
下山の第 7回 5時からペーパークイズ 

これは満点あり得るゾ マロリーとかスミスは出ません。俺のペーパーでは過去最易のつもり 

0～40点：たわし級  41～50点：輪ゴム級 51～55点：サンダル級 56～58点：世界のトオノ 59点：野獣先輩    

60点：GO is GOD  参考記録 Z先輩：37点  一応 2013年 10月 29日に従って問題文が作られているけどあんま関係

ないゾ 

 

知らないと本当にまずいですよ！ﾁｮｯ！なにやって！せんっ！ぱいっ！ 

1.世界で一番高い山はエベレストですが、日本で一番高い山は何？ 

2.ギリシャ文字。αの次、つまり 2番目は何？ 

3.化学で、水兵リーベ僕の船・・・って何の覚え方？ 

4.野球で、打者がボールを打つために持つ、アオダモなどから作られる木の棒は何？ 

5.日本で一般的に用いられるイタリア語の階名。ド、レ、ミ、？、ソ、ラ、シ ？に入るのは何？ 

6.このほど、安倍晋三が５％から８％に増やすことを決めた、国民がサービスや商品を購入する際に支払うことが義務付けら

れている、間接税の一つといえば何税？ 

7.日本の作家で「たけくらべ」「にごりえ」などの作品を残し、現 5000円札の肖像になっている人物は誰？ 

8.酸性と塩基性のうち、普通 pHが 7 より小さいものはどっち？ 

9.各国のサッカーリーグ。ブンデスリーガはドイツですが、J リーグはどこの国？ 

10.アイドルグループ「TOKIO」は今何人組？ 

 

ケンヂ君のママンでも知っている 

11.世界の首都。オーストリアはウィーンですが、オーストラリアはシドニーではなくどこ? 

12.名前には 15代のうち、唯一「義」の字が使われていない、室町幕府初代将軍は誰？ 

13.地球よりも太陽から遠く、木星よりも太陽に近い太陽系の惑星は何？ 

14.バレーボールで、他の選手と異なる色のユニフォーム着用が義務付けられている、守備専門のプレーヤーのことをなんと

いう？ 

15.音楽史上最も偉大とも言われるドイツの作曲家で、交響曲第 5番「運命」や、第 9番「歓喜の歌」などで知られるのは

誰？ 

16.平成 26年度大学入試センター試験・公民の教科で受験できる 4つの科目とは、倫理、政経、倫理・政経と、あとひとつ

は何？ 

17.世界の四大文明といえば、黄河文明、インダス文明、メソポタミア文明と何文明？ 

18. ニュートンの三大運動法則といえば、慣性の法則、運動方程式と、何の法則？  

19.バスケットボールで、フリースローを決めた時に入る点数は何点？ 

20.漫画「クレヨンしんちゃん」で、主人公しんのすけの父親のフルネームは何？ 

 

そこらの高校生の方が知ってるかもしれない 

21.参議院と衆議院のうち、議員定数が多いのはどっち？ 

22.1588年、豊臣秀吉が、百姓の帯刀を禁止し、武器の所有権を剥奪した政策をなんという？ 

23. 正式名をエノコログサというイネ科の植物で、揺れているのを見ると、ある動物が飛びかかることからつけられた俗称は

何？  

24.陸上の投てき競技といえば、ハンマー投げ、砲丸投げ、やり投げと、何投げ？ 

25.日本の俳優で、現在菅野美穂を妻に持つ、半沢直樹の半沢直樹役や、現在放送中のドラマ・リーガルハイの古美門研

介役で知られる人物は誰？ 

26.日本で 3番目に長い川は何川？ 

27.口語における唯一のカ行変格活用動詞といえば、何？ 

28.「五臓六腑にしみわたる＾～」 さてこの五臓とは、心臓、肝臓、脾臓、腎臓と何？ 

29.野球で 3回ストライクを取るとただのアウトになりますが、ボウリングの最終フレームで 3回ストライクを取ると何アウト？ 

30.楽譜で、2分音符の倍の長さの音符は何音符？ 

 

まあ大衆向けだからね？ 

31.自民党のトップは「総裁」と言いますが、民主党のトップのことをなんという？ 

32.「月日は百代の過客にして行きかう年もまた旅人なり～」といえばこれはなんの冒頭？ 

33.パーキンソン病に名前を残すパーキンソンはどこの国の人？ 

34.実はこないだの IOC会長選挙に立候補していたウクライナの棒高跳び選手で、「鳥人」の異名で知られたのは誰？ 

35.芸人おぎやはぎの小木の義理の弟である歌手で、さくら（独唱）などで知られるのは誰？ 

36.トランプゲーム・大富豪。ジョーカーを除いた中で、通常時最も強い数字は何？ 

37.百人一首の一首目は天智天皇ですが二首目を歌ったのは何天皇？ 



 

38. とある学園都市でとても恐ろしい病が流行った。この病は１０００人に１人の割合で感染していることが分かった。ある検

査をすると、感染している場合は９８％の確率で陽性反応が、感染していない場合は、９９％の確率で陰性反応が出る。あ

なたはこの検査を受けて陽性反応が出てしまった。さて、あなたが実際にこの病に感染している確率は何％か小数第１位ま

で求めよ。必要ならば小数第２位を四捨五入せよ。  

39.ゴルフで、グリーンの外からのアプローチショットが直接カップインすることを特になんという？  

40.先日亡くなった桜塚やっくんが昔竹内幸輔と共に組んでいたコンビは何？ 

 

知ってる人は知っている 

41.ドイツの都市・バーデン=バーデン。さてこの「バーデン」ってどういう意味？ 

42.ズバリ、フォンテーヌブローの勅令を発したのは何何世（なになんせい）？ 

43.「チャールズの心臓」という意味がある星コル・カロリは何座のα星？ 

44.水球。1チームの人数は何人？ 

45.世界初のトーキー映画「蒸気船ウィリー」で、ミッキーマウスの声を担当したのはウォルト・ディズニーですが、ミニーマウス

の声を担当したのは誰？ 

46.一般的な競技麻雀で、鳴いても翻数が下がらない２翻役。全部でいくつ？ 

47.今年のノーベル文学賞を受賞したカナダ人女性アリス・マンロー。女性でのノーベル文学賞受賞はこれで何人目？ 

48. In a mathematical contest, three problems, , , and were posed. Among the participants there were 

students who solved at least one problem each. Of all the contestants who did not solve problem , the 

number who solved was twice the number who solved . The number of students who solved only 

problem was one more than the number of students who solved and at least one other problem. Of all 

students who solved just one problem, half did not solve problem . How many students solved only problem

? 
49.ゲートボール。パーフェクトゲームなら何点？ 

50.正式名称を、「神羅電気動力株式会社総務部調査課」という、ゲーム「ファイナルファンタジー７」に登場する、神羅カン

パニーの特殊工作部隊で、レノやルードが所属しているのは何？ 

 

テーマクイズ 風評被害シリーズ 

 

51.略称を TDL という千葉県に存在するテーマパークで、これが TDN と一字違いというたったそれだけの理由で風評被害を

受けている「夢の国」は何？ 

52. SF御三家とも称される日本の作家で、彼の作品「文学部唯野教授」が TDN と発音するため風評被害を受けているのは

誰？ 

53. 博物学者のサンティレールによって分類され、現在はレッドリストによって危急種に指定されているサルの仲間・ロリスの

一種で、完全勝利した淫夢くんシリーズに登場したため、風評被害を受けたのは何？ 

54.今年 9月に結婚した日本の競泳選手で、その風貌が、真夏の夜の淫夢シリーズに登場する野獣先輩をある角度から映

した時ととてつもなく酷似していたために風評被害を受けている人物で、2004年の流行語大賞を「チョー気持ちいい」で受賞

したのは誰？ 

55.1995年に発売されてミリオンヒットを記録した Mr.Childrenの 9枚目のシングル曲で、2番 B メロ歌詞の“野獣と化して

AhAh”にホモが食いついたことで被害を受けているのは何？  

56.東京 23区のうち、真夏の夜の淫夢シリーズにちょっと写り込んでしまったために風評被害を受け、閉店へと追い込まれた

寿司屋「あずま寿司」なども存在していた街、下北沢があるのは何区？ 

57.日本人として初めてルイ・ヴィトンの製品を愛用したという経歴もある土佐藩士で、公武合体派の急先鋒として山内容堂

に大政奉還を進言したことや、パークス襲撃事件を中井弘とともに鎮圧するなどの活躍を見せた人物で、その肖像画が野

獣先輩と酷似していたことが最近の調べでわかったのは誰？ 

58.『野獣先輩を素粒子だと考えると、810SNPIを並べ替えた時にSPIN810となり、スピンが整数である。よって、野獣先輩は

フェルミ粒子ではなく○○○粒子であることがわかる。Q.E,D.』と、いうようなガバガバなアナルグラムがまかり通ってしまうよう

な、○に入るインド生まれの物理学者で、コーネル、ワイマン、ケターレが実現し 2001年のノーベル物理学賞を受賞した要

因となる凝縮の名前に、アルベルト・アインシュタインとともに名前を残しているのは誰？ 

59.その顔が、真夏の夜の淫夢シリーズに登場する TNOK に似ていたため風評被害を受けている、日本人初のプロビーチバ

レーボール選手は誰？ 

60.本名を八武崎という日本の声優で、1stプチアルバム「プティパ」が、真夏の夜の淫夢シリーズにおける排泄音と酷似して

いたため風評被害をうけるものの、そもそも本人がラジオ内で「微レ存」の誤用を早見沙織に指摘するなどの淫夢営業を行っ

ており、彼女はもともと淫夢厨なのではないかと噂されている人物で、アニメ Aチャンネルのトオル役や、魔法少女まどか☆マ

ギカの鹿目まどか役で知られるのは誰？ 

  

http://www.artofproblemsolving.com/Forum/code.php?hash=6dcd4ce23d88e2ee9568ba546c007c63d9131c1b&sid=3ba4a8015cf07fbf308778ec1946b78a
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解答者（敬称略） 

小山 馬場 田中 中山 村上 兼子 深澤 小野寺 酒井 谷地元（け） 須田 谷地元（そ） 植松 三村 工藤 後藤 （宮石

（点数だけしか知らない）） 全員正解だと 16人だゾ 

 

後ろの【】は正解者（数） 

Q1 富士山【全員】 間違えるやついんのこれ 

Q2 β（ベータ）【全員】 同上 

Q3 周期表（元素記号等）【１５】 原素記号（崇太） 

 元素記号のこと原素記号って書いたら×食らうの知ってたか～？ 

Q4 バット【全員】 

Q5 ファ【全員】ファ!?（兼子、村上）ちゃんとこちらの出題意図がわかってくれたようで良かったです。ファ、ド（健斗） 

シの後ろに句点ないのに？も埋めてど～するんですかね・・・まあ半分俺のせいなので○にした

けど 

Q6消費税【全員】Q1に同じ 

Q7樋口一葉【全員】同上 

Q8酸性【全員】同上 

Q9日本【全員】同上 

Q10 ５人【全員】同上、昔は幻のシックスマンがいた。 

このレベル間違えたらマズイっすよ！ 

Q11キャンベラ【１５】 ウィーン（崇太） 

問題文にウィーンって入ってたの気づいてたか～？ 



Q12足利尊氏【全員】 

Q13火星【全員】 

Q14 リベロ【１４】 セッター（兼子） 

問題文ちゃんと読んでるか～？ 

Q15ベートーベン【全員】 

Q16現代社会【１３】 特に無いです 

Q17エジプト文明【１５】チグリス・ユーフラテス文明（後藤） 

メソポタミア文明の源流がチグリス・ユーフラテス川なの知ってたか～？ 

ちなみにエジプト文明はナイル川、他は名前通りだゾ 

 

Q18 作用反作用の法則【１０】万有引力の法則（健斗、崇太）、重力（工藤） ニュートンはリンゴが木から落ちるのを見て「リン

ゴが落ちているんだから月も地球に向かって落ちているはずだ」と考えたそうだ（実際月は地球に向かって落ちています。わ

からない人は為近先生の力学を聞こう） 

Q19 １点【１３】 ３点（間違えた３人）ではない 

Q20野原ひろし【全員】 

Q21衆議院 実はペーパーで出すの３回目なんだゾ【１５】 参議院（中山） 

知ってたか～？衆議院の方が多いんだぞ～？ 

Q22刀狩り【全員】 

Q23ネコジャラシ【全員】 

 

 



Q24円盤投げ【１５】 無回答（工藤） 

 
基本的に普通のクイズは無回答だと×になるゾ～？ 

 

Q25堺雅人【１１】境雅人（田中）、堺直人（植松）痛いですね・・・これは痛い・・・ 

Q26 石狩川【１１】利根川（中山、兼子）２位（流域面積１位）、筑後川（小野寺）２１位、利根川、吉野川とともに日本三大暴

れ川に数えられる。あぶクマ－（工藤）長良型六姉妹の末の妹。長良型では唯一の金レアであり、初期状態では長良型では

一番性能が高い。CVは北海道出身の野水いおり。６位。 

Q27来る【１５】サ行変格活用（健斗） 

サ行変格活用の話をしても０点なの知ってたか～？ 

Q28肺臓【１１】膵臓（村上、工藤、後藤）よくやるミスですが膵臓は五臓ではない。胃（崇太）六腑のほう。腎臓（深澤） 

クイズって基本的に問題文読まないと解答出来ないの知ってたか～？ 

Q29 パンチアウト【８】やべえこれ第８回（次のペーパー）でも出してんじゃん。ちなみに第８回でも言うけどフレームアウト（中山、

植松、三村）では無いです 

Q30 全音符【１３】一分音符（兼子）一応全音符をこの言い方で言っている人もいるけどそれを肯定してる文献が見当たらな

いので×ということでオナシャス。４分音符（三村、工藤）よくやるミスだけど分数だということを考えれば・・・？ 

 

Q31代表【１２】党首（馬場、深澤、工藤） 「自民党を総裁と言うのに対して」という問題文だと党首はさすがに×。 

Q32奥の細道【１４】これも次のペーパーで出してる。徒然草（須田）「つれづれなるままにひぐらしすずりにむかひて～」 

Q33 イギリス【小山、田中、須田、崇太】アメリカ（馬場、中山、村上、兼子、深澤、小野寺、酒井、健斗、工藤）なんか芸術

的・・・（恍惚） 



Q34セルゲイ・ブブカ【８】イシンバエワ（健斗）性別と国が。ジャック・ロゲ（深澤）消しゴムで消したようだけど俺は見逃さないよ。

何を隠そう前職。３代目アンリ・ド・バイエ＝ラトゥールにつぐ二人目のベルギー人。８代目。ちなみに現職はドイツのトーマス・

バッハ。ロゲの前がせぐっちゃんやウヒョ助の口癖「タマランチ」で知られるサマランチ名誉会長 

Q35森山直太朗【１４】福山雅治（植松）それ桜坂だわ多分。 

Q36 ２【全員】俺が知ってるローカルルールはゴミ拾い、１０捨て、激シバ、入れ歯、７渡し、銀河鉄道９９９、スリーセブン、矢

切の渡し、とかだゾ 

Q37持統天皇【１０】天武天皇（馬場、崇太）無いです。孝明天皇（深澤）江戸時代。 

Q38 ８．９％【馬場、小野寺、酒井、植松】100000人のうち、実際感染しているのは 100人である。この 100000人に検査

すると 

  感染してる 感染してない 

陽性が出る 98 999 

陰性が出る 2 98901 

この割合で結果が出るはずなので、求める確率は、９８/（９８＋９９９）≒０．０８９３（偶然にも） 

Q39 チップイン【１１】ホールインワン（深澤、工藤）アルバトロス（酒井）イーグル（後藤）確かにそれが起こるときは大抵チップ

インだが。（イーグルはパー５で２オン１パットがあるからそうでもないけど） 

Q40あばれヌンチャク【馬場、中山、村上、小野寺】がっかりだよ（兼子）本当に。 

Q41温泉（に入ること）【小山、馬場、中山、深澤】昔はよく出題されてたなぁ。パーティ（崇太）、～になる（三村）・・・・・・？ 

Q42ルイ１４世【無し】実は有名人でした。太陽王。ルパン三世（馬場）アルセーヌ・ルパンの孫、漫画家モンキー・パンチの同

名の作品に登場する大怪盗。現在の CV は栗田貫一。ルイ１６世（中山）惜しい！奥さんはマリー・アントワネット。フランス最

後の絶対君主。チャールズ１世（兼子）イングランドの王様。奥さんはアンリ４世（酒井）の娘ヘンリエッタ・マリア・オブ・フラン

ス。カール２世（深澤）そう呼ばれる人が何人かいる。禿頭王のシャルル２世、オーストリア大公カール２世とか。ナポレオン３

世（小野寺）ルイ１４世が王となった約２００年後のフランス第二共和政大統領。ブリュメール１８日のクーデター。 

リーブ２１世（工藤）リーブ２１共和国の君主・岡村勝正のこと。 

株式会社毛髪クリニックリーブ 21（もうはつクリニック リーブにじゅういち）は、大阪府大阪市中央区に拠点を置く日本の頭髪

に関するサービス業者である。リーブ 21（Reve-21）という社名は復活するという意味の“Revive”と 21世紀に由来している。

ブランドステートメントを“Good Days for Your Life”としている。社名に"クリニック"を付しているが、医療機関ではなくサービ

ス業者である。従って、各種サービスもその範囲に限られている。全国各地に O.C（オペレーション・センター）と呼ぶ店舗展

開を行っている。この内、新宿・日本橋・心斎橋の 3カ所は、女性のみを対象としたレディース O.Cである。また、スタッフもす

べて女性である。 

Q43 りょうけん座【小山、兼子】うみへび座（馬場、小野寺）。α星アルファルド、全天で一番でかい星座。からす座（中山）。

α星アルキバ。空が澄んでると春に見える。蟹座（深澤）。α星アクベンス。プレセペ星団でおなじみ。ペルセウス座（酒井）。

α星ミルファク（別名アルゲニブ）。β星は変光星アルゴル。流星群でおなじみ。おおいぬ座（須田）。α星はご存知シリウス。

冬の大三角の一つ。 

Q44 ７人【９】キーパーの帽子は赤色。 

Q45 ウォルト・ディズニー【馬場、村上、兼子】マリリン・モンロー（中山）意外性○。伊藤かな恵（深澤）消しゴムで消したようだ

けど俺は見逃さないよ。 

Q46 ６つ【小山、健斗】７つ（崇太）って書いてたけど「連風牌は２役じゃないんですか！？」と言われたのでどうしようか迷っ

たが、確かにプロ麻雀の和了した時の字幕とかにはダブ東とかダブ南と書いているので、一緒くたに扱うのが一般的では無い

とは言い切れないので７でも正解にします。（７って書いたの崇太だけだけど。）ちなみに三暗刻、三槓子、小三元、混老頭、

三色同刻、対々和の６つ（他はそもそも鳴くと成立しないか、翻数が下がります。） 

Q47 １３人目【無し】古い方から セルマ・ラーゲルレーヴ（１９０９年スウェーデン ニルスのふしぎな旅等）、グラツィア・デレッ

ダ（１９２６年 イタリア人として二人目）、シグリ・ウンセット（１９２８年 ノルウェー オーラフ・アウドゥンスセンで受賞）、パール・

バック（１９３８年 アメリカ人 大地、分裂せる家、息子たち の大地三部作）、ガブリエラ・ミストラル（１９４５年チリ人初 ラテン

アメリカ人初 本名ルシア・ゴドイ・アルカヤ ガブリエーレ・ダンヌンツィオとフレデリック・ミストラルからそのペンネームを取っ

た。）、ネリー・ザックス（１９６６年 ドイツ イスラエル人のシュムエル・アグノンと共に受賞）、ナディン・ゴーディマー（１９９１年 

南アフリカ初 代表作に保護管理人など）、トニ・モリスン（１９９３年 アメリカ人 トニ・モリソンとも 青い眼が欲しい、ビラヴド等）、

ヴィスワヴァ・シンボルスカ（１９９６年 ポーランド 別名「詩歌のモーツァルト」）、エルフリーデ・イェリネク（２００４年 オーストリ

ア人初 代表作にピアニスト等）、ドリス・レッシング（２００７年 イギリス人 処女作「草は眠っている」 ノーベル文学賞最高齢

受賞者 ２０１３年死去）、ヘルタ・ミュラー（２００９年 ドイツ人 ルーマニア出身 短篇集「澱み」でデビューし、反響と検閲を

受ける）、アリス・マンロー（２０１３年 カナダ人初） 

Q48 ６人【植松】 訳：数学の競技で３つの問題 A, B, Cが出題されている。参加者の中で１問以上正解した生徒は 25人で

あった。問題Aが解けなかった生徒のについて Bを解けた生徒の人数は Cを解けた生徒の人数の２倍である。Aだけを解け

た生徒の人数は、A以外にもう１問以上解けた生徒の人数より１人多い。丁度１問だけ解けた生徒の中で半分の生徒はAが

解けなかった。さて、Bだけを解けた生徒は何人か? 

式自体はただの一次連立方程式なので読めれば簡単に解けます。 

Q49 ２５点【中山】おめでとう。なんか１００点って書いてる人が多かったですね。 



Q50タークス【小山、兼子】FF7はスピンオフ出す前にリメイク出してくれよな～ ちなみに本編時点でのメンバーはツォン（アド

ベントチルドレン（AC）以降の CV 諏訪部順一）、レノ（AC 以降 CV 藤原啓治）、ルード（AC 以降 CV 楠大典）、イリーナ（AC

以降CV豊口めぐみ）の４人だけなんだゾ。なんでこんなに少ないのか詳細が知りたい人は BC（ビフォアクライシス）やってくれ

よな～ 

Q51東京ディズニーランド【１５】無回答（後藤） 

無回答だと０点なの知ってた～？ 

Q52筒井康隆【中山、深澤、小野寺】SF御三家他の２人は、小松左京（兼子）と、星新一。東野圭吾（植松）容疑者 Xの献

身の人。第１３４回直木賞。 

Q53スローロリス【５】たまげたなぁ・・・ 

Q54北島康介【全員】 

Q55 シーソーゲーム～勇敢な恋の歌～【馬場、中山、兼子、崇太】崇太と中山くんはフル解答してくれた。さすがです。ほう

き星（深澤）２８枚目のシングル、トヨタの CM とか。名もなき詩（小野寺）１０枚目のシングルなので惜しい、フジテレビのドラマ

「ピュア」の主題歌。[es]-theme of es-（健斗）８枚目のシングルなので惜しい。 

Q56世田谷区【村上、深澤】人口は最多。南に川崎市、西に調布市、北に杉並区、東に目黒区。 

Q57 後藤象二郎【無し】割りと似てる。中岡慎太郎（中山）、坂本龍馬（健斗、崇太、工藤）共に近江屋事件で殺される。佐

久間象山（兼子）高校の頃日本史の試験で佐久間象山と書くところに後藤象二郎と書いたのは何を隠そう俺です。武市瑞

山（たけちずいざん）（小野寺）いわゆる武市半平太その人。８月１８日の政変の後、山内容堂に投獄され死ぬ。 

Q58サティエンドラ・ボース【小山、田中】素晴らしい 

Q59川合俊一【無し】かわいしゅういち（兼子）痛いですね、これは痛い・・・ 

Q60悠木碧【５】ﾌﾞｯﾁｯﾊﾟ 

 

小山４７点 馬場４４点 田中４２点 中山４１点（連続正解２０） 村上４１点（連続正解１７） 宮石４１点 兼子４０点  

深澤３９点（連続正解２７） 小野寺３９点（連続正解１７） 酒井３８点（連続正解２８） 健斗３８点（連続正解１７）  

須田３７点  植松３６点（連続正解１５） 崇太３６点（連続正解２（コラ！）） 三村３５点 工藤３０点 後藤２７点 

 

平均３８．３点 

まあ過去最高だけど４０取って欲しかったなぁ・・・ 

 ジョジョの奇妙な冒険 スティール・ボール・ラン４巻 マウンテン・ティム 


