1『1888 年(明治 21 年)の今日 12 月 3 日、現在の日本の都道府県領域が確定することとなる最後の「県」誕生となった、この日に愛媛県から分離独立した県は
どこ？／
香川県
2『耐震工事を施した上で 2018 年から常時一般公開する方針が立てられ、その着工前に 1 日限定の見学希望者を募ったところ、500 人の定員に 4 万通の応募が
殺到した、大阪府吹田市に立つ、1970 年の万国／博覧会のシンボルとして建造された岡本太郎作の芸術作品は 何？
太陽の塔
3『「せかせか歩く」という意味で、地元では「アガチー」と呼ばれる、1981 年に発見され、学名を「ガリラルス・オキナワエ／Ｇａｌｌｉｒａｌｌｕｓ ｏｋ
ｉｎａｗａｅ」という／、沖縄北部に生息する、日本で唯一の飛べない鳥は 何？
ヤンバルクイナ／山原水鶏
く に ち か

4『
（1985 年から）漫画ゴラクに連載された「男の星座」という自伝漫画が遺作となった／（画：原田久仁信、未完）、昭和時代に数々のヒット作を生み出した、本
名を高森朝樹という漫画原作者は 誰？
梶原一騎
5『2016 年 9 月から、ヤマザキビスケットが（ナビスコの）リッツに替わって発売している／、同年から「ヤマザキナビスコカップ」に代わるサッカー・Ｊリ
ーグカップの新しい大会名称にもなっている、フランス語で「発酵種」を意味するクラッカーのブランド名は 何？
ルヴァン／Ｌｅｖａｉｎ
6『「とんでもない」
、
「考えられない」という意味もある、特に女性としての身だしなみや姿、振る舞い／や態度がふさわしくないこと、だらしないこと、はした
ないこと、を、 何もないと言う？
あられもない
7『来年(2017 年)、松坂桃李、菅田将暉主演の映画「キセキ～あの日のソビト～」で、結成時の／エピソードが映画化される、2007 年にメジャーデビュー、ド
ラマ「ＲＯＯＫＩＥＳ」主題歌「キセキ」がヒットした、歯科医兼業・覆面 4 人組ボーカルグループは？
ＧＲｅｅｅｅＮ
8『2009 年に関連法が成立、発足・新設され、初代長官は内田俊一が務めた、ソーシャルゲームのコンプガチャ問題などでその名／がよく聞かれ、徳島県への
移転が検討されていることでも話題となった、商品の品質表示などに関する事務を行なうことなどを任務とする、内閣府の外局である行政機関は どこ？
消費者庁／Consumer Affairs Agency
9『リオ・オリンピックの日本人メダリスト 59 人の中で、ＪＯＣ・日本オリンピック委員会から支給される報奨金が最高額となったアスリートは、金メダル 2
個を獲得（1000 万円）した 誰？／
内村航平
10 『最近は企業の採用試験や、高齢者の認知症予防に取り入れられている、ピークだった 1982 年には 2130 万人の競技人口がいたという／、卓上の山から 13
個を手元に取り、14 個目を入れ替えるなどして約 40 種類ある「役」を作って得点を競う原則 4 人制の室内ゲームは 何？
麻雀
11『2018 年に、キログラムとメートルの定義に依存した現行の定義は廃止される予定の、国際単位系(ＳＩ)の 7 つの基本単位のひとつである／、フランスの物
理学者の名前に由来する、電流の強さの単位は 何？
アンペア／ａｍｐｅｒｅ

→１人目勝ち抜け！

12『麻生太郎財務大臣は、
「キャラが立っている漫画でなかなか面白いと思っていたから、とても残念」
、と語った、(2016 年)9 月 17 日発売／の 42 号をもって
連載を終了した、週刊少年ジャンプ連載の漫画作品は 何？
「こちら葛飾区亀有公園前派出所」
13『
「街一番」、
「満福食堂」
、「野菜盛り」シリーズ、「懐かしの」シリーズ、「名古屋発台湾まぜそば」
、「下町の来々軒煮干中華そば」、
「元祖ねぎらーめん」など
のラインナップがある、／茨城県に本社を置く食品メーカー・ヤマダイが販売する、
「うまいヌードル♪」を標榜する即席麺のロングセラーブランドは 何？
ニュータッチ
14 『京大出身の理学博士・平田朋義さんが、海外の空港のセキュリティチェックで「ついにこの日が来たかと震えながら言った」とツイートしたことが話題と
なった、一見するとなんだかわからないものを係員が指し、「これは何ですか？」と聞かれた時に返し／た、多くの人が一生使うことはないと思っていた、初等
英語教科書の伝説的定型文とは 何？
Ｔｈｉｓ ｉｓ ａ ｐｅｎ．

※2016 年 8 月 15 日

15『今年(2016 年)、色々あったこともあって、ＳＭＡＰの「世界に一つだけの花」が累計出荷枚数 300 万枚のトリプルミリオンを達成した 2 枚目のシングルＣ
Ｄとなりましたが、最初に 300 万枚を突破したシングルＣＤである、1999 年リリースの大ヒット曲は 何？／
「だんご３兄弟」
ちゅうこんどう

か げ ん け い

16『明治初期までは一体であった春日大社とは奈良公園を挟んで反対側にある、再／建工事が 2018 年落慶予定の中金堂や、華原磬、阿修羅像、三重塔や五重塔
ほっそうしゅう

など 26 の国宝を所有する、古都奈良にある世界遺産の法相宗大本山の寺院は 何？
興福寺

→２人目勝ち抜け！

17『来年(2017 年)、2015 年の北京に続いて世界陸上が開催されるヨーロッパの都市で、奇しくも夏季オリンピックと同じ並びの順番となったのは どこ？／
ロンドン

→３人目勝ち抜け！

18『(2016 年)10 月には秋葉原・Ｅ-ｓｐｏｒｔｓ ＳＱＵＡＲＥで、「ＨＡＹＡＵＣＨＩ」と題された世界最速王者決定戦イベントも行われた、タッチパネル、
スマートフォンの文字入／力方法のひとつである、画面に触れた指をはじくように少しだけスライドさせる操作を 何という？
フリック(入力)／ｆｌｉｃｋ
19『(2016 年)8 月に行われたリオ・オリンピックでのお騒がせのひとつとしてニュースとなった、飛び込み競技プールが緑色に変色したトラブルは、管理業者
が塩素（次亜塩素酸ナトリウム）と間違えて 160 ㍑ものこれを投入したからであった、洗浄効果があるが塩素の持つ藻などの有機化合物を殺す効果は無効化してし
まう、化学式Ｈ２Ｏ２で表される化合物は 何？／
過酸化水素水／Ｈｙｄｒｏｇｅｎ ｐｅｒｏｘｉｄｅ
20『「～ＳＩＸ ＭＥＮ'Ｓ ＳＨＯＷ ＴＩＭＥ～」として(2016 年)9 月・10 月に大阪・東京で舞台化もされた、昨年のアニメージュ・アニメグラ／ンプリも受賞
したＴＶアニメは 何？
「おそ松さん」
21『原産国とされるアフリカ南部の国・ボツワナには 300 種を超える野生種が自生し、中にはメロンとの中間種やキュウリとの中間種があるという、学名／を
キトルッルス・ラナトゥス／citrullus lanatus という、園芸学上は野菜に分類されるウリ科の果物は 何？
スイカ(西瓜)
22『ヨーロッパ系の言語でも同様の表記法が用いられている、日本語の縦書きでは行頭が下がることからこのような言葉となった、／英語では「Ｐａｒａｇｒａ
ｐｈ／パラグラフ」という、長い文章を幾つかのまとまった部分に分けた、その一区切りを 何という？
段落
23『(2016 年)9 月 17 日のＮＨＫ「ケータイ大喜利」では、海外ロケで欠席の千原ジュニアの代役として投稿紹介ＭＣを務めた、司会の今田耕司とは共にレギュ
ラー出演している「お笑い向上委員会」にてコンビ「バーミヤンズ」として演芸を行っている、お笑いトリオ・ネプチューンのメンバーは 誰？／
堀内健
24『偉業を達成する前、40 代半ばの頃に幕末の日本を訪れ、
「日本人が世界で最も清潔な国民だ」などと伝えている、著書に「自伝・古代への情熱」がある／、
実業家として巨万の富を築き、伝説だったトロイ遺跡を発掘したドイツ人は 誰？
ハインリッヒ・シュリーマン／Ｈｅｉｎｒｉｃｈ Ｓｃｈｌｉｅｍａｎｎ
25『今年(2016 年) 開幕したジャパン・プロフェッショナル・バスケットボールリーグ、Ｂリーグの初代チェアマンを務めた／、日本代表監督も務めた元サッカ
ー選手で、サッカーＪリーグの初代チェアマンであり、日本サッカー協会初代キャプテンは 誰？
川淵三郎
26『1971 年に日本初の超高層ホテルとして開業した、1／983 年には俳優の沖雅也がここの最上階(47 階)から飛び降り自殺している、東京・西新宿の淀橋浄水
場跡地に建つホテルは 何ホテル？
京王プラザホテル
27『複数の個体が同じ場所をトイレとして利用する溜フンという習性があり、そ／の習性に基づいて調査した結果をまとめ、天皇陛下が今年(2016 年)、2008
年以来 2 度目となる研究論文を発表された（国立科学博物館研究員と共著）、皇居・吹上御苑にも十数頭が生息しているイヌ科の動物は 何？
タヌキ(狸)
28『金刀比羅宮、出雲大社、広島平和記念公園、上野不忍池、アウシュビッツ博物館などが公式に敷地内での使用を禁止してい／る、グーグルの親会社からスピ
ンアウトしたナイアンティック社との共同開発により、
（2016 年）7 月 6 日にサービス開始され、全世界で爆発的ヒットとなった、任天堂出資のスマートフォン・
ゲームアプリは 何？
「ポケモンＧＯ」
29『入っている味付け豚挽き肉（
「謎肉」正式名称：ダイスミンチ）を通常の 10 倍ぶち込んだ「ＢＩＧ・謎肉祭」を（2016 年）9 月に／発売も大人気で一時発売
延期となった、1971 年発売の日清のインスタント即席麺ブランドは 何？
カップヌードル
30『2008 年にはピュリッツァー賞の特別賞を贈られており、今年(2016 年)、「米国音楽の偉大な伝統の中／に新たな詩的表現を実現した」と、歌手として初め
てノーベル文学賞を受賞するも、受賞を受ける、受けない、授賞式に行く、行かないとウダウダやっているアメリカの歌手は 誰？
ボブ・ディラン／Ｂｏｂ Ｄｙｌａｎ

※出生名：ロバート・アレン・ジマーマン

→４人目勝ち抜け！

31『中身はメロンパン入れになっている、／バラエティ番組「トリビアの泉」(2002～2006)で、「今週のベストオブトリビア」投稿者に賞金とともに贈られた逸
品は 何？
金の脳

※終了後のスペシャルでは白子入れの茶碗になった

→５人目勝ち抜け！

32『窒素との化合物の結晶はダイヤモンドに次ぐ硬度を持つことから、鋼鉄製品の研磨剤として利用され、また、昆虫に対して強い毒性を示すことから、殺虫剤
として利用されるなどしている、英語では「ｂｏｒｏｎ」という、／原子番号 5 番の半金属元素は 何？
ホウ素(硼素)

→６人目勝ち抜け！

33『国内では昭和 12 年、大阪私立電気科学館にドイツから輸入されたものが最初のものであった、当時の日本語には「天象儀」と訳された、英語の「惑星」に
由来す／る、天体の動きを再現し説明する機械の名称は 何？
プラネタリウム／ＰＬＡＮＥＴＡＲＩＵＭ

→７人目勝ち抜け！

お お げ

34『カナダ・西岸のセイモア(海峡)、イタリア半島とシチリア島の間のメッシーナ(海峡)とともに「世界三大潮流」に数えられる、(徳島県の)大毛島・島田島と、淡
路島の間にあり、播磨／灘と紀伊水道を結ぶ、渦潮で有名な海峡は 何海峡？
鳴門海峡

→８人目勝ち抜け！

35『(2016 年)9 月から新宿・歌舞伎町のゴジラロードのフラッグと街頭アナウンスがジャックされ、山田孝之主演の映画版「Ｐａｒｔ３」と「ザ・ファイナル」
が続けて公開された、ビ／ッグコミックスピリッツに不定期連載中の真鍋昌平の経済漫画は 何？
「闇金ウシジマくん」

→９人目勝ち抜け！

36『監督、コーチの投票により決まる、米・大リーグのシルバースラッガー賞（打撃特化のベストナイン）で、唯一、投票が行われないポジションは、アメリカン・
リーグの 何？／
投手
37『次に挙げる料理はどこの国の代表的な食べ物でしょう？ ザジキ、サガナキ、クレフティコ／、スヴラキ、イェミスタ、ギロピタ、タラモサラタ、ムサカ ・・・
ギリシャ
38『ヘシオドスの「神統記」では、自分の子クロノスに切り落とされた天空神ウラノスの男性器にまとわりついた泡から産まれたとされている、ギリシャ神／話
のオリンポス十二神の一柱である愛と美の女神は 誰？
アフロディーテ／Ａｐｈｒｏｄｉｔｅ

→10 人目勝ち抜け！

39『アルバイト情報誌・ａｎや、
（テレビドガッチ・）豆しぱみゅぱみゅのＣＭ曲にも使われた、デビューミニアルバム「もしもし原宿」
（2011 年 8 月）に続き
2012 年 1 月 11 日に発売された、きゃりーぱみゅぱみゅのメジャー1st シングルのタイトルは 何？／
「つけまつける」

→11 人目勝ち抜け！

40『ランタノイドは ランタンから ルテチウムまで。 アクチノイドは アクチニウムから ローレンシウムまで。 ともに 何種類の元素で構成されている？／
１５種類
た い ど う しょうざん

41『小泉元首相の離婚した元妻・宮本佳代子の祖父、泰道照山はここの社長・会長であった、明和 2 年創業の漢薬本舗・美濃屋を起源とし、昨年(2015 年)、創業
250 周年、睡眠改善薬のドリエルやドリンク剤のエスカップなどで知られ／る大手医薬品メーカーは どこ？
エスエス製薬株式会社

※現在は独・ベーリンガーインゲルハイムの完全子会社

→12 人目勝ち抜け！

42『摂関政治が衰え、武家政治が成立するまでの平安時代末期の過渡期に現れた、1086 年堀河天皇に譲位した白河上皇が開始し／た、天皇の地位を退いた太上
天皇が引き続いて政務をとる政治形態を 何という？
院政
エ ッ ク ス フ ラ グ

43『今日(2016 年)12 月 3 日にＷｅｂアニメの最終話が配信され、来週 12 月 10 日からは劇場版アニメが公開される、2013 年 9 月からＸＦＬＡＧスタジオ（ｍ
ｉｘｉ）が配信、運営している、ドラッグアクションを特徴とする、スマホ用協力アクションＲＰＧアプリの人気作は 何？／
「モンスターストライク」
44『1992 年のバルセロナ五輪で、現役高校生として唯一メダルを獲得した日本の選手で、当時 福岡工大付属校に通っ／ていた柔道選手といったら 誰？
田村亮子

※岩崎恭子は中学生

→13 人目勝ち抜け！

45『関西方面ではその見た目から「サンライズ」とも呼ばれる、パン生地にビスケット生／地をコーティングして焼いた、お店ごとに様々なバリエーションがあ
り、本来は使われない、名前通りの原料を使ったものもある、外はカリカリ、中はモフモフをデフォルトとする菓子パンは 何？
メロンパン

→14 人目勝ち抜け！
た

ま

46『マンガ原作者としては岸山直・作画の「赤い弾丸」や、柿崎正澄・作画の「ＲＡＩＮＢＯＷ-二舎六房の七人-」などの作品がある、本名を直也という、自身を
モデルとした三島由紀夫の小説／「複雑な彼」の主人公からそのペンネームを付けた、元暴力団員の作家は 誰？
安部譲二
47『作詞の永六輔が、中村メイコに交際を断られた時のことを詠った失恋ソングだという、全米ビルボードチャートでも／（「ＳＵＫＩＹＡＫＩ」のタイトルで）1
位となるなど大ヒットした、昭和 36 年('61)に 19 才のロカビリー歌手・坂本九が歌った曲は 何？
「上を向いて歩こう」
48『英語では「Ｒｈｏｍｂｕｓ／ローンバス」といい、別名は「斜方形」という、４辺の長さが等しい四角形で、一般的にはそれぞれの角が直角でない図形のこ
とを 何という？／
ひし形
49『19 世紀後半に日本で考案されたとされる、三すくみを構成し勝敗を決める、英語ではＲＰＳ、「Ｒｏｃｋ - ｐａｐｅｒ - ｓｃｉｓｓｏｒｓ」という／手段
といったら 何？
じゃんけん（いんじゃん）

→15 人目勝ち抜け！

