
第 ４ 回 ペ ー パ ー ク イ ズ （谷地元健斗） ２０１５年１１月１７日実施 

 

０１．現在のわが国の消費税率は何％でしょう？ 

０２．世界で一番人口が多い国は中国ですが、二番目に人口が多い国はどこでしょう？ 

０３．水１分子に含まれる水素原子の数はいくつでしょう？ 

０４．「ほっぺたのりょうがわにちいさいでんきぶくろをもちピンチのときに ほうでんする」というポケモンで、サト

シが連れ歩く人気ナンバーワンのポケモンはなんでしょう？ 

０５．谷亮子、篠原信一、井上康生などが有名選手であった、１８８２年に嘉納治五郎が創始した武道は何でしょう？ 

 

０６．幸福の科学、日本銀行、自由民主党のトップに共通する役職名は何でしょう？ 

０７．江戸時代にあった３つの大名といえば、親藩、外様大名とあと１つは何でしょう？ 

０８．人間が外界を感知するときに使う五感とは視覚、触覚、嗅覚、聴覚と何でしょう？ 

０９．今年の大みそかに第６６回が放送予定の、ＮＨＫが１９５１年から放送している男女対抗形式の大型音楽番組は

何でしょう？ 

１０．高速道路でＳＡはサービスエリアといいますが、ＰＡは何エリアでしょう？ 

 

１１．「引き受ける」の謙譲語「うけたまわる」を正しく送り仮名をつけて漢字で書きましょう。 

１２．小学校または中学校を表す地図記号を書きましょう。 

１３．梅雨前線や秋雨前線がこれにあたる、暖気団と寒気団の勢力が同じでほぼ同じ位置にとどまっている前線のこと

を何前線というでしょう？ 

１４．ウッチャン、テル、チェンといったニックネームがあるお笑いコンビ「ウッチャンナンチャン」のひとりである

マセキ芸能者所属のお笑いコンビ芸人で、現在の代表番組には『世界の果てまでイッテ Q!』『LIFE!〜人生に捧げるコ

ント〜』などがあるのは誰でしょう？ 

１５．美術品を陳列するための部屋や画廊、ゴルフでは観客を意味する言葉はなんでしょう？ 

 

１６．中国の文学者で、日本で医学を学んだことでも知られる「故郷」、「阿Ｑ正伝」などを書いたのは誰でしょう？ 

１７．明治初期にしばしば用いられその時代の象徴として知られていた文句で、「散切り頭をたたいてみれば ？  の

音がする」というものがあります。？に入る言葉は何でしょう？ 

１８．相似な立体二つにおいて、相似比が１：２のとき、その体積比は１：Ｘになる。Ｘの値はいくつでしょう？ 

１９．神奈川県出身のシンガーソングライターで以前活動していた音楽グループ「オフコース」の元リーダー・ボーカ

ルであることでも知られる、主な楽曲に『ラブ・ストーリーは突然に』『キラキラ』『たしかなこと』などがあるのは誰

でしょう？ 

２０．福岡県出身のヤマハ発動機ジュビロ所属のラグビー選手でポジションはフルバック（ＦＢ）、またラグビーワー

ルドカップ２０１５の日本代表副キャプテンとして活躍し、キック前のポーズが話題になっているのは誰でしょう？ 

 

２１．岐阜県出身の小説家で、中小企業を舞台にした『下町ロケット』、政治と若者の就職難をテーマにした『民王』、

銀行を舞台にした半沢直樹シリーズなど幅広いジャンルのエンタメ作品に挑戦していることで知られるのは誰でしょ

う？ 

２２．英語での略称はＷＴＯまたはＷＰＯである、西ドイツの再軍備および北大西洋条約機構（ＮＡＴＯ）加入という

事態に対抗して、１９５５年にソビエト社会主義共和国連邦を盟主とした東ヨーロッパ諸国が結成した軍事同盟のこと

を何というでしょう？ 

２３．三択の問題です。地球が誕生して現代までを、１年３６５日のカレンダーに当てはめると、恐竜が絶滅したのは

次のうち何月何日のことになるでしょう？ 「１０月２６日」「１１月２６日」「１２月２６日」 

２４．次の３つの漫画に共通する作者はだれでしょう。「人造人間キカイダー」、「がんばれロボコン」、「仮面ライダー」 

２５．暦やカレンダーによく書かれている六曜とは、先勝・先負・仏滅・大安・赤口と、あと１つは、火葬場はお休み

のことが多い何でしょう？ 

 



２６．今年就活生の間で話題になっている、企業が優秀な学生を見つけ内定を出したにもかかわらず他社にとられるの

を避けるために学生に対して就活の終了を求めて圧力をかける行為のことをカタカナ４文字で何というでしょう？ 

２７．白石区は北海道札幌市にありますが、白石市は何県にあるでしょう？ 

２８．害虫やカビを防ぐため、収穫後の農作物に農薬を撒くことを英語で何というでしょう？ 

２９．大阪府出身の女優で、代表作にテレビドラマ『ロッカーのハナコさん』『新選組!』や、映画『紀子の食卓』があ

る、夫に俳優・歌手の福山雅治がいるのは誰でしょう？ 

３０．袋綴じの和本で、用紙の中央、各丁の折り目の部分にある飾りのことで、４００字詰め原稿用紙の場合は１０行

目と１１行目の間にある「【」のようなデザインのことを何というでしょう？ 

 

３１．１７世紀の近世哲学においてデカルトらとともに機械論的世界観の先駆的哲学者の一人であり、政治哲学におけ

る主著に『リヴァイアサン』がある、自然状態を「万人の万人に対する戦い」と表現したのは誰でしょう？ 

３２．イギリスの香辛料貿易が頓挫しインド経営にシフトするきっかけとなった、１６２３年にモルッカ諸島のある島

にあるイギリス商館をオランダが襲い商館員を全員殺害した事件のことを、それが起こった島の名前から何というでし

ょう？ 

３３．名称は発見者であるアメリカの物理学者に由来する、地球を３６０度ドーナツ状にとりまいており、内帯と外帯

との二層構造になっている放射線帯で、地磁気があるために太陽から飛んできた放射線が磁力線に沿って螺旋状の運動

をすることになり、地上の生物が放射線にさらされるのを防ぐ役目を果たしているのは何でしょう？ 

３４．テレビアニメ『監獄学園-プリズンスクール-』最終話のサブタイトルではこの映画の題名がパロディとして使わ

れている１９８７年製作のアメリカ映画で、一人のＤＪが兵士達を笑いとロックで癒し、ベトナム人と触れ、戦争の冷

酷さに翻弄される５ヶ月を描いた、主題歌にルイ・アームストロングの『この素晴らしき世界』が使われたことでも有

名なこの作品の題名は何でしょう？ 

３５．今年行われた２０１５ ＦＩＦＡ女子ワールドカップにて、決勝の日本戦において開始１６分で決めたハットト

リックを含む６得点を挙げ、大会ＭＶＰにも選ばれたアメリカの女子サッカー選手は誰でしょう？ 

 

３６．フランス語で「文化の擁護」を意味する言葉で、企業などが見返りを求めずに芸術、科学、文芸などの分野に資

金を提供する文化擁護活動のことを何というでしょう？ 

３７．アメリカのバーモント州出身の宗教家で、天使より授かったとされる金版の書を元に、教典である『モルモン書』

を著して、１８３０年には末日聖徒イエス・キリスト教会を設立したのは誰でしょう？  

３８．オランダの植物学者・遺伝学者で、オオマツヨイグサの栽培実験によって、１９００年にカール・コレンスやエ

ーリッヒ・チェルマックらと独立にメンデルの法則を再発見しさらに、１９０１年には突然変異を発見したのは誰でし

ょう？ 

３９．渋谷実監督の松竹、吉村公三郎監督の大映が競作して、しかも同じ週に封切られると言う異例の作品となりその

興行成績がよかったことから、ゴールデンウイークという言葉が生まれるきっかけにもなった、獅子文六原作の１９５

１年に公開された映画のタイトルは何でしょう？ 

４０．津市産業・スポーツセンター内に平成２９年１０月１日にオープン予定の、メインアリーナや屋内２５ｍプール、

トレーニングルームなどが入ったスポーツ施設で、三重県津市出身の女子レスリング吉田沙保里選手の名前にちなんで

つけられたその名称は何でしょう？ 

 

４１．代表には橋下徹、幹事長には松井一郎が暫定的に就任し、維新の党から除籍処分をされた大阪系議員を中心に１

９人の国会議員が参加する、今月２日に結党した日本の国政政党は何でしょう？ 

４２．標高は６１９０ｍの北アメリカ最高峰のアラスカにある山で、従来マッキンリーと呼称されていたが、今年８月

３１日にアメリカ政府が告示したこの山の正式な呼称は何でしょう？ 

４３．ドーナツ状のような回転体について、その回転させたい部分の面積と重心が動いた長さの積から回転体の体積を

求める定理のことを、これを発見した二人の数学者の名前から何の定理というでしょう？ 

４４．鎌池和馬のライトノベル『とある魔術の禁書目録』シリーズにおいて登場し、黄泉川愛穂、鉄装綴里、テレステ

ィーナ＝木原＝ライフラインらが在籍している、次世代兵器で武装した教員で構成された学園都市における警察的組織

「警備員」。さて、これを何と読むでしょう？ 

 



４５．テスト前に部屋の掃除がしたくなるといった努力を怠る「獲得的」なものと、テスト直前に「全然勉強してない」

などと周囲に伝える「主張的」の二つに大きく分類される、自分の失敗を外的条件に求め、成功を内的条件に求めるた

めの機会を増すような、行動や行為の選択のことを指す心理学の概念のことを何というでしょう？ 

 

４６．伊藤博文にドイツ式の立憲体制を薦めて、大日本帝国憲法制定のきっかけを与えた人物としても知られている、

主な著作に『今日のフランスにおける社会主義と共産主義』や『行政学』があり、国家の基本原理として政治行政二分

論を初めて唱えたドイツの法学者・思想家は誰でしょう？ 

４７．『立正安国論』は鎌倉時代に日蓮が著した仏教書ですが、『立正治国論（りっしょうちこくろん）』を室町時代に

著した僧侶は誰でしょう？  

４８．通信の交通渋滞のことをいう、電話網やインターネット上でイベントや災害などの時などに発生する、通信要求

過多により通信が成立しにくくなる現象のことを、通信分野における漢字２文字の用語で何というでしょう？※漢字指

定ではない 

４９．冒頭の題名「第４回ペーパークイズ」やこれまで私が企画書を作るときに多用していたフォントで、西尾維新原

作のアニメ「物語シリーズ」でも『映 像 使 用 書 體  ○○○○○○』と表示され使われていたのは何でしょう？※

○の数は答えの文字数を表す。 

５０．２００２年に活動を開始した競技志向型エアショーチームのメインパイロットで、２００９年にはレッドブル・

エアレース・ワールドチャンピオンシップにアジア人としては初参戦した福島県在住のパイロットは誰でしょう？ 

 

 

テ ー マ ク イ ズ 「道民・札幌市民・旭川市民のためのクイズ」 

５１．１９９７年の今日１１月１７日に戦後初の都市銀行における破たんした銀行で、北海道を地盤としてかつて存在

した銀行の名前は何でしょう？ 

５２．札幌市営地下鉄の東豊線、東西線、南北線の３路線すべてが乗り入れている唯一の駅はどこでしょう？ 

５３．アイヌ語ではチロンヌプ、スマリ、キモッペ、フレプなどの名称がある、日本では北海道・樺太および周辺島嶼

に生息するアカギツネの亜種で、本州・四国・九州に生息するホンドギツネよりも全体的にやや大きく、耳の裏と四肢

の足首の部分が黒いという特徴を持つのは何でしょう？ 

５４．最近ではこのスマートフォンアプリも登場した、札幌テレビ放送（ＳＴＶ）で夕方に放送されている「どさんこ

ワイド１７９」の１７時台において、札幌駅前で行われているクイズコーナーといえば「奥さん  ？  」。 ？に入る

言葉は何でしょう？ 

５５．粉末の中華スープが付属しているという特徴を持ち、北海道では「やき弁」と呼称され愛されている、マルちゃ

んブランドを展開する東洋水産が北海道エリアで販売するカップ焼きそばは何でしょう？ 

 

５６．北海道大学法学部出身の政治家で、現在の札幌市長は誰でしょう？ 

５７．自転車歩行者専用道路となっている札幌市白石区と北広島市を結ぶ一般道道１１４８号線のうち、北広島市区間

は「エルフィンロード」、厚別区区間を「陽だまりロード」と呼称しますが、白石区区間は今年１月から従来の「白石

サイクリングロード」に替えて何と呼称されているでしょう？ 

５８．日本穀物検定協会が毎年行う「米の食味ランキング」において、平成２６年産のお米が最高評価の「特Ａ」を獲

得した北海道米の品種３つとはゆめぴりか、ななつぼし、とあと一つは今回初めての特Ａ評価となった何でしょう？ 

５９．今年１０月から放送中の札幌市出身の作家・太田紫織のミステリ小説を原作としたアニメで、北海道・旭川市に

住む平凡な高校生と、骨を愛してやまない標本士のお嬢様が、その先々で様々な人の死に絡む事件に遭遇し解決に導く

模様を描いた作品の題名は何でしょう？ 

６０．今年７月にコロンビアで開催された第９回世界ユース陸上競技選手権大会では女子主将を務め、女子やり投（５

００グラム）で堂々の金メダルに輝いた北海道旭川東高校所属の１７歳の陸上競技選手で、今年１月には東京オリンピ

ック代表選手候補に期待される日本陸上競技連盟の「ダイヤモンドアスリート」に認定されたのは誰でしょう？ 

 

 

 

 



第４回 ペーパークイズ （谷地元健斗）解答 

文学・社会 地理・歴史 理系学問 アニメ・芸能 スポーツ・雑学 

１ 

８％ 

２ 

インド 

３ 

２つ 

４ 

ピカチュウ 

５ 

柔道 

６ 

総裁 

７ 

譜代大名 

８ 

味覚 

９ 

ＮＨＫ紅白歌合戦 

１０ 

パーキングエリア 

１１ 

承る 

１２ 

 

１３ 

停滞前線 

１４ 

内村光良(うちむらてる

よし) 

１５ 

ギャラリー 

１６ 

魯迅 

１７ 

文明開化 

１８ 

Ｘ=８ 

１９ 

小田和正 

２０ 

五郎丸歩（ごろうまる 

あゆむ） 

２１ 

池井戸潤 

２２ 

ワルシャワ条約機構 

２３ 

１２月２６日 

２４ 

石ノ森章太郎 

２５ 

友引 

２６ 

オワハラ 

２７ 

宮城県 

２８ 

ポストハーベスト 

２９ 

吹石一恵 

３０ 

魚尾 

３１ 

ホッブズ 

３２ 

アンボイナ事件 

３３ 

バン・アレン帯 

３４ 

『グッドモーニング, ベ

トナム』 

３５ 

カーリー・ロイド 

３６ 

メセナ 

３７ 

ジョセフ・スミス・ジュ

ニア 

３８ 

ユーゴー・マリー・ド・フ

リース 

３９ 

『自由学校』 

４０ 

サオリーナ 

４１ 

おおさか維新の会 

 

４２ 

デナリ 

４３ 

パップスキュルダンの

定理 

４４ 

アンチスキル 

４５ 

セルフハンディキャッ

ピング 

４６ 

ローレンツ・フォン・シ

ュタイン 

４７ 

日親(にっしん) 

４８ 

輻輳(ふくそう) 

４９ 

HGP明朝 B 

５０ 

室屋義秀 

５１ 

北海道拓殖銀行 

５２ 

大通駅 

５３ 

キタキツネ 

５４ 

お絵かきですよ 

５５ 

やきそば弁当 

５６ 

秋元克広（あきもとか

つひろ） 

５７ 

白石こころーど 

５８ 

ふっくりんこ 

５９ 

『櫻子さんの足元足下

には死体が埋まってい

る』 

６０ 

北口榛花（きたぐちは

るか） 

採点基準など： ・漢字指定はなし ・７→「譜代」で可 ・９→「ＮＨＫ」はなしで可 ・１１→これ以外不可 ・１２→漢字の「文」

であれば可 ・１８→「８」で可 ・２６→これ以外不可 ・３３→「バン」の表記ゆれは問わない ・３５→「ロイド」で可 ・３７→「スミ

ス」で可 ・３８→「ド・フリース」で可、表記ゆれは問わない ・４１→「大阪維新の会」は不可 ・４６→「シュタイン」で可 ・５２→

「大通」で可 ・５１→「北拓」「拓銀」でも可 ・５７→「こころーど」はカタカナでもおまけ  



※１４番の問題文の一部、５９番の解答の漢字に誤りがありましたので訂正してお詫びします。 

 

卒論の代わりに会報でも作ってみようかという次第です。 

解答者のみなさま（順不同・敬称略・１６名） 

下山 深澤 小野寺 田中 兼子 須田 三村 宮石 日置 後藤 木村 辻 倉見 諏訪 安宅（宮石の同級生の方

が解いてくれました！） 雀部 

とてもたくさんの方に解いてもらえてうれしいなぁ！安宅くん以外のクイ研メンバーの解答はどんどん取り上げてい

きますね…。 

以下、僭越ながら敬称略とさせていただきます。答えの後の名前は基本正解者を表します。 

 

 

１ ８％（日置以外） 

不正解者がいる・・・・・だと！？（監獄学園の理事長風に）２０１４年４月１日から８％になりました。 

一人ぐらいは５％（日置）と反射的に書くのではないかと出題して的中。 

 

２ インド（倉見・後藤以外） 

アメリカ（後藤）３位。困ったらアメリカ理論はまだ早い。 

無回答（倉見）何か書いてもいいよね！ 

 

３ ２つ（全員） 

理系が多いからこれは流石に…。生粋の文系は分子や原子の意味を忘れかけ、少し考えちゃう。 

 

４ ピカチュウ（雀部以外） 

ピカチュー（雀部）適当に書いていいだろう～と思ってもそうはいかんざき！ 

これを〇にすると世界中のピカチュウファンに怒られそう。また、人気ナンバーワンでも「コイル」は×。 

 

５ 柔道（全員） 

１行目５問の全員正解２／５って想定外でした（汗）。 

 

６ 総裁（木村・辻以外） 

代表（木村）民主党・公明党などのトップ 

党首（辻）社民党のトップ 

「総裁」という言い方が一番かっこいい気がするね！ 

 

７ 譜代大名（倉見・諏訪・安宅・雀部以外） 

中学歴史。関ヶ原の戦い以前より、徳川氏に臣従して取り立てられた大名のことで親藩・外様大名以外を指す。 

普代（諏訪）漢字ぃ～。 

その他無回答。総合下位がことごとく間違えた模様。 

倉見は今年の大滝ステークス３位なんだけど、なんだかなぁ。 

 

８ 味覚（須田以外） 

無回答（須田）出てこなかったか。自分もこれが出題されたら出てこない気がする… 

 

９ ＮＨＫ紅白歌合戦（全員） 

９０年代の紅白出場者一覧を見ると、その時代にリアルタイムで見たかったと思うこの頃。 

 

１０ パーキングエリア（全員） 

日本の高速道路や有料道路などにおおむね１５ｋｍおき（北海道はおおむね２５ｋｍおき）に設けられる比較的小規模



な休憩施設とウィキでは説明。北海道は日本じゃないの？ 

 

１１ 承る（辻・雀部以外） 

「承知しました」の承。少し難しかったかと思ったが、予想通りの正解率でした。 

承わる（辻）よくある間違い。 

無回答（雀部）何か書いてもいいよね！ 

 

１２ 文（地図記号）（１１人） 

○をつける（小野寺・兼子・深澤・諏訪・雀部）かどうかの問題。○を付けると高等学校を表す。 

国土地理院によると、大学は文の上に（大）、短期大学は文の上に（短大）、高等専門学校は文の上に（専）と書くらし

い。 

 

１３ 停滞前線（深澤・安宅以外） 

へいそく前線（深澤）温暖前線と寒冷前線とが重なり、わずかな温度差のある２つの冷たい気団同士が移動する際の接

触面で発生する前線。 

これはもったいなし… 

 

１４ 内村光良（８人） 

正解率５０％。 

うちむらてるゆき（後藤）内村てるひこ（諏訪）惜しいなぁ。うろ覚えですね。 

内村邦治（辻）何か柔道選手にいそう。 

ウドすずき（深澤）キャイーンだよなこの人。天野くーん！ 

名字すら出なかった人はテレビ見ないんだろうなぁ。 

 

１５ ギャラリー（日置・辻・雀部以外） 

答え聞けば知らない人でもああ！となるはず。ゴルフはマリオゴルフ派とみんなのゴルフ派がいるがちなみに、僕は後

者です（どうでもいい）。 

 

１６ 魯迅（９人） 

『故郷』は中学３年用国語教科書の５社すべてに採用されている。すごい。 

 

１７ 文明開化（１０人） 

今日はこれを覚えて帰っていただきたい。 

文明開花（須田・日置・倉見・諏訪・安宅）ひらがなでいいのよ。 

文明開か（宮石・深澤）この問題の論点をよく理解した解答（正解） 

文叫（雀部）読み方がわからない。字面が怖い（汗）。 

 

１８ Ｘ=８（辻・倉見以外） 

４（辻・倉見）それ表面積なんだよなぁ。 

 

１９ 小田和正（１０人） 

おそらく自分の親世代にファンが多いと思われる。タモリとは反りが合わないことでも知られる（下山談）。 

 

２０ 五郎丸歩（ごろうまる あゆむ）（１０人） 

不正解の人も名字まではほぼ出ている。 

たぶん１年前にこの名前が答えのペーパーを作っていたならば、スポーツの最終問題でかつ正解者無しだろう。ちなみ

に、日本代表のキャプテンを務めたのは札幌にゆかりのあるリーチマイケル選手。 

 



２１ 池井戸潤（９人） 

現在放送中の「下町ロケット」はこの作家の代表作。ペーパー実施の１日前に一気見したところ非常に感動した！ 

いといだじゅん（諏訪）何か惜しい。ちなみに井戸田潤はスピードワゴンのツッコミ。 

 

２２ ワルシャワ条約機構（田中・小野寺・兼子・三村・辻・諏訪） 

ここにきて初めて正解率５０％を下回る。脱帽です。 

中学の歴史か公民でやっているはずだけど、まぁ覚えていたらさすがですねー。 

英語では Warsaw Treaty Organization または Warsaw Pact Organization と言われる。 

日本語での正式名は「ワルシャワ相互防衛援助条約機構」。 

世界条約機構（下山・須田）英語の推測は合っているから惜しい。 

ＣＩＳ（木村）独立国家共同体。ソ連崩壊時に、ソビエト社会主義共和国連邦を構成していた１５か国のうちバルト三

国を除く１２か国によって結成されたゆるやかな国家連合体。 

 

２３ １２月２６日（深澤・辻以外） 

ちなみに１年３６５日のカレンダーに当てはめると、ホモ・サピエンスが誕生したのは大みそか午後１１時３７分のこ

と。人間の歴史は薄いなぁ（しみじみ）。正解率高い！ 

 

２４ 石ノ森章太郎（田中・下山・小野寺・兼子・須田・後藤） 

石森しょうたろう（宮石）１９８４年までは石森章太郎の表記を用いたが、その後改名したとのことなので×。 

たぶんこれも名前聞けばああ！ってなるんだろうなぁ。 

 

２５ 友引（１２人） 

火葬場はお休みという情報を書くか迷った問題。作問者はたぶんこれが無かったら出てこない（老化）。 

正解率高い！ 

 

２６ オワハラ（宮石・田中・下山・小野寺・三村・後藤・深澤） 

今年のユーキャン新語・流行語大賞の候補にもなった「就職終われハラスメント」の略語。 

アカハラ（兼子）アカデミックハラスメントの略語。 

ステルス（木村）対象から発見されることを避けること、およびそのための技術。知っているカタカナ４文字書いたの

かな？ 

 

２７ 宮城県（宮石・田中・下山・須田） 

福島、岐阜、広島、石川、埼玉といった誤答がありました。岐阜が大人気で３名。 

 

２８ ポストハーベスト（宮石・田中・小野寺・兼子・深澤） 

高校家庭科で習って久しぶりに言葉をみて、懐かしかったから出題。 

農作物に直接農薬かけるんですって！怖いですねー！ 

 

２９ 吹石一恵（宮石・田中・三村・須田・雀部） 

福山雅治じゃない方。先日宮石がましゃの方を出題済み。 

ふくやまりえ（下山）一応審議しました。ご結婚された両名はともに本名であるため、正解の可能性があるのは「福山

一恵」または「吹石一恵」であるため×とさせていただきます。 

 

３０ 魚尾（宮石・田中・小野寺・兼子・辻） 

魚目（後藤）調べたがそういう記述無し。惜しい。 

すみつきカッコ（木村）確かにそれっぽいんだが、それに見えるものが原稿用紙にあるんだね～。 

 

 



３１ ホッブズ（宮石・下山・小野寺・兼子・木村） 

万人の万人に対する闘争といえばこの人。ホッブスなどの多少の表記ゆれは〇。 

ウェーバー（三村）マックス・ウェーバーはドイツの社会学者・経済学者。官僚制についての研究が有名。その他いろ

んなウェーバーが存在する。 

 

３２ アンボイナ事件（宮石・田中・下山・小野寺・兼子・諏訪） 

上位５名がそろって正解。モニター（友人）に解いてもらうまでは４７番目に置く予定だったが、妥当なところに配置

できた模様。イギリスにとってはすごい事件らしい（小並感）。 

 

３３ バン・アレン帯（宮石・下山・小野寺・兼子・日置・辻・倉見） 

この辺の理系知識は知っとくと公務員試験にも役立つらしいぞ！僕はよく知らない！ 

 

３４ 『グッドモーニング, ベトナム』（全滅） 

出したいだけの自己満問題その１。さすがに全滅これは仕方ない。ちなみにテレビアニメ『監獄学園-プリズンスクー

ル-』最終話のサブタイトルは「グッドモーニング プリズン！」。個人的に神回はそのひとつ前、「エリンギ・ブロコビ

ッチ」（どうでもいい）。しかし惜しい答えもあり、いやあ乱世乱世！ 

グッドモーニング・アメリカ（須田）考え方は完璧！ほぼ正解！惜しいでゴザル。 

プラトーン（田中・兼子）１９８６年公開のアメリカ映画、監督・脚本はオリバー・ストーン。アカデミー賞作品賞に

も輝いた現実のベトナム戦争を描いた名作。 

 

３５ カーリー・ロイド（田中・下山） 

今年はサッカーの女子ワールドカップもありましたねぇ（しみじみ）。決勝はどんどん点数入れられて大変でした。 

ワンバック（小野寺・兼子・三村）この人も強い。ちなみにチームメイトと２０１３年に同性結婚している。 

さわほまれ（辻）もはや日本人ではないということかな？ 

 

３６ メセナ（小野寺・辻） 

高校の現代社会とかでやったんだったか…。覚えてるのはすごいなー。 

フィランソロピー（宮石）慈善的な目的を援助するために、時間、労力、金銭、物品などをささげる行為のこと。言わ

れてみれば確かにこれと迷った気がする。 

 

３７ ジョセフ・スミス・ジュニア（田中） 

単独正解。この問題は前もどっかで出したことがあるが、まぁ関係なく採用。 

ジョゼフ・スミス（宮石・兼子・倉見）ここまで書くならおそらく「ジュニア」もないと別人を指すことに…。知って

いるだけにもったいなし。 

モルモン教（末日聖徒イエス・キリスト教会）といえば外国人の自転車２人組。しかし僕が実際に高校時代に勧誘を受

けたのは、日本人のおじさんと中学生の２人組でした。おいおい子ども使うのはどうなんだ…？ 

 

３８ ユーゴー・マリー・ド・フリース（宮石・田中・下山・小野寺・兼子・日置） 

メンデル（辻）メンデルの法則をメンデルが再発見。それはただ「思い・・・出した！」だけ。 

 

３９ 『自由学校』（宮石） 

単独正解。テレビでゴールデンウイークの由来を紹介していたのを見て出題。ちなみにゴールデンウイークはもともと

映画業界用語なので、みんなにわかりやすくするためＮＨＫなどは「大型連休」という呼び方で統一している。 

てんこうせい（兼子）学校という視点は合っている。山中恒の児童文学『おれがあいつであいつがおれで』の最初の映

画化作品。 

 

 

 



４０ サオリーナ（田中・雀部） 

さおりーな（雀部）は迷ったが、読みを書いたと解釈しておまけで〇にした。吉田沙保里自身がつけた名前だそうです。

これはわからなくても何か書ける問題。モニターも答えを知らなかったが何とか正解していた。 

サオリンパーク（三村）、サオリトレーニングセンター（須田）、ＳＡＯＲＩ（辻）全国のさおりさんが喜びそう。遠か

らずの解答でナイスアタック！ 

ＹＳスタジアム（下山）かっこいい。ニューヨークヤンキースみたいなロゴもできそう。 

ＡＬＳＯＫさおりアリーナ（兼子）ＡＬＳＯＫの力強すぎー！しかし後半は惜しい。 

 

４１ おおさか維新の会（田中・下山・兼子・三村・須田） 

最近できた国政政党のほうを出題。「大阪維新の会」は大阪府に基盤を置く日本の政治団体（地域政党）。 

三村・須田は「おおさか維新の会」と完全解答。出題意図を看破していて脱帽。 

大阪維新の党（雀部）近いかと思いきや全然違った… 

 

４２ デナリ（宮石・田中・下山・小野寺・三村） 

先週の班企画でおのでぃーが前フリに使用済み。「デナリ」とは、先住民デナッイア族の言語であるデナッイア語で「偉

大なもの」を意味する。今年の６月にはお笑い芸人のイモトアヤコが登頂している。 

 

４３ パップスキュルダンの定理（宮石・下山・日置・深澤・諏訪） 

正解率高い！この辺の理系知識は知っとくと公務員試験にも役立つらしいぞ！なお今年は使わなかった模様。 

 

４４ アンチスキル（宮石・下山・小野寺・日置・諏訪） 

正解率高い！なんだかんだ禁書が好きな皆さま。おのでぃーファインプレー！会長強し。 

インペリアルガード（兼子）威厳のある、帝国の、最上級のガードマン。かっこいい。 

ジャッジメント（深澤）「風紀委員」の読み。生徒（能力者）によって形成され、基本的に校内の治安維持にあたる。

警備員とは腐敗を防ぐため別組織になっている。白井黒子、初春飾利、固法美偉などが所属ですの！ 

ニート（辻）警備員の前に「自宅」を付ければ○だろう（すっとぼけ）。 

 

４５ セルフハンディキャッピング（宮石・下山・小野寺・兼子） 

正解率高い！名前あるんだシリーズ。 

行動的セルフハンディキャップ（後藤）、かくとくてきセルフハンディキャッピング（倉見）どっちも問題文中に書い

てあるんだよなぁ。もったいなし。 

 

４６ ローレンツ・フォン・シュタイン（小野寺） 

単独正解。予想通りの単独正解。 

高校日本史の教科書に書いてあったと思う。大学では行政学でやったのでジャンルは社会。 

この辺の文系知識は知っとくと公務員試験にも役立つらしいぞ！なお今年も使えた模様。 

 

４７ 日親(にっしん)（宮石・小野寺） 

日本史選択なら知っていてもおかしくはない。僕はもう覚えていないです…。正解者お見事。 

 

４８ 輻輳(ふくそう)（須田） 

単独正解。さすがは情報系！渋滞学についての本を読んでいて知った言葉。 

炎上（兼子）まぁ炎上すりゃ輻輳も起きてるはず。 

 

４９ ＨＧＰ明朝Ｂ（全滅） 

出したいだけの自己満問題その２。答えさせる気もないので全滅は当たり前。むしろ近い答えが出てびっくりしてまし

ゅ。失礼、かみまみた。現在終物語が放送中。 

ＨＧＳみんちょうたい（兼子）ちなみにこれが HGS明朝 B。結構似ている。惜しい。 



ＭＳＰ明朝体（須田）ちなみにこれがＭＳ Ｐ明朝。まあまあ似ている。 

実際のアニメで何秒表示されたかって？私は何も知りませんよ、あなたが知っているんです、阿良々木先輩。 

 

５０ 室屋義秀（全滅） 

答えさせる気はほぼない。問題文中に書いてある事実を少しでも聞いたことがあるだけでもすごいと思う。 

実家でテレビを見ていてこんな日本人いるんだ～と思ったので出題。エアレースはなかなか面白い。 

 

 

テーマクイズ 

５１から５５はできてもいいのでは…と思いながら、５６から６０はかなり難しいと思いながら出題。道外出身者には

不利かな？ごめんなさい！趣味問多いので適当に画像でも貼ろうかなと思います。 

 

５１ 北海道拓殖銀行（宮石・田中・下山・兼子・三村・深澤・倉見） 

思ったよりも正解率低かった。まぁ北海道にとっては忘れたい記憶だからね！ 

北洋銀行（辻）勝手につぶしたらいかん。ちなみに拓銀破たん時に北洋銀行は拓銀の受け皿になった。 

↓拓銀のカード 

 

 

５２ 大通駅（１２人） 

大通り（三村）駅名だから×。惜しい。 

札幌駅（小野寺・辻）東西線がなかった。ちなみに札幌市営地下鉄にあるのは「さっぽろ駅」まぁ惜しい。 

すすきの駅（雀部）南北線で１駅ずれちゃった。 

 

５３ キタキツネ（１２人） 

絶対知っているきつねを難しく言っただけの問題。 

キタギツネ（辻）歌手・イルカの楽曲に『キタギツネのうた』というものがあるらしいが、命名者も呼称の読みもはっ

きりしている以上、キタキツネのみを正解とするため×。 

エゾギツネ（雀部）もこの呼び方をする人もいるっぽいが、同様の理由で×。 

 

５４ お絵かきですよ（１１人） 

細かい漢字違いはおまけで〇にしました。夕方にどさんこワイドを見ていない方（イチオシ！派など）にはきつかった

か。答えの部分は合言葉なので、これが言えないと挑戦権が貰えない。 

お電話ですよ（須田）確かに絵を描く人は身内とかに電話かける。 

クイズですよ（深澤）昔やっていた「奥さん かけたら万」とかはクイズ要素が強い。 

 

 

 

 

 

 



５５ やきそば弁当（安宅・雀部以外） 

この味に慣れてしまうと、ほかのやきそばカップ麺はまずく感じる（個人的に）。北海道民ならこれを買うべき。 

 

 

５６ 秋元克広（あきもとかつひろ）（全滅） 

非常に難しい問題。 

今年の市長選挙で上田文雄から変わったばかり。この人に投票した人もいるのでは？大学の先輩にあたる。 

札幌市民ならば名前くらいは覚えていてもいいかもしれない。 

しかし惜しい人はいた。秋元もとひろ（三村）秋元克弥（須田）。 

↓本人 

 

 

５７ 白石こころーど（全滅） 

答えさせる気のない問題。幼稚園～小学２年まで白石区民であった僕はお世話になりました。 

ちなみに今年放送されたテレビアニメ「WORKING!!!」ではＥＤの最後に「陽だまりロード」と「白石こころーど」

の境界にある橋「虹の橋」が映し出されていました。 

  

 

５８ ふっくりんこ（三村・日置） 

非常に難しい問題。正解者お見事！ちなみに私はゆめぴりかが好き。 

おぼろづき（田中・兼子・辻）きたくりん（倉見）これらももうすぐ特Ａになるんじゃないかな？ 

テレビＣＭでマツコ・デラックスが言及している。 

 

 

 

 



５９ 『櫻子さんの足下には死体が埋まっている』（下山・三村・日置・後藤・倉見） 

非常に難しい問題と思いきや、正解率高すぎ！北海道では結構盛り上がってるんですかね？アニメは絵がきれいで、セ

コマも出てくるし、よくできていると思います。ちなみに僕は２年ほど前から原作を読んでおります。 

櫻子さんの下には死体が埋まっている（須田）惜しい。長い題名だから仕方ない。 

↓原作１巻の表紙。 

 

 

６０ 北口榛花（きたぐちはるか）（全滅） 

非常に難しい問題。全滅も仕方ない。しかしこの選手結構すごいから注目すべき。五郎丸歩と同じく数年後は誰もが知

っているやり投げ選手になっているかもしれない。 

↓本人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



成績 同点は最初の問題からの連答数の差 

１位：宮石（４３） 

２位：田中（４２・連答３０） 

３位：下山（４２・連答２１） 

４位：小野寺（３９） 

５位：兼子（３７） 

６位：三村（３４） 

７位：須田（２８・連答７） 

８位：日置（２８・連答０） 

９位：後藤（２５） 

10位：深澤（２４） 

11位：木村（２３） 

12位：辻（２０・連答５） 

13位：倉見（２０・連答１） 

14位：諏訪（１９） 

15位：安宅（１８） 

16位：雀部（１５） 

 

平均点（小数点第２位を四捨五入） 

文学・社会：5.4／12（１位：下山・小野寺９点） 

地理・歴史：5.2／12（１位：田中１０点） 

理系学問：6.9／12（１位：宮石・日置１０点） 

アニメ・芸能：5.2／12（１位：宮石・下山８点） 

スポーツ・雑学：5.9／12（１位：田中） 

総合：28.6／60 

テーマクイズ：4.0／10（１位：下山・三村・日置・倉見６点） 

 

平均点半分はいくと思ったが、地歴とテーマクイズの後半が難しかった。モニター（友人・文系）は３２点。まぁ文系

に有利なテーマ配分だと思います。すみません（汗）。途中テンションが高めになったことは否めない、最初で最後の

会報でした。皆さまお疲れ様でした。 

 

 

注：この会報は北大クイズ研究会会員向けです。問題や会報の記述内容に対しては一切の責任を負いません。 

 

 

 


