
1 作家のルスティケロが、マルコ・ポーロから聞いた話をまとめた作品といえ
ば何でしょう? 東方見聞録

2 『アルルの跳ね橋』や『ひまわり』などの作品で知られる、オランダの画家
は誰でしょう?

フィンセント・ファン・ゴ
ッホ

3 日本で、上水道を管轄しているのは厚生労働省ですが、下水道を管轄してい
るのはどの省庁でしょう? 国土交通省

4 アルパイン種やザーネン種といった種類がいる哺乳類で、漢字では「山の
羊」と書く家畜といえば何でしょう? ヤギ

5
史上初めて公式戦で4回転フリップを成功させた男子フィギュアスケーター
である、平昌五輪で銀メダルに輝いた日本のフィギュアスケート選手は誰で
しょう?

宇野昌磨

6 左手で鋭い突きを繰り出す「牙突」を得意技とする、漫画『るろうに剣心』
に登場する実在の剣士は誰でしょう? 斎藤一

7 竜のあごの下にある鱗のことで、目上の人を怒らせた時にここに触れると表
現されるのは何でしょう? 逆鱗

8 ネルソン・マンデラらが撤廃運動に尽力したことで知られる、南アフリカの
人種隔離政策を何というでしょう? アパルトヘイト

9 「大きな家」という意味の言葉を語源とする、古代エジプトの君主のことを
指した称号は何でしょう? ファラオ

10 1868年に化石が発見された南フランスの地名から名が付いた、現在の人類
の直接的な祖先とされる化石人類は何でしょう? クロマニョン人

11 ギリシャ語で「真珠」という意味の言葉に由来する、バターの代用品として
パンに塗られることが多い加工食品は何でしょう? マーガリン

12 変わり種として、ネコが務めたり、タレントが1日だけ務めたりすることも
ある、鉄道駅における最高責任者のことを何というでしょう? 駅長

13 アフリカでの野生動物による犠牲者はこの動物のものが最も多いとされてい
る、英語では「ヒポポタマス」という動物は何でしょう? カバ

14 カーディフを首都とする、イングランド・スコットランド・北アイルランド
とともにイギリスを構成している国は何でしょう? ウェールズ

15
昭和33年、ビール製造のベルトコンベアをヒントに大阪の経営者が考案し
た、客の前に皿に乗った寿司が流れてくるタイプの寿司屋を普通何というで
しょう?

回転寿司

16 線分を2つに分けたとき、見た目が最も美しい1:1.618になる比のことを何
というでしょう? 黄金比

17 ポーカーではジョーカーがこれにあたる、カードゲームにおいて好きなカー
ドの代用として使えるカードのことを英語で何カードというでしょう? ワイルドカード (トランプ)

18 サトウカエデの樹液を煮詰めて作られる、ホットケーキなどの上にかけられ
る甘いシロップといえば何でしょう? メープルシロップ

19 テレビのジョン、百科おじさん、ペンギンのピタとゴラなどのキャラクター
が登場する、NHK Eテレの人気番組は何でしょう? ピタゴラスイッチ

20 ウニやイクラが代表的な、シャリの横側をぐるりと海苔で巻き、上にネタを
載せた寿司の一種を何というでしょう? 軍艦巻
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21 その社名には「運を天に任せる」という意味があると言われている、数々の
名作テレビゲームを生み出している日本のメーカーはどこでしょう? 任天堂

22
背中に青い印が付いた「良いオバケ」と赤い印が付いた「悪いオバケ」の駒
を取り合っていく、ドイツ語で「幽霊」という意味があるボードゲームは何
でしょう?

ガイスター

23 オランダ語で「負けん気」をあらわす「オンテンバール」に由来する、その
通り負けん気が強く、挙動が軽々しい女の子を指す言葉は何でしょう? お転婆

24 昭和30年に新村出によって初めて編纂された、日本を代表する国語辞典は何
でしょう? 広辞苑

25 スウェーデンの天文学者で、水の融点を0度、沸点を100度とした温度にそ
の名を残すのは誰でしょう? アンデルス・セルシウス

26 1851年に清で起こった、洪秀全を中心にした組織による大規模な反乱は何
でしょう? 太平天国の乱

27 「オクトパス・ホールド」とも呼ばれるフロレスの技で、かつてはアントニ
オ猪木の得意技として知られたのは何でしょう? 卍固め

28 ふくらみが無い女性の胸にも例えられる、食材を切る際に用いる調理道具は
何でしょう? まな板

29 お酒やみりんなどを煮立ててアルコール分をなくすことを何というでしょう? 煮切り

30 群馬県の茂林寺に伝わる伝説が由来の一つとされる昔話で、タヌキが茶釡に
化けるという内容が一般的なのは何でしょう? 分福茶釡

31 もとは歌舞伎や寄席のいちばん最後の出し物のことで、現在ではテレビ番組
『笑点』の名物コーナーとしてもおなじみなのは何でしょう? 大喜利

32 俳句雑誌『ホトトギス』の創刊に大きな役割を果たした明治時代の歌人で、
「柿くへば鐘が鳴るなり法隆寺」などの句を詠んだのは誰でしょう? 正岡子規

33 本場鹿児島では「つけあげ」と呼ばれる揚げ物は何でしょう? 薩摩揚げ

34 関東の難関私立大学である「早慶上理」とは、早稲田大学、慶應義塾大学、
上智大学と何でしょう? 東京理科大学

35 大相撲において、その場所における対戦成績を記載した一覧表のことを何と
いうでしょう? 星取表

36 経済を発展させて軍事力を増強するという意味の、明治新政府のスローガン
として使われた漢字4文字の言葉は何でしょう? 富国強兵

37 日本に梅雨をもたらす原因となる2つの気団といえば、オホーツク海気団と
何でしょう? 小笠原気団

38 もともとあるスポーツをする人が着用したことから名が付いた、襟付きの半
そでシャツは何でしょう? ポロシャツ

39 『必殺仕事人』の主人公・中村主水の名前の由来にもなっている、イアン・
フレミングが生み出した、『007』の主人公であるスパイは誰でしょう? ジェームズ・ボンド

40 別名を「文化包丁」という、これ一本で野菜、肉、魚を処理できることから
名づけられた包丁の一種を何というでしょう? 三徳包丁
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41 空、福、地獄という言葉のあとに付く体の一部分の名前は何でしょう? 耳

42 ズバリ、イクラは何という魚の卵でしょう? サケ

43 相手に強い刺激を与えないように遠まわしな言い方をすることを、苦い薬を
飲むときに使う道具の名を使って「何に包む」と言うでしょう? オブラート

44
料理研究家の尚道子によって考案された、ウインナーを箸でつかみやすくす
るために、ある海の生き物に似せた飾り切りをしたものを何というでしょ
う?

たこさんウィンナー

45 ジョン・デンバーのヒット曲『カントリーロード』の歌詞に出てくるアメリ
カの州はどこでしょう? ウェストバージニア州

46 代表作に『暗殺教室』の潮田渚や『ガールズ&パンツァー』の西住みほがあ
る人気声優は誰でしょう? 渕上舞

47 その独特の形をした缶詰は「枕缶」と呼ばれる、牛肉を塩漬けにした、この
食品といえば何でしょう? コンビーフ

48 メス、ナス、丸底、三角などの種類がある、科学実験で使用される口の小さ
な容器は何でしょう? フラスコ

49 ポンポン、コラレット、カクタスなどの咲き方の種類がある、和名を「テン
ジクボタン」というメキシコ原産のキク科の花は何でしょう? ダリア

50 タラの漁場近くで取れることからその名がついたとされるカニは何でしょ
う? タラバガニ

51 プロ野球の中日ドラゴンズの本拠地球場はどこ? ナゴヤドーム

52 紀元前3世紀頃のギリシャ生まれの学者で、夏至の日の太陽の角度から地球
の直径を測定したり素数の判定方法にその名を残す人物は誰? エラトステネス

53 爆発型、脈動、回転、激変、食、X線の6種類に分類される、夜空に輝く星の
なかでも明るさが変化するものを何という? 変光星

54 「40歳過ぎたら自分の顔に責任をもて」という言葉をのこしたとされる、ア
メリカ第16代大統領は誰? エイブラハム・リンカーン

55 人間の皮膚から分泌された皮脂や角質が、毛穴をふさいで固まったものを何
という? 角栓

56 アメリカの映画やドラマなどにもよく登場する、高校生たちが卒業記念に開
くダンスパーティを何という? プロム

57 マヨネーズとケチャップを合わせて作るソースのことを、ある自然現象に見
立てて何という? オーロラソース

58 ノーマル、ソニック、ガンマンなど様々な種類の技がある、筆記用具を指で
回す遊びは何? ペン回し

59 著書『論理哲学論考』で、「語りえぬものについては、沈黙しなければなら
ない」という有名な言葉を残した、オーストリアの哲学者は誰?

ルートヴィヒ・ウィトゲン
シュタイン

60 19世紀初頭にアメリカ大統領に就任し、ヨーロッパ・アメリカ両大陸の相互
不干渉を主張した政治家は誰? ジェームズ・モンロー
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61 サバンナの八木真澄の一発ギャグから芸名をつけた、歌手やファッションモ
デルとして活躍するアーティストは誰? きゃりーぱみゅぱみゅ

62 兵庫県で神戸市についで2番目に人口が多い都市はどこ? 姫路市

63 ゆでた大豆に白カビを使って発酵させた食品で、作り方が良く似ていること
から、「インドネシア風納豆」とよばれるものは何? テンペ

64 日清食品の「カップヌードル」が世間に広まるきっかけとなったことでも知
られる、1972年に起きた立てこもり事件は何? あさま山荘事件

65 節分の日に、その年の歳徳神のいる方角に向かって丸かじりする、七福神に
ちなんだ七種類の具材を入れた太巻き寿司を何という? 恵方巻

66 特定の政党や候補者に有利になるように選挙区を決めることを、これを行っ
た19世紀のアメリカの政治家の名前にちなんで何という? ゲリマンダー

67 パーティー会場など客が指定する場所に料理を届けたり、調理や配膳をする
デリバリーサービスのことを英語で何という? ケータリング

68 ロシア、カザフスタン、イラン、トルクメニスタン、アゼルバイジャンの5ヶ
国に囲まれた湖は何? カスピ海

69 台湾の故宮博物院が所蔵する「翠玉白菜」で、多産を象徴するとして葉っぱ
の先にかたどられている2匹の昆虫は、イナゴと何? キリギリス

70 競馬の「凱旋門賞」が行なわれる、パリのブローニュの森にある競馬場はど
こ? ロンシャン競馬場

71 牛2頭が1日で耕す面積を基準にして決められた、ヤード・ポンド法の面積の
単位は何? エーカー

72 道路の排水路などで見られる、鋼材を格子状に溶接した溝蓋を英語で何とい
う? グレーチング

73 黒田清輝の絵画『湖畔』で、背景に描かれている湖は何? 芦ノ湖

74 グランジロック、IT産業、コーヒーチェーンから連想されるアメリカの都市
はどこ? シアトル

75 2人の男子高校生、瀬戸と内海が川辺でまったりしゃべるだけという内容
の、此元和津也の漫画は何? セトウツミ

76 B、H、とともに、鉛筆の芯の硬さを表す記号に使われているアルファベット
は何? F (エフ)

77
2004年に『太平洋序曲』で、東洋人で初めてブロードウェイでミュージカ
ルの演出を務めた、『アイ・ガット・マーマン』などの作品で知られる演出
家は誰?

宮本亜門

78 『時そば』や『寿限無』などのように、江戸時代に作られ現在でも親しまれ
ている落語のことを、「新作落語」に対し何という? 古典落語

79 自らの名前を冠した日記文学作品でも知られる平安時代の女流歌人で、娘に
同じく女流歌人の小式部内侍がいるのは誰? 和泉式部

80 お寺や神社に参拝した人が記念として社殿の柱や天井に貼る、自分の名前な
どが書かれた長方形の札のことを何という? 千社札
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81 東京都の千代田区と台東区にまたがる地域で、電気屋街があることや、「サ
ブカルチャーの聖地」として有名なのはどこ? 秋葉原

82 お酒好きの人が、肝臓を休めるためにお酒を飲まない日のことを、俗に何日
という? 休肝日

83 マフラーをねじって体の前で巻く巻き方の名前にもなっている、妻は女優の
池波志乃という俳優は誰? 中尾彬

84 1987年に第1作が発売されたカプコンの格闘ゲームシリーズで、昇龍拳、竜
巻旋風脚といった技が登場するのは何?

ストリートファイター (ゲー
ム)

85 かつては「ビタミンB5」と呼ばれていた、疲労回復や善玉コレステロールの
増加、動脈硬化などの予防に効果がある水溶性ビタミンの一種は何? パントテン酸

86 『源氏物語』の第38帖のタイトルにもなっている、秋に「リーンリーン」と
いう風流な鳴き声を奏でることで知られる昆虫は何? スズ虫

87 後漢末期に董卓を殺害した彼の部下で、「軍門に戟を射る」のエピソードで
も有名な武将は誰? 呂布

88
いずれも放射性元素で、物理的、化学的に極めてよく似た性質をもつ、原子
番号89番のアクチニウムから103番のローレンシウムまでの15個の元素を
総称して何という?

アクチノイド

89 白色のエムデン種、茶褐色のツルーズ種が代表的な品種である、野生のガン
を飼いならした鳥は何? ガチョウ

90 ドイツのノルトライン・ウェストファーレン州の工業都市で、ナイフ、医療
器具、はさみなどの刃物類の製造で世界に知られるのはどこ? ゾーリンゲン

91 ロボロフスキー、ジャンガリアン、ゴールデンなどの種類がある、実験動物
やペットとして飼育される哺乳類は何? ハムスター

92 飲むと凶悪な人間に変身する薬を発明した博士を主人公にした、イギリスの
小説家スティーブンソンの作品は何? ジキル博士とハイド氏

93 フレデリック・ダネーとマンフレッド・リーによるペンネームである、名探
偵ドルリー・レーンが活躍する小説『Xの悲劇』『Yの悲劇』の作者は誰? エラリー・クイーン

94 蛇の皮が使用されたことから「蛇皮線」とも呼ばれる、沖縄および奄美地方
で用いられる3本弦の弦楽器は何? 三線

95 アイザック・アシモフ、アーサー・C・クラークとともに「世界三大SF作
家」と呼ばれる、『夏への扉』などの小説を残した作家は誰?

ロバート・A・ハインライ
ン

96 内臓脂肪型肥満の人が、高血圧、高血糖、高脂質のうちいずれか二つ以上を
併せもつ「内臓脂肪症候群」を英語で何という? メタボリックシンドローム

97 カナダ東部のセントローレンス湾南部にある、モンゴメリの小説『赤毛のア
ン』の舞台となっている島はどこ? プリンスエドワード島

98 2012年上半期に放送されたNHKの連続テレビ小説『梅ちゃん先生』で、ヒ
ロインの下村梅子を演じた女優は誰? 堀北真希

99 料理の際、煮崩れを防ぐために、イモやダイコンなどの角をそぎ取ることを
何という? 面取り

100 横顔の美の基準にもされる、鼻の先とアゴの先を結んだ線を何ラインとい
う? Eライン
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