
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?

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?

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?

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?

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?

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?

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?

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?

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?

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?

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?

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?

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?

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?

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?

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?

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?

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?

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?

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?
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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?

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?

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?

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?

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?

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?

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?

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?

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?

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?

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?

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?

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?

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?

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?

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?

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?

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?

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?

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?
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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?

42 ズバリ、イクラは何という魚の卵でしょう?

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?

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?

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?

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?

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?

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?

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?

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?

51 プロ野球の中日ドラゴンズの本拠地球場はどこ?

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?

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?

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?

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?

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?

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?

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?

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?

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?
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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?

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?

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?

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?

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?

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?

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?

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?

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?

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?

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?

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?

73 黒田清輝の絵画『湖畔』で、背景に描かれている湖は何?

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?

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?

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?

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?

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?

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?

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?
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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?

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?

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?

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?

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?

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?

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?

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?

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?

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?

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?

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?

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?

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?

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?

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?

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?

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?

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?

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?
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ファグルスキンナ／ウズ・ルジアダス／ホスローとシーリーン／旅行記 (イブン・バットゥータ)／完史／クタドゥグ・ビリグ／アナバシス／リリット・
ユワンパーイ／諸蕃志／バーブル・ナーマ／参天台五台山記／ベヒストゥン碑文／東方見聞録／戦史 (プロコピオス)／カノ年代記／西域番国志／清浄
の園／エリュトゥラー海案内記／カンブリア年代記／東方旅行記

ピエール＝オーギュスト・ルノワール／ウジェーヌ・ドラクロワ／アンリ・ド・トゥールーズ＝ロートレック／ポール・ゴーギャン／ギュスターヴ・ク
ールベ／アンリ・マティス／クロード・モネ／ジョルジュ・スーラ／アルフレッド・シスレー／ジョルジュ・ルオー／フィンセント・ファン・ゴッホ／
ジョルジュ・ブラック／カミーユ・ピサロ／ポール・セザンヌ／エドゥアール・マネ／アメデオ・モディリアーニ／パブロ・ピカソ／ジャン＝バティス
ト・カミーユ・コロー／エドガー・ドガ／ピエール・ボナール

近畿地方整備局／九州地方整備局／六甲砂防事務所／中国運輸局／地方航空局／愛媛農政事務所／北陸農政局／中国四国防衛局／国土交通省／北海道
開発局／地方整備局／四国地方整備局／近畿中国森林管理局／東北運輸局／中国地方整備局／四国森林管理局／沖縄総合事務局／四国運輸局／経済産
業局／中部地方整備局

ネズミ／コブウシ／ブタ／ウマ／イヌ／モルモット／ヒツジ／シバヤギ／トカラヤギ／ラクダ／スイギュウ／ウシ／乳牛／イノシシ／オオカミ／ヤギ／
ウサギ／エランド (動物)／ネコ／ロバ

田中刑事／山本草太／本郷理華／紀平梨花／無良崇人／本田真凜／加藤利緒菜／樋口新葉／宮原知子／白岩優奈／三原舞依／友野一希／村主章枝／小
塚崇彦／高橋大輔 (フィギュアスケート選手)／宇野昌磨／日野龍樹／中野友加里／坂本花織／町田樹

近藤勇／山南敬助／芹沢鴨／武田観柳斎／新見錦／篠原泰之進／井上源三郎／平山五郎／島田魁／原田左之助／斎藤一／永倉新八／鈴木三樹三郎／大
石鍬次郎／沖田総司／土方歳三／伊東甲子太郎／藤堂平助／山崎丞／谷三十郎

声訓／綸言汗の如し／摩訶薩／三徳 (仏教)／古戦場火／馬車の比喩／門徒物知らず／地涌の菩薩／不正知／増上慢／我執／三証／あめつちの歌／瑞兆
／煩悩即菩提／一点一画／言挙げ／水魚の交わり／居敬／逆鱗

アパルトヘイト／北ローデシア／ローデシア・ニヤサランド連邦／南ローデシア／ベチュアナランド／ニヤサランド／イアン・スミス／アイルランドの
ナショナリズム／英領ウガンダ計画／国民党 (南アフリカ)／南アフリカ連邦／トランスヴァール共和国／ローデシア／ブミプトラ政策／アフリカ合衆
国／アフリカ民族会議／ジンバブエ・ローデシア／白豪主義／リベリア／人種別三院制議会

エジプト第22王朝／エジプト第5王朝／エジプト第12王朝／エジプト第2王朝／アメンホテプ4世／エジプト第20王朝／ラムセス9世／エジプト第19
王朝／エジプト第11王朝／アメンホテプ1世／エジプト新王国／エジプト第26王朝／エジプト第18王朝／ファラオ／エジプト古王国／エジプト第3中
間期／エジプト第1王朝／アメンホテプ3世／トトメス3世／エジプト第2中間期

ホモ・ゲオルギクス／ジャワ原人／アウストラロピテクス／ホモ・フローレシエンシス／ホモ・ローデシエンシス／ホモ・エレクトス／ホモ・エルガス
テル／猿人／オロリン／アウストラロピテクス・アフリカヌス／ホモ・サピエンス／ホモ・サピエンス・イダルトゥ／クロマニョン人／サヘラントロプ
ス／ホモ・ハビリス／ネアンデルタール人／アウストラロピテクス・アファレンシス／ホモ・アンテセッサー／元謀原人／ホモ・ハイデルベルゲンシス

ショートニング／ココアパウダー／上白糖／アーモンドミルク／コーンスターチ／グラニュー糖／コーンシロップ／グレープシードオイル／ココアバタ
ー／小麦粉／マーガリン／無糖練乳／クーベルチュール・チョコレート／コーンフラワー／ファットスプレッド／サラダ油／ベーキングパウダー／プロ
セスチーズ／バニラエキス／全粒粉

たま (猫の駅長)／山形鉄道／会津坂下駅／名誉駅長／長駅／JR西日本メンテック／助役 (鉄道)／ジャスター／由利高原鉄道／貴志駅／運転士／播磨下
里駅／駅長／駅員／北条鉄道／大槌駅／車掌／コトラ／芦ノ牧温泉駅／和歌山電鐵

オランウータン／カバ／キリン／ゴリラ／ライオン／ゾウ／アジアゾウ／シマウマ／マレーグマ／アムールトラ／ヒョウ／チーター／ブチハイエナ／イ
ンドゾウ／シロサイ／レッサーパンダ／カンガルー／アフリカゾウ／アカカンガルー／クロサイ

オーストラリア／コーンウォール／マン島／イギリス／ノルウェー／ニュージーランド／アイルランド島／ランカシャー／スコットランド／ダブリン／
ケリー州／バルバドス／アイルランド／アルスター／イングランド／スコットランド王国／デンマーク／北アイルランド／ウェールズ／アイルランド王
国

寿司屋／日本料理／立ち食い／居酒屋／丼物／ファーストフード／中食／海鮮料理／中華料理／外食産業／出前／惣菜／大衆食堂／回転寿司／洋食／海
苔弁当／割烹／弁当／鮮魚店／賄い料理

交項級数／チャンパーノウン定数／プラスチック数／逆双曲線関数／床関数と天井関数／黄金比／加法定理／白銀比／グーデルマン関数／ブレートシュ
ナイダーの公式／アペリーの定数／調和数 (発散列)／ブラーマグプタの二平方恒等式／算術幾何平均／1-2+3-4+…／ディガンマ関数／円分多項式／
黄金進法／オイラーの分割恒等式／超階乗

ハーツ (トランプゲーム)／セブンアップ (トランプゲーム)／争上游／トランプ／ペグ・ソリテール／トラッポラ／ワイルドカード (トランプ)／カシノ／
スート／鋤大D／四色牌／ブリスコラ／ユーカー／プリミエラ／51 (トランプゲーム)／ファイブハンドレッド／ドゥラーク／ポッヘン／ジジ抜き／ト
リックテイキングゲーム

アドヴォカート／ゼスト (食材)／アーモンドミルク／コーンシロップ／全粒粉／エルブ・ド・プロヴァンス／サヤインゲン／無糖練乳／乾燥ライム／ス
エット／カイエンペッパー／ココナッツジュース／チポトレ／バニラエキス／スメタナ／フェットゥチーネ／ワカモレ／オールスパイス／フリホレス／
メープルシロップ

はじめてのこくご ことばあ!／おはなしのくに／しらべてサイエンス／ピタゴラスイッチ／わたしのきもち／えいごリアン／ヒミツのちからんど／ダー
ウィンの動物大図鑑 はろ～!あにまる／ニャンちゅうワールド放送局／つくってあそぼ／ふしぎ研究所／からだであそぼ／BSななみDEどーも／フルー
ツサンデー／ニャンちゅう!宇宙!放送チュー!／てれび絵本／考えるカラス～科学の考え方～／BSどーもくんワールド／しぜんとあそぼ／ど～する?地球
のあした

酒寿司／白焼き／酢蛸／揚げ出し豆腐／煮穴子／みりん干し／昆布締め／水貝／えび団子／肝焼き／焼き干し／ちゃんちゃん焼き／のっぺい汁／鮭と
ば／煮びたし／軍艦巻／土佐酢／常夜鍋／炊き合せ／切り込み
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スクウェア (ゲーム会社)／ハートビート (ゲーム会社)／七音社／レトロスタジオ／ネクスエンタテインメント／HAL研究所／シーエイプロダクション
／エヌディーキューブ／1-UPスタジオ／アートゥーン／アルファドリーム／グレッゾ／キュー・ゲームス／アルゴノートゲームス／任天堂／インディー
ズゼロ／エイプ (ゲーム会社)／ブルフロッグ／Nintendo Software Technology／パックスソフトニカ

ストリート・オブ・シムシティ／シムファーム／ごきぶりポーカー／アラン・ムーン／ジャック叩き／猫とねずみとお友だち／ハゲタカのえじき／コー
ル オブ デューティ ブラックオプス・ゾンビ／ミラクルサマナー キュイ ～黄昏のルビーと秘密の約束～／バブルンるーれっと／Pac-Man Pinball 
Advance／エース・イン・ザ・ポット／ごきぶりサラダ／ごきぶりスープ／God of War: Ghost of Sparta／ドナルドの雪合戦／ミネルバトンシリ
ーズ／グリード (ダイスゲーム)／DRAGONBALL GT Transformation／ガイスター

親の七光り／マグロ (アダルト)／尻軽／ガリ勉／姉女房／おきゃん／泣き虫／子煩悩／干物女／ヌカロク／お転婆／つるぺた／社交辞令／オサレ／裸
靴下／友達親子／傍若無人／幼妻／地獄への道は善意で舗装されている／自意識過剰

新明解国語辞典／小学館ランダムハウス英和大辞典／日本国語大辞典／試験にでる英単語／広辞林／デイリー六法／大辞林／明鏡国語辞典／マイペディ
ア／三省堂国語辞典／岩波国語辞典／言海／ウィズダム (辞典)／日本語大辞典／新英和大辞典／大漢和辞典／広辞苑／辞海 (三省堂)／リーダーズ英和
辞典／明解国語辞典

グスタフ・シュペーラー／アドリアン・オーズー／オーレ・レーマー／フィリップ・ド・ラ・イール／ジャン・リシェ／トビアス・マイヤー／ガブリエ
ル・ファーレンハイト／ヴィレブロルト・スネル／ピエール・ブーゲ／ゴットフリート・キルヒ／エドム・マリオット／ジョゼフ＝ニコラ・ドリル／ギ
ヨーム・アモントン／ルジェル・ヨシプ・ボスコヴィッチ／ジャン・ピカール／ジョン・ハドリー／ロドルフ・ラドー／アンデルス・セルシウス／ジョ
ヴァンニ・ボレリ／ジェミニアーノ・モンタナリ

提督 (清朝)／曽国藩／胡林翼／勝保／金田蜂起／李続賓／左宗棠／羅沢南／駱秉章／戴潮春の乱／湘軍／曽国セン／蒋益レイ／捻軍／劉長佑／岑毓英
／汪海洋／大成国／太平天国の乱／淮軍

パイルドライバー／パワーボム／ラリアット／コブラツイスト／ロック・ボトム／ヘッドロック／チキンウィングフェイスロック／足4の字固め／フォ
ール技／卍固め／ステップオーバー・トーホールド・ウィズ・フェイスロック／ボディスラム／エクスプロイダー／ジャーマン・スープレックス／ブレ
ーンバスター／ドラゴン・スープレックス／フランケンシュタイナー／オクラホマ・スタンピード／チョークスラム／サソリ固め

袱紗挟み／セルクル／麺棒／寿司桶／紙皿／蓋置／さくどり／飯櫃／巻き簾／火起こし／網杓子／落とし蓋／バターナイフ／玉子焼き鍋／菜箸／丼鉢／
十能／まな板／塩揉み／ボーフラ

塩茹で／常夜鍋／煮切り／湯通し／煮びたし／微塵粉／ポワレ／胡麻和え／溶岩焼き／ソフリット／五香粉／蒸籠蒸し／ホイル焼き／こなし／炊き合せ
／酒醸／土佐酢／ユッス／粉吹芋／塩揉み

鶴の恩返し／からすときつね／さるかに合戦／蛤女房／灯台鬼／子育て幽霊／分福茶釡／こぶとりじいさん／ヨジババ／力太郎／うりこひめとあまのじ
ゃく／三枚のお札／燈無蕎麦／笠地蔵／寒戸の婆／おむすびころりん／田螺長者／三年寝太郎／置行堀／物くさ太郎

あいうえお作文／なぞかけ／下ネタ／コント／客いじり／一発ギャグ／めくり芸／憑依芸人／大喜利／駄洒落／落ち／演芸／あるあるネタ／三題噺／ギ
ャグ／ゴングショー／むちゃぶり／ほにゃらら／コント漫才／すべり芸

荻原井泉水／与謝野鉄幹／田山花袋／松根東洋城／大須賀乙字／正岡子規／河東碧梧桐／原石鼎／高浜虚子／大町桂月／松本たかし／島崎藤村／高浜
年尾／渡辺水巴／窪田空穂／水原秋桜子／星野立子／内藤鳴雪／斎藤緑雨／臼田亞浪

昆布締め／フィッシュカツ／あら汁／揚げかまぼこ／えび団子／がめ煮／ヒラヤーチー／ちり鍋／まる鍋／治部煮／中身汁／油そうめん／酒寿司／牡
蠣の土手鍋／ちゃんちゃん焼き／衣笠丼／薩摩揚げ／潮汁／のっぺい汁／煮しめ

東京経済大学／首都大学東京／東京大学／東京工業大学／大阪大学／横浜国立大学／埼玉大学／東京都市大学／慶應義塾大学／東北大学／東京農工大
学／早稲田大学理工学術院／芝浦工業大学／千葉大学／名古屋大学／東京都立大学／工学院大学／京都大学／横浜市立大学／東京理科大学

中入／大相撲平成20年5月場所／横綱大関／服部桜太志／褄取り／腰砕け／つきひざ／全6場所制覇／八番相撲／不戦勝 (相撲)／不浄負け／掴み投げ
／逆とったり／突き倒し／連敗記録 (大相撲)／三段構え／ヌケヌケ／星取表／取り直し／痛み分け

旧慣温存政策／脱亜入欧／明治農法／児玉・後藤政治／殖産興業／紙幣整理／光緒新政／1878年の土木7大プロジェクト／松方デフレ／安政の改革／
皇民化教育／大隈財政／陸奥外交／朝鮮産米増殖計画／理蕃政策／航海遠略策／民力休養・政費節減／富国強兵／慶応の改革／留守政府

チベット高気圧／日本海低気圧／オホーツク海高気圧／二つ玉低気圧／赤道気団／オホーツク海気団／偏西風／極高圧帯／揚子江気団／極東風／シベ
リア高気圧／シベリア気団／小笠原気団／メイストーム／移動性高気圧／太平洋高気圧／アリューシャン低気圧／秋雨／亜寒帯低圧帯／亜熱帯高圧帯

短パン／カーゴパンツ／ズボン／ハイソックス／トレーニングシャツ／カラーステイ／スカート／ワイシャツ／ブラウス／ジャンパースカート／ポロシ
ャツ／ハーフパンツ／トレーニングパンツ／スウェットパンツ／ショートパンツ／トレーニングウェア／キュロットスカート／ウィンドパンツ／トレン
カ／サロペットスカート

ジョージ・レーゼンビー／イアン・フレミング／デスモンド・リュウェリン／サイモン・ウェスト／ピーター・ボグダノヴィッチ／サム・シェパード／
ジェームズ・ボンド／レイモンド・ベンソン／フェリックス・ライター／ニック・カサヴェテス／グスタフ・グレーブス／カーク・ダグラス／バーナー
ド・リー／ダニエル・クレイグ／バトル警視／ショーン・コネリー／ジャック・ライアン／ジャック・リーチャー／ロジャー・ムーア／アンソニー・ホ
ロヴィッツ

紙玉鉄砲／しっぴき／太刀盛り／革砥／靴べら／蛭金物／カッティングマット／薄刃包丁／さくどり／菜箸／バイアステープ／ろうそく消し／玉子焼き
鍋／粉次ぎ／網杓子／金ごて／麺切包丁／三徳包丁／絞り袋／セルクル
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鼻甲介／外耳／外耳道／舌／母指球／上顎犬歯／口蓋扁桃／小指球／鼻／洞毛／耳／耳介／鋤鼻器／腸間膜／陰嚢／耳たぶ／汗腺／おとがい／肛門腺
／乳様突起

サバ／ホンモロコ／シロウオ／ニジマス／カツオ／コイ／サンマ／ウグイ／ウナギ／シラウオ／サケ／ワカサギ／サケ類／スズキ (魚)／アユ／ヤマメ／
フナ／ドジョウ／ハヤ／ボラ

玉子焼き鍋／ケーシング／釡揚げ／網杓子／膨化食品／食品用ラップフィルム／ハッカパイプ／裏漉し／練り菓子／水煮／棹菓子／発熱材／干菓子／乾
燥餅／生タイプ麺／五香粉／オブラート／結着剤／タレ瓶／生麺

がめ煮／肝吸い／海鮮丼／野菜炒め／栗金団／レバニラ炒め／冷奴／だし巻き卵／ラーメンライス／ぶり大根／たらこスパゲッティ／たこさんウィンナ
ー／サバの味噌煮／エビのチリソース／茶碗蒸し／回鍋肉／のっぺい汁／玉子豆腐／ヒラヤーチー／バターライス

テネシー州／カンザス州／オクラホマ州／アイオワ州／ミシガン州／ウィスコンシン州／ミシシッピ州／アーカンソー州／インディアナ州／テキサス州
／ルイジアナ州／オハイオ州／ノースカロライナ州／イリノイ州／アラバマ州／ミズーリ州／ミネソタ州／ジョージア州／ウェストバージニア州／バー
ジニア州

小倉唯／早見沙織／水瀬いのり／渕上舞／東山奈央／上坂すみれ／佐倉綾音／松井恵理子／本渡楓／日笠陽子／内山夕実／内田真礼／山本希望／高森
奈津美／金元寿子／花澤香菜／加隈亜衣／洲崎綾／日高里菜／茅野愛衣

ドライカレー／ババロア／クッキー／チョコスプレッド／粉チーズ／スナックバー (菓子類)／キーマカレー／クラッカー (食品)／チキンカツ／フライ
ドポテト／調理パン／トルティーヤ・チップス／ショートブレッド／マカロニサラダ／ハッシュドビーフ／タルタルソース／ハッシュドポテト／コンビ
ーフ／たらこスパゲッティ／ビスケット

三角フラスコ／すり合わせ／ト字管／製氷皿／NMR管／デシケーター／分液漏斗／時計皿／ビグリューカラム／二又アダプター／コンラージ棒／マグ
ネチックスターラー／毛細管／シールテープ／U字管／メスフラスコ／スピンコート／桐山ロート／フラスコ／白金耳

ドイツアヤメ／ネモフィラ／シャガ／タチアオイ／シンビジウム／レンギョウ／フリージア／ブーゲンビリア／カンシロギク／ベゴニア／マリーゴール
ド／ポインセチア／スズラン／カンナ (植物)／ダリア／イチハツ／クロッカス／アザレア／グラジオラス／ユキヤナギ

アキアミ／ミズダコ／イカ／アカニシ／ウニ／アゲマキガイ／イイダコ／イシガニ／サザエ／シバエビ／ケガニ／トヤマエビ／カニ／ヒゲナガエビ／ホ
ッコクアカエビ／イセエビ／タラバガニ／エビ／タコ／ガザミ

大阪スタヂアム／神戸総合運動公園野球場／平和台野球場／川崎球場／阪急西宮スタジアム／大阪ドーム／藤井寺球場／東京ドーム／日本生命球場／明
治神宮野球場／福岡ドーム／MAZDA Zoom-Zoom スタジアム広島／ナゴヤドーム／広島市民球場 (初代)／後楽園球場／西武ドーム／ナゴヤ球場／
宮城球場／千葉マリンスタジアム／横浜スタジアム

カリポス／ペルガのアポロニウス／レウキッポス／ビテュニアのテオドシオス／アリスタルコス／クレオメデス／ヒッパルコス／エウドクソス／ソシゲ
ネス／アナクサゴラス／エラトステネス／チモカリス／マリノス (古代の地理学者)／ヨハネス・ド・サクロボスコ／ポセイドニオス／フィロラオス／
エポロス／クラウディオス・プトレマイオス／カルキディウス／ゲミノス

二重星／青色超巨星／りゅう座BY型変光星／おうし座T型星／青色巨星／爆発型変光星／連星／こと座RR型変光星／変光星／おうし座RV型変光星／
固有運動／激変星／惑星状星雲／ミラ型変光星／食変光星／閃光星／分光連星／高光度青色変光星／多重星／ケフェイド変光星

アンドリュー・ジャクソン／ジェームズ・マディソン／パトリック・ヘンリー／トーマス・ジェファーソン／ジェームズ・ブキャナン／ジョン・アダム
ズ／ジョン・クィンシー・アダムズ／ジェームズ・ポーク／ジェームズ・モンロー／ジェファーソン・デイヴィス／フランクリン・ピアース／ジョン・
カルフーン／アンドリュー・ジョンソン／アレクサンダー・ハミルトン／ウィリアム・ハリソン／エイブラハム・リンカーン／ウィンフィールド・スコ
ット／サミュエル・ヒューストン／ザカリー・テイラー／ジョージ・ワシントン

汗マーク／バター犬／泣き虫／裸靴下／インテーク (髪型)／怒りマーク／つるぺた／蛍族／友達親子／ひっつめ頭／おきゃん／額帯鏡／オサレ／スト
レートパーマ／ヌカロク／角栓／転位行動／干物女／薄い本／静か餅

セレブタント／グレイト・ギタリスト・ハント／グルーピー／全裸水泳／フィッティングルーム／ブラインドデート／ポッタリアン／ブーケ・トス／キ
スカム／ダンスパーティー／プロム／GOGO BOY／バチェロレッテ・パーティー／タクシーダンスホール／フリーク／セックスショー／悟り (コスプ
レ)／三人婚／ピローファイト／バチェラー・パーティー

ロミロミサーモン／シャードエッグ／モルネーソース／エスパニョールソース／ポーク・スクラッチング／ピカタ／トムカーガイ／エッグサラダ／バス
ティラ／アルマンドソース／ナシダガン／オイルソース／ヴルーテソース／シュトロイゼル／ワーテルゾーイ／アメリケーヌ・ソース／ミモザサラダ／
ピカディージョ／レモンチキン／オーロラソース

ペン回し／コンタクトスポーツ／クロキノール／モデル・マギング／フリースタイルフットボール／フットバッグ／ケトルベル／スポーツスタッキング
／ストリートダンス／エアセックス／ストリートボード／ディスコダンス／マインドスポーツ／水中スポーツ／エクストリームスポーツ／国内選手権大
会／スポーツ吹矢／キャスターボード／エンスウェル／アグレッシブインラインスケート

フランツ・ブレンターノ／アルフレッド・エイヤー／マックス・シェーラー／ギルバート・ライル／ウィラード・ヴァン・オーマン・クワイン／イマヌ
エル・カント／エトムント・フッサール／ポール・ファイヤアーベント／ロバート・ノージック／ハンス・ゲオルク・ガダマー／ニコライ・ハルトマン
／マルティン・ハイデッガー／テオドール・アドルノ／ルートヴィヒ・ウィトゲンシュタイン／ハインリヒ・リッケルト／カール・ヘンペル／ゲオル
ク・ヴィルヘルム・フリードリヒ・ヘーゲル／カール・ポパー／ルドルフ・カルナップ／エルンスト・カッシーラー
エドムンド・ランドルフ／ジョン・アダムズ／ウィリアム・スワード／アレクサンダー・ハミルトン／ヘンリー・クレイ／ジェームズ・マディソン／ウ
ィリアム・ハリソン／ルイス・カス／フランクリン・ピアース／ジェームズ・ブキャナン／ジョン・タイラー／ジョン・カルフーン／ジェームズ・モン
ロー／ヘンリー・ウィルソン／ザカリー・テイラー／ダニエル・ウェブスター／ジョン・クィンシー・アダムズ／アンドリュー・ジャクソン／トーマ
ス・ジェファーソン／ジェームズ・ポーク
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インベーダーインベーダー／Butterfly (木村カエラの曲)／倖田來未／記念撮影 (BUMP OF CHICKENの曲)／BANZAI (木村カエラの曲)／木村カエ
ラ／レインボーロード (アルバム)／CANDY CANDY／My Best Friend (Little Glee Monsterの曲)／Crazy Crazy （feat. Charli XCX & 
Kyary Pamyu Pamyu） / 原宿いやほい／きゃりーぱみゅぱみゅ／FLASH (Perfumeの曲)／TODAY IS A NEW DAY／大塚愛／多分、風。／つ
けまつける／恋、弾けました。／ファッションモンスター／パフィピポ山／ファミリーパーティー

伊丹市／加西市／三田市／たつの市／西宮市／豊岡市／小野市／相生市／神戸市／太子町 (兵庫県)／高砂市／加東市／姫路市／川西市／加古川市／宝
塚市／明石市／尼崎市／長田区／赤穂市

ナシダガン／テンペ／サンバール／ピカディージョ／ソムタム／ルンダン／パコラ／カインチュア／スクッグ／ピコ・デ・ガヨ／ガドガド／トラシ／ト
ムカーガイ／エスカベシュ／ポーク・スクラッチング／海鮮醤／ナムプリック／ベサン／クルプック／ケチャップマニス

朝霞自衛官殺害事件／神社本庁爆破事件／上赤塚交番襲撃事件／羽田事件／革労協書記長内ゲバ殺人事件／警視総監公舎爆破未遂事件／大菩薩峠事件／
林健太郎監禁事件／大阪戦争 (赤軍派)／白老町長襲撃事件／沖縄ゼネスト警察官殺害事件／東京戦争／東京教育大学生リンチ殺人事件／真岡銃砲店襲
撃事件／山岳ベース事件／東峰十字路事件／革労協元幹部内ゲバ殺人事件／中核派書記長内ゲバ殺人事件／あさま山荘事件／印旛沼事件

牛丼／醤油かけご飯／クリスマスケーキ／豊橋カレーうどん／ハムカツ／フルコース／おこしもの／七草がゆ／カレー丼／ぜんざい／カツサンド／闇鍋
／天ぬき／恵方巻／いももち／せち焼き／のっぺい汁／赤だし／納豆汁／残飯シチュー

選好投票／多数決／選挙方法／サン＝ラグ方式／自書式投票／ゲリマンダー／ボルダ得点／単純小選挙区制／Instant-runoff voting／小選挙区比例
代表連用制／穏健な多党制／投票の逆理／記号式投票／Approval voting／戦略投票／多数代表制／制限連記制／連記投票／分極的多党制／完全連記
制

中食／日配食品／デリバリー／移動販売／ホットドッグカート／惣菜／ケータリング／食堂自動車／食券／ホットプレート／ドギーバッグ／テイクアウ
ト／ドリンクバー／出前／サッカー台／食べ放題／立ち食い／出前機／タイムサービス／無店舗販売

バイカル湖／オネガ湖／ヴォルガ川／ヴァン湖／ペイプシ湖／ウラル川／オビ川／北ドヴィナ川／ラドガ湖／エルティシ川／イリメニ湖／ペチョラ川／
ドニエプル川／ドン川／アゾフ海／黒海／サリカミシュ湖／ベロエ湖／バルハシ湖／カスピ海

クツワムシ／アカエゾゼミ／ミズカマキリ／キリギリス／トラフシジミ／イチモンジセセリ／キタテハ／クサキリ／ウマオイ／ナミアゲハ／クルマバッ
タモドキ／ツユムシ／クビキリギス／ハルゼミ／ナミテントウ／ササキリ／ヤマトシジミ (蝶)／コミスジ／キアゲハ／ヤブキリ

サンダウン競馬場／ピムリコ競馬場／レパーズタウン競馬場／フレミントン競馬場／ヴァンセンヌ競馬場／ニューベリー競馬場／ニューマーケット競馬
場／ムーニーヴァレー競馬場／オートゥイユ競馬場／シャンティイ競馬場／エイントリー競馬場／カラ競馬場／アスコット競馬場／ドンカスター競馬場
／ドーヴィル競馬場／ロンシャン競馬場／メゾンラフィット競馬場／サンクルー競馬場／ヨーク競馬場／ヘイドックパーク競馬場

アローバ／ボードフィート／エーカー・フィート／モルゲン／坪／ピエーズ／平方マイル／ドゥナム／甲 (単位)／平方フィート／平方ヤード／畝 (単位)
／平方キロメートル／立方フィート／エーカー／平方メートル／立方ヤード／アルパン／トワーズ／平方インチ

電磁鋼／クラッド鋼／木質系セメント板／磨帯鋼／金属管／ライニング／カラー鋼板／銅管／ステンレス精密圧延品／ダクタイル鋳鉄／FRP防水／オイ
ルシール／火山性ガラス質複層板／亜鉛めっき鋼板／人造黒鉛電極／研磨布紙／ニッケル鋼／離型剤／爆発圧接／グレーチング

中禅寺湖／本栖湖／田貫湖／富士五湖／箱根園／忍野八海／箱根 駒ヶ岳ロープウェー／仙石原／箱根／八丁池／芦ノ湖／箱根 (箱根町)／山中湖／箱根
町／箱根温泉／河口湖／元箱根／大涌谷／箱根小涌園／精進湖

大同市／江夏区／メンフィス (テネシー州)／カンザスシティ (ミズーリ州)／蘭州市／鄂城区／徐州市／成都市／淮北市／臨シ区／宜昌市／淮上区／荊
州区／襄州区／銀川市／イ坊市／シアトル／ジザフ／湖州市／太原市

恋がヘタでも生きてます／恋のツキ／トーキョーエイリアンブラザーズ／ぼくは麻理のなか／宮本から君へ／サヨナラ、えなりくん／Re:Mind／イノ
セント・デイズ／宝くじで1億円当たった人の末路／僕らはみんな死んでいる♪／ふたりモノローグ／バウンサー (漫画)／1ページの恋／OLですが、キ
ャバ嬢はじめました／おかしの家／ホクサイと飯さえあれば／彼氏をローンで買いました／セトウツミ／100万円の女たち／卒業バカメンタリー

お墓がない!／アトランタ・ブギ／ユメノ銀河／瀬戸内ムーンライト・セレナーデ／タオの月／ビッグ・ショー! ハワイに唄えば／殺し屋&嘘つき娘／シ
ャ乱Qの演歌の花道／生きない／ポストマン・ブルース／ニンゲン合格／恋と花火と観覧車／東京兄妹／霧の子午線／SCORE2 THE BIG FIGHT／日
本黒社会 LEY LINES／双生児 (1999年の映画)／たどんとちくわ／F (エフ)／フレンチドレッシング (映画)

河原雅彦／三谷幸喜／マキノノゾミ／鈴木聡 (演出家)／森新太郎／倉持裕／いのうえひでのり／鵜山仁／鈴木裕美／宮本亜門／西川信廣／長塚圭史／蓬
莱竜太／飯島早苗／山田和也／蜷川幸雄／渡辺浩子／宮田慶子／板垣恭一／栗山民也

上方落語／江戸落語／子別れ／三題噺／講談／散切物／時うどん／歌舞伎／人情噺／あほだら経／寄席／落語／速記本／浪曲／百面相／掛取万歳／怪
談噺／古典落語／新作落語／軽口

清少納言／藤原兼輔／和泉式部／建礼門院右京大夫／藤原定家／藤原俊成女／藤原道綱母／鴨長明／藤原俊成／西行／伊勢大輔／赤染衛門／相模 (歌
人)／吉田兼好／在原業平／式子内親王／紀貫之／顕昭／紫式部／藤原家隆 (従二位)

正月飾り／袱紗挟み／金封／経木／硯箱／お年玉袋／千社札／虫かご／蓋置／掛け紙／三具足／杉玉／畳箱／風鎮／馬楝／木札／棹菓子／三方 (神道)
／吊るし飾り／寿司桶
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二子玉川／五階百貨店／アメヤ横丁／原宿／錦糸町／百軒店／びっくりガード／錦糸町・亀戸副都心／秋葉原／高円寺／池袋／新宿二丁目／北天神／武
蔵小山／大丸有／神田古書店街／キムチ横丁／銀座／宮益坂／合羽橋

流動食／嫌悪剤／カルシウム・パラドックス／フォローアップミルク／柔軟剤 (食品添加物)／休肝日／刺激物／ライトたばこ／食用卵／成分栄養剤／
膣洗浄器／野菜嫌い／迎え酒／乗り物酔い防止薬／脂肪融解レーザー／一物全体／経口腸管洗浄剤／好転反応／苦味剤／グルテンフリー・ダイエット

石倉三郎／森本レオ／村野武範／東幹久／柳沢慎吾／阿藤快／北村総一朗／平泉成／斎藤洋介／山下真司／原田大二郎／伊東四朗／かとうかず子／西
岡徳馬／綿引勝彦／萩原流行／中尾彬／石橋蓮司／宇梶剛士／柴俊夫

龍虎の拳／餓狼伝説／ファイナルファイト／餓狼伝説スペシャル／餓狼伝説 WILD AMBITION／ストリートファイターIII／頂上決戦 最強ファイターズ 
SNK VS. CAPCOM／ファイナルファイト2／餓狼伝説2／ファイターズヒストリー／VS.シリーズ／リアルバウト餓狼伝説／エックス・メン チルドレ
ン オブ ジ アトム／ワールドヒーローズ／マッスルボマー／ストリートファイターII／ストリートファイター ザ・ムービー／ファイナルファイト リベン
ジ／X-MEN VS. STREET FIGHTER／ストリートファイター (ゲーム)

グルコン酸／マレイン酸／グリコール酸／ニコチンアミド／タウリン／リボフラビン／葉酸／メチルコバラミン／ピリドキサミン／Α-リポ酸／クレア
チン／マンニトール／チアミン／ピリドキシン／フマル酸／ヒドロキソコバラミン／アスコルビン酸／パントテン酸／シアノコバラミン／ニコチン酸

街の名前／Embrace/slug and soul／Starting over (三代目J Soul Brothers from EXILE TRIBEの曲)／FULL VOICE／Forever we can 
make it!／ヤルキスイッチ／つくしんぼ-TSUKUSHINBOW-／Purple (shelaのシングル)／Flower Language／AlohAAA!／Nexus (ClariSの
曲)／And Becoming／Disarm dreamer／WORLD! WIDE! LOVE!／Ordinary Story／I'll be Travelin' Home／Dear Me／スズ虫／
OHA☆YOU／2011.02.16 6th ALBUM “Buzz Communication”Pre-Release Special Mini Album

孫堅／孫権／夏侯惇／趙雲／司馬懿／馬超／張飛／劉璋／諸葛亮／孫策／呂蒙／夏侯淵／呂布／劉表／袁術／周瑜／袁紹／曹操／関羽／劉備

ビスマス209／リチウム3／タリウム205／電子捕獲／ウラニルイオン／第4族元素／ウラン233／カリウム40／中性子過剰核／ウラン238／アクチ
ノイド／ベリリウム8／キセノン133／プルトニウム238／K中間子水素／六フッ化物／ストロンチウム90／ウラン系列／ジプロトン／水素7

ハゲワシ／キジ／ヒツジ／チャボ (鶏)／ウシ／ヤギ／ガチョウ／オオバタン／ニワトリ／シチメンチョウ／アローカナ／コザクラインコ／コウライキジ
／オウム／カモ／ノバリケン／ダチョウ／アイガモ／アヒル／ヤマウズラ

プラウエン／タウヌスシュタイン／メミンゲン／ヘルネ／エーベルスヴァルデ／ノルトハウゼン／レムシャイト／プフォルツハイム／ヴェルス／ジーク
ブルク／ヴァイデン・イン・デア・オーバープファルツ／ロイトリンゲン／ヴェルニゲローデ／ベルギッシュ・グラートバッハ／バート・クロイツナハ
／ゲーラ／バート・デュルクハイム／ゾーリンゲン／リートリンゲン／ゲッピンゲン

アメリカンカール／ミニチュア・シュナウザー／ネザーランド・ドワーフ／ネズミ／パピヨン (犬)／チンチラ (ネコ)／ゴールデンハムスター／イヌ／
ウサギ／ソマリ (ネコ)／ハムスター／ネコ／ジャンガリアンハムスター／ボストン・テリア／ノルウェージャンフォレストキャット／サル／シェットラ
ンド・シープドッグ／フェレット／シーズー／アメリカン・ショートヘア

失われた世界／月長石 (小説)／月と六ペンス／モヒカン族の最後／赤い館の秘密／スイスのロビンソン／チップス先生さようなら／オリバー・ツイス
ト／マーティン・チャズルウィット／ウィリアム・ウィルソン／ジキル博士とハイド氏／緋文字／荒涼館／赤毛のレドメイン家／月世界最初の人間／王
になろうとした男／ジャングル・ブック (小説)／アーサー王宮廷のコネチカット・ヤンキー／ナンタケット島出身のアーサー・ゴードン・ピムの物語／
モロー博士の島
オースティン・フリーマン／アーサー・コナン・ドイル／ジョン・ディクスン・カー／レイモンド・チャンドラー／ロス・マクドナルド／G・K・チェ
スタトン／アガサ・クリスティ／クリスチアナ・ブランド／ドロシー・L・セイヤーズ／S・S・ヴァン・ダイン／ジョセフィン・テイ／バロネス・オル
ツィ／ダシール・ハメット／アントニー・バークリー／ウィリアム・アイリッシュ／アーサー・モリスン／エラリー・クイーン／F・W・クロフツ／ミ
ッキー・スピレイン／マイケル・イネス

胡弓／二弦琴／高胡／和太鼓／三弦／十七絃／琴／尺八／一弦琴／三味線／琵琶／三線／能管／奄美竪琴／京胡／箏／ムックリ／ゴッタン／三板／篠笛

ジェイムズ・ブリッシュ／アーサー・C・クラーク／ジョン・ウィンダム／E・E・スミス／ゴードン・R・ディクスン／エドモンド・ハミルトン／レ
イ・ブラッドベリ／ラリー・ニーヴン／クリフォード・D・シマック／アルフレッド・ベスター／フレドリック・ブラウン／ジャック・ヴァンス／ハリ
イ・ハリスン／ドナルド・A・ウォルハイム／C・L・ムーア／アイザック・アシモフ／A・E・ヴァン・ヴォークト／ポール・アンダースン／ロバー
ト・A・ハインライン／ジャック・ウィリアムスン

2型糖尿病／ウェルニッケ脳症／耐糖能異常／メタボリックシンドローム／IgA腎症／子宮体癌／高尿酸血症／高血糖症／更年期障害／糖尿病／脂質異
常症／肥満／高血圧／低血糖症／片頭痛／心血管疾患／腎機能障害／脂肪肝／慢性腎臓病／骨粗鬆症

セントクリストファー島／アンティグア島／トルトラ島／エルーセラ島／アンティコスティ島／レゾリューション島 (カナダ)／サウサンプトン島／マド
レーヌ諸島 (カナダ)／ベル島 (ニューファンドランド・ラブラドール州)／プリンスパトリック島／マニトゥーリン島／セント・マーチン島／ニューファ
ンドランド島／ケープ・ブレトン島／北極諸島／ウィンドワード諸島 (西インド諸島)／サンピエール島・ミクロン島／プリンスエドワード島／バンクー
バー島／フォーゴ島

水川あさみ／岡田将生／戸田恵梨香／貫地谷しほり／有村架純／深田恭子／向井理／多部未華子／杏 (女優)／吉高由里子／上野樹里／長澤まさみ／綾
瀬はるか／北川景子／井上真央／仲里依紗／波瑠／石原さとみ／堀北真希／榮倉奈々

キルンワーク／ねじ切りダイス／電解加工／レーザ切断／超音波半田付／炎焼入れ／プラズマ切断／トグル機構／シーム溶接／ろう付け／打撃工法／鍛
接／リバース工法／精密鋳造／面取り／転造／静電塗装／サブマージアーク溶接／ガスシールドアーク溶接／熱圧着

日本顎顔面補綴学会／日本歯科東洋医学会／日本顎咬合学会／日本歯科心身医学会／日本口腔感染症学会／日本医用歯科機器学会／日本歯科医療福祉
学会／日本歯科技工学会／日本歯科医療管理学会／日本有病者歯科医療学会／日本咀嚼学会／日本成人矯正歯科学会／日本口腔診断学会／日本磁気歯
科学会／デンツプライ賞／硬組織再生生物学会／Eライン／日本口腔内科学会／日本外傷歯学会／日本レーザー歯学会
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