1『留学先のフランスで結婚した歴史学者の夫の赴任に伴い、以後ここポートランドに 50 年以上在住し、ローカス賞を 19 度(最多)、ネビュラ賞を 6 度、ヒュー
ゴー賞を 5 度／受賞している、主な作品に「ハイリッシュ・サイクル」シリーズ、
「アースシー(ゲド戦記)」シリーズなどがある、現在も健在のＳＦ・ファンタジ
ー作家は 誰？
アーシュラ・クローバー・ル＝グウィン／Ｕｒｓｕｌａ Ｋｒｏｅｂｅｒ Ｌｅ Ｇｕｉｎ
2『日本の工学者・森政弘が提唱した(1970)、ＣＧやロボットなどの人間的対象が、ある程度人間に近い場合に／非人間的特徴・違和感の方が際立ってしまい、
それまでは人間らしさに好感的だった感情が一転、観察者に奇妙な、否定的な感情を抱かせてしまうという概念のことを 何という？
不気味の谷／ｕｎｃａｎｎｙ ｖａｌｌｅｙ
3『アーケード・クイズゲーム「Ａｎｓｗｅｒ×Ａｎｓｗｅｒ」の筐体にも記されていた８ジャンルの英語名、 歴史・地理・社会は「ＨＩＳＴＯＲＹ・ＧＥＯ
ＧＲＡＰＨＹ・ＳＯＣＩＥＴＹ」、 趣味・雑学は「ＨＯＢＢＹ・ＫＮＯＷＬＥＤＧＥ」ですが、 語学・文学は 何？／
ＬＡＮＧＵＡＧＥ・ＬＩＴＥＲＡＴＵＲＥ
うじざね

4『光栄の歴史ゲームシリーズでは、今川氏真、ジョン欠地王などと並び、無能なネタキャラ扱いされている、先代没後、弱小国であった蜀を大きな乱も起こさ
／ず 40 年間も存続させたことは、三国時代随一の君主と評価される向きもある、蜀漢の第 2 代皇帝である、初代皇帝・劉備の跡取り息子は 誰？
劉禅

→１人目勝ち抜け！

5『ビースティー・ボーイズ、カニエ・ウエスト、リアーナらも所属するアメリカの名門ヒップホップレーベル「デフ・ジャム・レコーディングス」と(2016 年)4
月に契約した、2014 年にはプロ野球選手の登場曲最多使用アーティストにもなっ／ている、ニューヨークと名古屋を拠点に活動する日本人ラッパーは 誰？
ＡＫ-６９(シックスティーナイン)

※歌手名は「カラシ・ニコフ」

た け し ひ ろ き

※本名：武士尋己

6『2015 年から 20 を超える種類のテレビＣＭがガシガシ放送されている、巨大な鍵が刺さった魔界を舞台に、少女化する力を持つ魔剣と魔剣使いの物語を描い
た、グリモアが配信するスマホ用「鍵を開ける勇気を手にいれるＲＰＧ(←公式ジャンル)」は 何？／
「ブレイブソード×ブレイズソウル／ＢｒａｖｅＳｗｏｒｄ Ｘ ＢｌａｚｅＳｏｕｌ」
7『今年(2016 年)、1 月の全豪オープンを制して四大大会初優勝、9 月の全米オープンでも優勝し、3 年半ランク 1 位に君臨していたセリーナ・ウィリアムズを
抜いて世界ランキング 1 位にもなった、ドイツの女子テニス選手は 誰？／
アンゲリック・ケルバー／Ａｎｇｅｌｉｑｕｅ Ｋｅｒｂｅｒ
8『(2016 年)9 月、腸炎ビブリオによる宿泊客の食中毒事件を起こしている、
「プロが選ぶ日本のホテル・旅館 100 選」
（旅行新聞新社主催）において 36 年連続
1 位となっている、石川県七尾市の和倉温泉にある有名旅館は どこ？／
加賀屋
9『大阪の大阪狭山市出身で、慶應大学環境情報学部に在籍し(休学中)、今季(2016 年)から奨励会三段リーグに参戦している、里見香奈に次ぐ 2 人目の女性奨励
会三段棋士は 誰？／
西山朋佳
10『正式名を「伝染性単核球症」という、唾液に（最も）含まれるヘルペスウイルスの仲間、エプスタイン・バー／（ＥＢ）ウイルスにより感染する急性感染症
を、青年期以降はほとんどフレンチ的な、ディープ的な、舌ねぶりに伴い感染することから付けられた俗称で 何病という？
キス病

※ヨーロッパでは 19 世紀に発見したドイツ人医師の名でファイファー病とも

11『大阪・通天閣の 4 階展望台にはこれの像が置かれている、富の神、商業の神として商人から人気の、太鼓腹をしたゾウ顔のヒンドゥー／教の神は 何？
ガネーシャ／Ｇａｎｅｓａ(ガナパティ)

※ビリケン像は 5 階展望台

12『桜川、小野川、恋瀬川などが流入し、南東端の北利根川により利根川へと排水する、東方にある北浦に対して西浦とも称される、水郷筑波国定公園の中心を
成す茨城県にある海跡湖は 何？／
霞ヶ浦
13『(2016 年)11 月公開の片渕須直監督のアニメ映画「この世界の片隅に」がこの名／前で出演する最初の作品となった、お騒がせ女優の能年玲奈が 7 月に改名
した自称「間抜けな名前」とは 何？
のん

→２人目勝ち抜け！

14 『現在、本広克行総監督による続編が 2017 年末米国での放送を目指して制作中の、(2016 年)11 月には全 6 話と特典を収録した廉価版ブルーレイＢＯＸも
発売された、2000 年から 2001 年にかけて（全 6 巻が）リリースされた、貞本義行・キャラクターデザイン、鶴巻和哉・監督、ガイナックス・制作によるサブ
カル臭濃いＯＶＡ作品は 何？／
「フリクリ／ＦＬＣＬ」
15『清原和博の逮捕に関連して急にスポットライトが当たった元投手・野村貴仁が経営？する、少年野球の会社がプロに送り出した第 1 号選手であった、2012
年に巨人にドラフト 1 位指名された投手で、2015／年、野球賭博に関与したとして失格選手となったのは 誰？
りゅうや

松本竜也

→３人目勝ち抜け！

16『晩年はパーキンソン病を患い、長く闘病生活を送っていたが（2016 年）8 月、86 歳で亡くなった、1962 年に身体にフィットする大胆なデザインの女性向
けニットを／発表し、60 年代の女性解放運動の象徴にもなった、
「ニットの女王」と称されたフランスの女性ファッションデザイナーは 誰？
ソニア・リキエル／ＳＯＮＩＡ ＲＹＫＩＥＬ

17『英語では「ｌｏａｄｅｒ」と呼ばれる、アメリカ軍ではｃｏｍｍａｎｄｅｒ/車長になるにはこれの経験が必須とされ、第二次大戦時にドイツ軍が導入した
のが最初とされる、他の乗員にアクシデントがあった場合のスーパーサブとしての役割も担う、戦車／のクルーを日本語で 何という？
装填手
18『猫の中でも希少な、左右で瞳の色が違う「虹彩異色症」をオッドアイといいますが、ひとつの眼球にふたつの色がはっきり混在している、さらに希少な「中
心型（扇型）虹彩異色症」の瞳の猫／を 何という？
ダイクロイック・アイ／Ｄｉｃｈｒｏｉｃ ｅｙｅ
19『ポール・ヴェルレーヌとの放浪と破局後、18 歳の時に自費／出版するが、代金未払いのため大半は作者の死後、印刷所の倉庫にて発見されることになる、
フランスの早熟の詩人アルチュール・ランボーの代表作である、9 章から成る散文詩集は 何？（1873）
「地獄の季節／Ｕｎｅ Ｓａｉｓｏｎ ｅｎ ｅｎｆｅｒ」

→４人目勝ち抜け！

20『1994 年に初めて、国連のＬＤＣ・後発開発途上国の指定を解除された、安定した政局と経済成長で「アフリカの優等生」と評される、アフリカ南部に位置
し、周囲を南アフリカ、ジンバブエ、ナミビア、ザンビアに囲まれた内陸国は どこ？／
ボツワナ共和国／Republic of Botswana
21『(2016 年)9 月、（テレビ番組の企画で）アイドルグループ・仮面女子の研究生ユニット・スライムガールズに 43 歳にして加入したことが話題になった、現
在は料理研究家の肩書きでタレント活動も行っている、1994 年に解散したアイドルグループ・ＣｏＣｏの元メンバー／は 誰？
宮前真樹

→５人目勝ち抜け！

22『(2016 年)10 月からはフジテレビで朝 8 時 30 分、
「デュエルマスターズ」と「プリキュア」の裏という爆死枠でアニメ「ＲＩＤＥ ＯＮ」も放送されている、
同時期に３ＤＳで発売された、カプコンのアクションゲーム「モンスターハンター」シリーズ初のＲＰＧのタイトルは 何？／
「モンスターハンターストーリーズ」
23『2014 年、留学先の千葉国際高校から鹿島アントラーズに加入し 8 得点、その年のＪリーグアウォーズでベストヤングプレーヤー賞を外国人として初めて受
賞した、2016 年、ＵＡＥのアル・アインＦＣに引き抜かれたブラジル人選／手は 誰？
カイオ／Ｃａｉｏ Ｌｕｃａｓ Ｆｅｒｎａｎｄｅｓ

→６人目勝ち抜け！

24『襟巻を表現したという 10 個の小さな輪がつながったリング状をした、チョイ辛チリ味で「トリコになるウマサ」を謳う、（2016 年）10 月に暴君ハバネロ
の「ライバル商品」として発売された、東ハトのウマ辛ポテトスナックの「魅惑のクイーン」は 何？／
女王ウマミロ
25『バブル時代の 1990 年に、世界初のオールアルミニウムボディーを採用した革新的なスーパーカーとして登場、生産終了／までの 15 年間モデルチェンジを
しなかったことでも知られる、今年(2016 年)、10 年ぶりの復活となる 2 代目の受注が開始され、既に納車まで数年待ちという、ホンダのフラッグシップ・スポ
ーツカーは 何？
ホンダＮＳＸ

※ＮｅｗＳｐｏｒｔｓＣａｒ・Ｘの略

26『18 世紀にブラジルのジャングルで発見したフランス人探検家にその名前を由来する、南米原産の熱帯性低木で、和名を「ココノエカズラ」や「イカダカズ
ラ」などといい、
「魂の花」の俗称を持つ、たまのヒット曲「さよなら人類」の歌詞にも歌われているオシロイバナ科の花は 何？／
ブーゲンビリア／Ｂｏｕｇａｉｎｖｉｌｌｅａ
27『用語解説の信頼性を重要視し、朝日新聞社、朝日新聞出版、講談社、小学館などが中心となって 2009 年／に立ち上げられた、登録不要、閲覧無料のオンラ
イン・インターネット百科事典は 何？
コトバンク／ｋｏｔｏｂａｎｋ

→７人目勝ち抜け！

28『1979 年にパーレビ国王（皇帝パフラビー2 世）を国外に追放し、イラン革命を成／功させた、シーア派・十二イマーム派の精神的指導者であり、イラン・イ
スラム共和国の初代元首（最高指導者）となった人物は 誰？
アヤトラ・ホメイニ師（アーヤトッラー・ルーホッラー・ホメイニ）
ゆ な が や

29『ブルーリボン賞・作品賞(2014)、日本アカデミー賞・最優秀脚本賞を受賞し、2016 年には続編（「～リターンズ」）も公開された、陸奥国・湯長谷藩の藩主／
一行が、幕府からの無理難題に奮闘する、佐々木蔵之介主演のコメディー時代劇映画は 何？
「超高速！参勤交代」

→８人目勝ち抜け！

30『防衛軍側のコードネームは「タワー」で、敵軍の研究施設であるエネルギータワーという設定がある、決められた特定の位置に地上弾を撃ち込むと出現、お
よび破壊でそれぞれ 2000 点加点される、ナムコ／のシューティングゲーム「ゼビウス」に登場する隠しキャラクターは 何？
ソル

→９人目勝ち抜け！
の ぞ み

31『リオデジャネイロ五輪(2016)で 佐藤希望（旧姓：中野）が日本勢として男女通じ初めて、8 位入賞した、攻撃権がなく(唯一)、全身が有効面となる、フェンシ
ング／の一種目は 何？
エペ(個人)／éｐéｅ

→10 人目勝ち抜け！

32『イタリアから輸入したブラッドオレンジのストレート果汁に水が含まれている可能性が高いと、(2016 年)9 月に発売を予定していた「ハロウィンオレンジ」
の発売が中止された、ウォッカをベースとする、2001 年発売のキリンの／缶チューハイブランドは 何？
氷結

※発売当初は「氷結果汁」

→12 人目勝ち抜け！

33『2016 年 4 月の熊本地震の損害で、現在も（※）肥後大津駅と阿蘇駅の間が不通となっている、「阿蘇高原線」の愛称で呼ばれる、大分駅と熊本駅を結ぶＪ
Ｒ九州の鉄道路線は 何？／
ＪＲ豊肥本線
34『宇宙線を計測するガイガーカウンターを搭載し、ヴァン・アレン帯発見の端緒となった、1958 年にジュノーⅠロケットによりケープカナベラル基地から打
ち上げられた、アメリカ合衆国初(成功)の人工衛星／は 何？
エクスプローラー1 号／Ｅｘｐｌｏｒｅｒ １
35『海上自衛隊のなだしお事件をテーマに描いた小説「約束の海」が未完の絶筆となった、2013 年に 89 歳で亡くなった、本名を杉本という、「二つの祖国」
、
「不毛地帯」
、／「白い巨塔」など多くの作品が映像化されてヒットした女性小説家は 誰？
山崎豊子
36『日本を代表する洪積台地として茶やジャガイモの栽培が盛んな、1573 年に起こった武田信玄軍と徳川家康（・織田連合）軍の合戦の舞台にもなった、静岡
県／浜松市にある土地は どこ？
三方ヶ原／三方原
37『スティーブン・フォスターの楽曲「おおスザンナ」の歌詞で、
「俺」はアラバマからこれを膝にやって来たと歌っている、カントリーやブルーグラス、デキ
シーランドジャズなどで演奏され／る、アフリカの民族楽器に起源をもつアメリカ生まれの弦楽器は 何？
バンジョー／Ｂａｎｊｏ

→13 人目勝ち抜け！

38『漫画「島耕作」シリーズの舞台となる初芝電器のモデルとなっている、作者・弘兼憲史が大学（早稲田）卒業後に入社し、4 年ほど勤務した大手電機メーカ
ーは どこ？／
松下電器（パナソニック）
39 『今年（2016 年）9 月に新規開幕したＢリーグではリンク栃木ブレックスに所属する、「レジェンド」と称される日本人初のＮＢＡプレーヤーであるバスケ
ットボール選手／は 誰？
田臥勇太

→14 人目勝ち抜け！

40『発祥地であるアメリカ・テキサス州では州の料理に制定もされており、アメリカ庶民の国民食のひとつとなっている、トウガラシ（チリパウダー）と肉を煮込
み、インゲンマメなどの煮豆を添えた、代表的テクス・メクス料理は 何？／
チリコンカーン／ｃｈｉｌｉ ｃｏｎ ｃａｒｎｅ（チリ・ビーンズ）
41『インドにおいて大統領や首相以外で国葬が営まれたのは、マザー・テレサと彼だけであるという、本名をサティヤ・ナーラーヤン・ラージュという、14 歳
の時（1940 年）に自らを実在した聖人（1918 年没）の生まれ変わりであるとし、聖灰（ビブーティー）や／指輪などを現出させる奇跡を起こし、普遍の神として
信仰の対象となった、インドのスピリチュアルリーダーは 誰？
サティヤ・サーイー・バーバー／Ｓａｔｈｙａ Ｓａｉ Ｂａｂａ
42『日本に野生生息している唯一のジャコウネコ科の獣である、雑食性でお肉は美味しいらしい、灰褐色の体をし、おでこから鼻にかけて白い線があることか／
らその名前が付けられた哺乳類は 何？
ハクビシン／白鼻芯

→15 人目勝ち抜け！

