVE and LIFE 木村佳乃 1998/09/18
61 believe 山口由子 1999/02/26
62 一青窈 2003/03/19 大家志津香は実家の料理屋でキャンセル被害。

63 ヘロン 山下達郎 1998/01/28
64 STAIRWAY 田村直美 1995/02/22
65 LOVE & JOY 木村由姫 2000/07/19
66 みちのくひとり旅 山本譲二 1980/08/05
67 anybody's game 小松未歩 1998/03/18
68 ゴージャス 杉本彩 1990/11/05
69 SOMETHING 'BOUT THE KISS 安室奈美恵 1999/09/01
70 シルエット・ロマンス 大橋純子 1981/11/25
71 そのままの君でいて 岡本真夜 1997/01/16 上海万博テーマソングの元曲？
72 Bye Bye My BLUE SKY 上原あずみ 2002/02/20
73 DRIVE ME CRAZY 山下久美子 1994/10/25
74 STAY 氷室京介 1996/06/24
75 やさしくなりたい 斉藤和義 2011/11/02
76 アリよさらば 矢沢永吉 1994/04/27
77 渡辺美里 1992/04/22
78 Make-up Shadow 井上陽水 1993/07/21
79 おやじの海 村木賢吉 1979/02/25
80 Depend on you 浜崎あゆみ 1998/12/09
81 南佳孝 1981/01/21
82 平凡なハッピーじゃ物足りない 篠原涼子 1996/05/22
83 STRANGE PARADISE 中谷美紀 1996/07/19
84 Naturally Yours 松本英子 2000/03/23 高校時代にソフトボールで国体選手に選出。

85 同じ空の下 高橋優 2013/05/15
86 千の風になって 秋川雅史 2006/05/24
87 私を探しにゆこう 永井真理子 1997/12/10
88 愛は愛で 江口洋介 1994/02/09

KIP第49回例会　Adak企画「アーティスト名前カルタQ」　出題予定問題
2015/11/21　企画：Adak

リリース日
(発表日)

8ビットボーイ

アヴェ・マリア (Ave Maria)
Sg『ホットミルク』c/w

Al『DEEN The Best キセキ』より

大家(ダージャー)

3年くらい前にMUTEKIデビュー。

My Revolution -第２章-

自主制作盤は1972年リリース。

スローなブギにしてくれ (I want you)



（敬称略）

No. 曲名 アーティスト MAN ㌔ Q 【エス】 はかせ バタヤン

1 今日も どこかで 小田和正 ○ ○ ○○
2 Can't forget your love 倉木麻衣 ○ ○ ○○
3 夏色のナンシー 早見優 ○○ ○
4 替え唄メドレー 嘉門達夫 ○ ○ ○ ○
5 森高千里 ○ ○× × ○ × ○
6 残酷な天使のテーゼ 高橋洋子 ○ ○ ○ ○
7 福山雅治 ○ ○ ○ ○
8 ハイキックガール 武田梨奈 × ×
9 木綿のハンカチーフ 中澤裕子 ×× ○
10 夢の途中 来生たかお ○ × ○× ×
11 FULL JUMP 愛内里菜 ○○ ○ ○
12 ブルージーンズメモリー 近藤真彦 ○ ○ ○○
13 田原俊彦 ○ ○ ○○
14 もっとうまく好きと言えたなら 森口博子 ○ ○ ○○
15 青いイナズマ 林田健司 ○ ○ ×
16 さざんかの宿 大川栄策 ○ ○○ ○
17 星空☆ディスティネーション 花澤香菜 ○×
18 千本桜 小林幸子 ○○ ○○
19 初恋 村下孝蔵 ×× × ○ ○○
20 Summer Memories 上木彩矢 ×× ○
21 唐獅子牡丹 高倉健 ○ ○ ○
22 夜よ泣かないで 松山千春 ○○ ○○
23 やさしくするよりキスをして 渡辺美優紀 ○○ ○○ ○
24 未来へ 徳永英明 ○ ○× ○
25 秋山絵美 ×
26 さくら（独唱） 森山直太朗 ○ ○ ○ ○○
27 恋スルキモチ 武井咲 ×× ○ ○○
28 スマイル・フォー・ミー 河合奈保子 ○ ○○ ○○
29 初恋列車 氷川きよし ○ ○
30 ORION 中島美嘉 ○ ○ ○○
31 きらめき 野口五郎 ○× × ○ ○○
32 カントリーロード 本名陽子 ○ ○ ○ ○ ×
33 シュレッダー 吉井和哉 ×× × × ×
34 愛の歌 河口恭吾 ○○ ○○
35 多部未華子 ○ × ○× ×
36 柿の木坂の家 青木光一 ○ ×× ×
37 明日へ 広末涼子 ○○ ○○
38 何と言う 奥田民生 ○ ○ ○○ ×
39 REAL 上原亜衣 × ×
40 スイミング 深田恭子 ○ ○○ ○
41 桜流し 宇多田ヒカル ×× ×
42 悲しみよこんにちは 高岡早紀 ××
43 home 木山裕策 × ○○ ○ ○
44 佐々木希 ○ ○○ ○

18 19 18 10 31 11 23

KIP第49回例会　Adak企画「アーティスト名前カルタQ」　試合経過

ラージ
ミドル

17才

KISSして

悲しみ2(too)ヤング

キョンシー!!!

GOOD BYE MY SCHOOL DAYS -多部ちゃん系-

噛むとフニャン feat. Astro
1～44問目　得点小計

※　当日は「○×(1枚正解，1枚不正解)」の場合、全員が「1点獲得，10秒ペナルティ」を選択したため、○のキャンセルはありませんでした。



（敬称略）

No. 曲名 アーティスト MAN ㌔ Q 【エス】 はかせ バタヤン

45 きみ可愛いね 伊藤咲子 ○ ○ ○ ○
46 All my treasures 織田裕二 × ○ ×× ○ ○ ○
47 三戸なつめ ○○
48 海とあなたの物語 未来玲可 ○○ ○
49 浜田省吾 ○○ ○ ○
50 ドラえもんのうた 吉川ひなの × ×
51 君といる時間の中で 平原綾香 ○○ ○○
52 APOLLO 大江千里 ○ ○ ○○
53 約束はいらない 坂本真綾 ○× ×
54 ひまわり 星村麻衣 ○○ ○
55 愛があれば大丈夫 広瀬香美 ○ ○ ○ ○
56 ガーネット（弾き語り） 奥華子 ×× ○○ ○
57 僕はここにいる 山崎まさよし ○ ○
58 異邦人 久保田早紀 ○ ○○ ○ ○
59 このまま君だけを奪い去りたい 織田哲郎 ○ ×× ○ ○○
60 LOVE and LIFE 木村佳乃 ○ ○ ○○
61 believe 山口由子 ○○ ○ ○
62 一青窈 ○○ ○
63 ヘロン 山下達郎 ○ ○ ○ ○
64 STAIRWAY 田村直美 ○ ○ ○
65 LOVE & JOY 木村由姫 ○○ ○ ○
66 みちのくひとり旅 山本譲二 ○○ ○ ○
67 anybody's game 小松未歩 ○○ ○
68 ゴージャス 杉本彩 ○ ○○
69 SOMETHING 'BOUT THE KISS 安室奈美恵 ○○ ○ ○○
70 シルエット・ロマンス 大橋純子 ○ ○ ○○
71 そのままの君でいて 岡本真夜 ○○ ○ ○

8 23 9 16 7 9 20
合計得点 26 42 27 26 38 20 43

※ 合計得点が当日皆さんに集計いただいたものと一部異なっている方がいらっしゃいますが、当方で後日集計した結果を
元に記載しております。なお、優勝者に変更はありません。

＜結果＞
・ 前半は【エス】さんがリードするものの、後半追い上げたバタヤンさんが優勝。
・

＜雑感など＞
・ 「窈」の字が目立つ目立つ。
・ 徳氷英明！！
・ 「未」が見つからない騒動がありましたが、「鈴」の裏にくっついていました（企画終了後に見つかりました）。
・ 企画後疲れや体の痛みを訴える人がチラホラ。大変なことをやらせてしまい申し訳ありませんでした。

Written by Adak

【お詫び】

これは間違いで、正しくは「原田まゆ」でした。「高部あい」は「コカイン所持と使用で逮捕され、しかも妊娠していた元オスカープロのタレント」でした。
同時期の出来事だったので勘違いしてしまいました。この場を借りてお詫び申し上げます（ってわざわざ書くことで二次被害？）。

KIP第49回例会　Adak企画「アーティスト名前カルタQ」　試合経過

ラージ
ミドル

8ビットボーイ

アヴェ・マリア (Ave Maria)

大家(ダージャー)

45～71問目　得点小計

MANさんもかなり追い上げたもののわずかに届かず。20秒ペナルティで取れなかった問題が意外と大きかった？

レポート発行日：2015/12/06

当日の企画開始前の練習問題で「胸揉みキスプリクラ写真で活動辞退した欅坂46の元メンバー」という読み上げ問題を出して「高部あい」と申し上げましたが、
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