
番号 対象年齢A／B 形式 ジャンル タイトル 問題文 正解選択肢 解説

1 B）小学校高学年 ○× その他 世界初
お店で見かけるレジ。世界初のレジは日本のスーパーの店長が考案した。
○？×？

×
世界初のレジはジェームズ・リティという人物が、船に乗っている時、速度などを計る機械を見て思い付い
たそうです。

2 B）小学校高学年 ○× その他 世界初 世界で初めて女性としてエベレストに登頂したのは、日本人である。○？×？ ○ 田部井淳子(たべい・じゅんこ)さんという登山家が、1975年(昭和50年)に登頂に成功しています。

3 B）小学校高学年 ○× その他 世界初 世界初のドーム球場は、日本にある東京ドームである。○？×？ ×
1965年にできた、アメリカの「アストロドーム」が最初です。できた当時は、とてもめずらしいので「世界8番
目のふしぎ」とよばれました。

4 B）小学校高学年 ○× その他 世界初 世界で初めての海上空港(海の上にある空港)は、日本にできた。○？×？ ○
1975年(昭和50年)、長崎にある｢簑島(みのしま)｣という島をうめ立てて作られた、世界初の海上空港で
す。

5 B）小学校高学年 ○× その他 世界初 世界で初めてテレビの画面に表示された文字はカタカナである。○？×？ ○
電子式テレビの表示に世界で初めて成功したのは日本人です。最初に現れたのは「イロハ」の「イ」の文
字でした。

6 B）小学校高学年 ○× その他 世界初 世界で初めて缶入りコーヒーを開発したのは、日本の会社である。○？×？ ×
考案者が駅のホームでビン入りのコーヒー牛乳を飲んでいました。発車ベルが鳴り始め、飲み終わってい
ないビンを売店に戻し、缶にすれば車内に持ち込めるからと考えて、製品化したということです。

7 B）小学校高学年 ○× その他 世界初 世界で初の乾電池を生み出したのは、日本人である。○？×？ ○
屋井先蔵(やい・さきぞう)という人物が生み出しました。しかし、資金が無かったため、特許の出願をするこ
とができず、世界初の乾電池の発明者という名誉を逃しました。

8 B）小学校高学年 ○× その他 世界初 世界で初めて全身麻酔による手術をしたのは日本人である。○？×？ ○
江戸時代に華岡青洲（はなおか・せいしゅう）という人が世界で初めて全身麻酔の手術を、奥さんを相手
に成功させました。

9 B）小学校高学年 ○× その他 世界初 世界初のテレビゲームを作ったのは日本人である。○？×？ ×
アメリカのマグナボックスという会社が作った「オデッセイ」というゲーム機が世界で初めて商品化された
ゲーム機とされています。ちなみに、日本初のテレビゲーム機はエポック社の作った「テレビテニス」です。

10 B）小学校高学年 ○× その他 世界初 世界で初めてレトルトカレーを売り出したのは、日本の会社である。○？×？ ○
アメリカで研究・開発が進められていましたが、市販されたのは日本の「ボンカレー」が世界初でした。
1969（昭和44）年のことです。



番号 対象年齢A／B 形式 ジャンル タイトル 問題文 正解選択肢 解説

1 B）小学校高学年 ○× その他 世界初 世界で初めて月に降り立ったのはアメリカ人である。○？×？ ○ アメリカのニール・アームストロングという宇宙飛行士が世界で初めて月に降り立ちました。

2 B）小学校高学年 ○× その他 世界初 世界で初めて「世界一周」に成功したのは、コロンブスである。○？×？ ×
中世のポルトガル航海士マゼラン一行とされます。しかしマゼランは航海の途中で亡くなったため、実際
には彼の部下が初めてといえます。

3 B）小学校高学年 ○× その他 世界初 世界で初めて人工衛星を打ち上げた国はアメリカである。○？×？ ×
1957年、今のロシアが昔、ソ連という名前だった時に世界初の人工衛星である「スプートニク1号」を打ち
上げました。

4 B）小学校高学年 ○× その他 世界初
電話を発明し、助手のワトソンと世界で初めて電話で会話したのは発明王のエ
ジソンである。○？×？

×
アメリカのグラハム・ベルという人物です。ベルが電話の特許を出した2時間後に、グレイという人物が電
話の特許を出すという惜しい事件がありました。ちなみに、ベルはグレイの実験をヒントに電話を完成させ
ています。

5 B）小学校高学年 ○× その他 世界初 世界で初めて発売された切手は人が描かれていた。○？×？ ○
1840年にイギリスで発売されたのが世界初の切手です。描かれていたのは当時のイギリスの女王であっ
たビクトリア女王でした。

6 B）小学校高学年 ○× その他 世界初
世界で初めて地下鉄が開通したのは、工業の発展したイギリスである。○？
×？

○ 1863年に、メトロポリタン鉄道・パディントン駅～ファーリンドン駅間の地下鉄が開通しました。

7 B）小学校高学年 ○× その他 世界初 世界で初めて人を乗せて空を飛んだ乗り物は「熱気球」である。○？×？ ○ 1783年にフランスのモンゴルフィエ兄弟が作った熱気球が、人を乗せて初めて空を飛びました。

8 B）小学校高学年 ○× その他 世界初 世界で初めて宇宙に行った動物は猿である。○？×？ ×
地球の軌道を周回したという意味では犬が最初です。それ以前にもハエやハツカネズミも宇宙に行ってい
ます。

9 B）小学校高学年 ○× その他 世界初 世界で初めて作られた自動車はぜんまいで動いた。○？×？ × 1769年にフランスで作られた世界初の自動車は蒸気の力を使って動いていました。

10 B）小学校高学年 ○× その他 世界初
世界で初めて自動販売機が作られたのは、今から2000年以上も前のことであ
る。○？×？

○
紀元前215年ごろ・今からおよそ2200年前に、エジプトのお寺にあった水の自動販売機が世界で最初とさ
れています。これは入れられたお金の重さで、てこが動いて、水が出るという仕組みだったそうです。



番号 対象年齢A／B 形式 ジャンル タイトル 問題文 選択肢1 選択肢2 選択肢3 選択肢4 正解選択肢番号 正解選択肢 解説

1 B）小学校高学年 4択 算数 算数
ある数を100で割ったとき、小数点の場
所はどうなるでしょう？

左に2つずれる 左に1つずれる 右に1つずれる 右に2つずれる 1 左に2つずれる
ある数を10倍すると小数点は右に1つずれ、ある数
を10で割ると小数点は左に1つずれます。

2 B）小学校高学年 4択 算数 算数
さいころの目の数をすべて足すといくつ
になるでしょう？

10 15 21 28 3 21
さいころには1から6までの目が1つずつかいてある
ので、合計は21です。ちなみに向かい合った数は足
すとどこも7になります。

3 B）小学校高学年 4択 算数 算数

ある点を中心に180°回転させた時、
元の図形と一致するような図形を「点
対称な図形」といいます。次のうち、点
対称な図形であるものはどれでしょ
う？

正三角形 ひし形 正五角形 半円 2 ひし形
ひし形のみ、点対称な図形です。対角線の交点を中
心に180度回転させると、元の形とぴったり同じにな
りますよ。

4 B）小学校高学年 4択 算数 算数
10人座れるベンチに75人が座るには、
ベンチは少なくともいくつ必要でしょう？

6つ 7つ 8つ 9つ 3 8つ
7つのベンチに10人ずつすわり、8つ目のベンチに残
りの5人がすわることになります。

5 B）小学校高学年 4択 算数 算数
ツルとカメの頭があわせて10個、足が
あわせて28本あるとき、ツルは何羽い
るでしょう？

4羽 5羽 6羽 7羽 3 6羽

ツルが10羽いるとすると足は20本です。これだと8本
足りません。そこでツルとカメを入れ替えていきま
す。1匹入れ替えるごとに足は4引く2で2本増えるの
で4匹入れ替えればよく、よってつるは6羽になりま
す。

6 B）小学校高学年 4択 算数 算数

算数のテストが3回ありました。1回目は
60点、2回目は100点でしたが、3回目
の点数を忘れてしまいました。でも、こ
れまでの平均点数が70点と出ていま
す。さて、3回目の点数は何点だったで
しょう？

20点 30点 40点 50点 4 50点

解き方は、1回目が60点、2回目が100点、3回目は
分からないので「？」とします。でも、3回分の平均点
数が70点と出ているので、これを式に使います。式
に直すと、（60＋100＋？）÷3＝70。
2回目までの合計は160点。
3回目の合計は70点×3回で210点。
つまり、210点から160点を引けば、3回目は50点だっ
たとわかります。

7 B）小学校高学年 4択 算数 算数

学校の校庭に木を植えるとします。は
しっこから、はしっこまでの長さは50
メートルあり、10メートル間かくで木を植
えていくと、木は全部で何本いるでしょ
う？

5本 6本 10本 15本 2 6本

ここでのポイントは「はしっこからはしっこまで」。両方
植えるということは、木がもう一本必要になります。
よって、間にも木を植えないといけないから、（50メー
トル÷10メートル）＋1本になります。

8 B）小学校高学年 4択 算数 算数
とうふを全部で27個に切り分けようと思
います。このとき、最低何回包丁を入れ
れば良いでしょう？

6回 8回 9回 12回 1 6回
上面を「井」のように、そしてまな板と水平に2回包丁
を入れると27個に分けられます。

9 B）小学校高学年 4択 算数 算数

50チームが、トーナメント戦（1対1の対
戦で負けたら終わり）を戦いました。引
き分けはなかったとすると、優勝チーム
が決まるまで全部で何試合あったで
しょう？

48試合 49試合 50試合 51試合 2 49試合
1回試合をすれば必ず負けチームが1つ決まるので、
1つの優勝チームを決めるには50－1＝49試合する
必要があります。

10 B）小学校高学年 4択 算数 算数

かたつむりが高さ15メートルの穴の底
にいます。日中に5メートル登ります
が、夜中に3メートルずりおちます。この
かたつむりは何日目に外に出られるで
しょうか？

5日目 6日目 7日目 8日目 2 6日目

4日目の夜までは1日当たり2メートル進んでいると考
えて、8メートル地点まで来ており、5日目の日中に13
メートル、夜に10メートルのところにつきます。そしえ
6日目の日中に5メートル登ればゴールです。2×8＝
16と考えると間違えてしまいます。



番号 対象年齢A／B 形式 ジャンル タイトル 問題文 選択肢1 選択肢2 選択肢3 選択肢4 正解選択肢番号 正解選択肢 解説

1 B）小学校高学年 4択 音楽 音楽

「かえるの合唱」や「静か湖畔」を歌うと
きのように、同じメロディを少し間隔をあ
けて追いかけるように歌うことを何とい
うでしょう？

独唱（どくしょう） 斉唱（せいしょう） 合唱（がっしょう） 輪唱（りんしょう） 4 輪唱（りんしょう）
輪唱といいます。つられないように歌うのがなかなか
難しい歌い方です。

2 B）小学校高学年 4択 音楽 音楽
音楽の授業で使う、ふり子式の「メトロ
ノーム」。さて、テンポを変えるための方
法は次のどれでしょう？

いったん、逆さまに
する

振り子を右にひっ
ぱって放す

底についてる目もり
を動かす

おもりを上下に移
動させる

4
おもりを上下に移
動させる

おもりを下にするとテンポが速く、上にすると遅くなり
ます。

3 B）小学校高学年 4択 音楽 音楽
4分音符の2倍の長さの音符は2分音符
ですが、2分音符の2倍の長さの音符は
何でしょう？

8分音符 1分音符 全音符 完全音符 3 全音符
4分音符の4倍の長さにあたる音符を「全音符」とい
い、4拍分に相当します。

4 B）小学校高学年 4択 音楽 音楽
リコーダーを吹くときに、裏にある穴を
少しだけすきまができるようにおさえて
吹くとどうなるでしょう？

音が低くなる 音が高くなる 音が出なくなる
リコーダーがこわれ
る

2 音が高くなる
普通の「ファ」の音が出るように穴をふさいで、裏の
穴だけ少しすきまをあけてふさぐと高いファの音がで
ます。

5 B）小学校高学年 4択 音楽 音楽
音楽で使われる記号で、ある音を半音
あげるために使われるのは何でしょ
う？

スタッカート シャープ フラット ナチュラル 2 シャープ

シャープは音を半音あげるための記号です。逆に半
音下げるための記号がフラットで、シャープやフラット
で変えた音を元に戻す記号がナチュラルです。ス
タッカートはその音を短く切って演奏することをあら
わす記号です。

6 B）小学校高学年 4択 音楽 音楽
楽譜で、音符の横に黒い丸が1つ付い
ていたときは、どうすれば良いでしょ
う？

音を大きくする 音を小さくする 音を長くする 音を短くする 1 音を長くする
音符の横に黒い丸が1つついていた場合、音の長さ
を1.5倍にする、という決まりごとがあります。

7 B）小学校高学年 4択 音楽 音楽
音楽で使われる音階「ドレミファソラシ
ド」は何語でしょう？

イタリア語 日本語 英語 フランス語 1 イタリア語
日本語では「ハニホヘトイロハ」、英語では
「CDEFGABC」で表されます。

8 B）小学校高学年 4択 音楽 音楽

楽譜の最初に描かれている「ト音記号」
は、もともとアルファベット一文字を変
形させてできたものですが、それは次
のうちどれでしょう？

Ａ Ｇ Ｊ Ｍ 2 Ｇ
ト音記号はアルファベットの「Ｇ」を図案化したもので
す。ちなみに、ト音記号の他に「ヘ音記号」や「ハ音
記号」などもあります。

9 B）小学校高学年 4択 音楽 音楽
ソプラノリコーダーの穴を全部ふさいで
出る音はどれでしょう？

ド レ ミ ファ 1 ド
ソプラノリコーダーで出せる1番低い音でもあります。
アルトリコーダーの穴を全部ふさいで出る音は「ファ」
です。

10 B）小学校高学年 4択 音楽 音楽

オーケストラの演奏をする前に楽器の
音が同じ高さになるよう音合わせをして
います。どの音で合わせているでしょう
か？

ミ ファ ソ ラ 4 ラ

オーケストラの中のオーボエという楽器が出すラの
音から音合わせ(チューニング)がはじまります。なぜ
オーボエの音に合わせるかというと、オーケストラ楽
器の中でオーボエは音を調節して変えることができ
ない楽器だからだそうです。



番号 対象年齢A／B 形式 ジャンル タイトル 問題文 正解選択肢 解説

1 B）小学校高学年 ○× 理科 発明・発見
X線を使って骨の様子などをみる「レントゲン写真」。レントゲンとは、X線を発見
した科学者の名前である。○？×？

○ ドイツの化学者レントゲンは、X線を発見して第1回ノーベル物理学賞をもらいました。

2 B）小学校高学年 ○× 理科 発明・発見
日本人が発明したカラオケ。この「オケ」とは、オーケストラのことである。○？
×？

○
井上大佑という人が発明した「エイトジューク」という機械が世界で最初のカラオケです。カラオケのこと
は、英語でも「karaoke」と言います。

3 B）小学校高学年 ○× 理科 発明・発見
ダイナマイトを発明したのは、ノーベル賞に名を残すアルフレッド・ノーベルであ
る。○？×？

○ 彼の築いた莫大な財産によって、ノーベル賞が設立されました。

4 B）小学校高学年 ○× 理科 発明発見 日本でマンモスの化石が発見されたことはない。○？×？ × 北海道の何カ所かで発見されています。

5 B）小学校高学年 ○× 理科 発明・発見
新しいものを発明すると特許をとることができますが、この時、東京特許許可局
に書類を出すことになっている。○？×？

× 「東京特許許可局」という役所はありません。特許をあつかうのは特許庁です。

6 B）小学校高学年 ○× 理科 発明・発見 発明家・エジソンは、実は小学校を卒業していない。○？×？ ○ 8歳のときに、わずか半年で中退しています。その後はお母さんに勉強を教わりました。

7 B）小学校高学年 ○× 理科 発明発見 ハレー彗星を発見したのはハレーさんである。○？×？ × ハレーが76年に一度地球に接近する事を発見しました。

8 B）小学校高学年 ○× 理科 発明・発見 「カップラーメン」は、日本人が発明した。○？×？ ○
安藤百福（ももふく）という人が発明し、1971年に発売されました。ちなみに、この人はチキンラーメンの発
明者でもあります。

9 B）小学校高学年 ○× 理科 発明・発見
デンマークの島・グリーンランドは、発見されたときに草木がたくさん生えていた
ことから「緑の島」という名前がつけられた。○？×？

×
グリーンランドは北極に近く、氷や雪に覆われています。しかし、グリーンランドにたくさん人が来てほしい
と考えた発見者が、わざと「グリーンランド」という魅力的な名前をつけたと言われています。

10 B）小学校高学年 ○× 理科 発明・発見
ライト兄弟が行った世界初の動力飛行。その時には、10秒も空を飛ぶことが出
来なかった。○？×？

× 最初の飛行では12秒、そして4度目の飛行ではなんと59秒もの間空を飛んでいました。
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1 B）小学校高学年 4択 理科 実験
次のうち、磁石にくっつくものはどれで
しょう？

アルミホイル スチール缶 10円玉 フォーク 2 スチール缶
スチール缶は鉄でできているので磁石にくっつきま
す。リサイクルするときには磁石につくという性質を
利用しえアルミ缶などと分けられます。

2 B）小学校高学年 4択 理科 実験
次のうち、電気を通さないものはどれで
しょう？

100円玉 鉛筆の芯 窓ガラス アルミホイル 3 窓ガラス
ガラスやプラスチックでできているものは、電気を通
すことができません。鉛筆の芯は、黒鉛という炭素の
かたまりでできていて、よく電気を通します。

3 B）小学校高学年 4択 理科 実験
水にとけた食塩を取り出すには、次の
うちどのようにするのが最も良いでしょ
う？

冷やす 強く振る かきまぜる 水を蒸発させる 4 水を蒸発させる
食塩は温度によってあまりとけやすさが変わらない
ので、取り出すには水を蒸発させるのがよいです。

4 B）小学校高学年 4択 理科 実験
気温や湿度を計るために学校には百
葉箱がありますが、この百葉箱はどこ
に置かれているでしょう？

学校の屋上 木のいたの上 コンクリートの上 芝生の上 4 芝生の上

地面から熱や光がてり返して、温度計の値が大きく
ならないように、芝生や土の上に置かれます。他に
も、直射日光が当たらないように扉は北向きになっ
ていたり、光を吸収しないように白く塗られているな
どの工夫がされています。

5 B）小学校高学年 4択 理科 実験

望遠鏡を使って植物を観察しました。
対物レンズを通して見た花の像は、あ
るところで、逆さまになるのですが、そ
れは次のどれでしょう？

焦点 屈折点 満点 盲点 1 焦点
光りが集中する部分です。この光を、黒い紙にずっと
当てていると焦げて燃えるかもしれないので注意が
必要です。

6 B）小学校高学年 4択 理科 実験
ガスバーナーの炎がオレンジ色をして
いる場合、どうすればよいでしょう？

ガス調節ねじを開け
ガス調節ねじを閉
じる

空気調節ねじを開
ける

空気調節ねじを閉
じる

3
空気調節ねじを開
ける

炎がオレンジ色というのは、空気が足りていない証
拠です。このままだと危険なので、空気調節ねじを
ゆっくりと開けて、炎がうすい青色になるようにしま
しょう。

7 B）小学校高学年 4択 理科 実験
理科の授業で使う「アルコールラン
プ」。次のうち、正しい火の消し方はど
れでしょう？

息をふいて火を消す水をかける
炎の斜め上からフ
タをかぶせる

アルコールを抜く 3
炎の斜め上からフ
タをかぶせる

間違った方法では、火が消えないことがあるかもし
れません。正しい消し方をしてください。

8 B）小学校高学年 4択 理科 実験
塩酸と水酸化ナトリウムを混ぜて中和
した時、できた水溶液は何の水溶液で
しょう？

砂糖水 食塩水 石灰水 真水 2 食塩水
塩酸の中にある塩素と水酸化ナトリウムの中にある
ナトリウムが反応して、塩化ナトリウム(食塩)になり
ます。

9 B）小学校高学年 4択 理科 実験
理科の実験で使う「沸騰石」がないとき
に、その代わりとして使うことが出来る
のは、次のどれでしょう？

植木ばちのかけら パンくず ペットボトルのふた
丸めたアルミホイ
ル

1 植木ばちのかけら
「沸騰石」とは、液体をおだやかにふっとうさせるた
めに試験管の中に入れる石のことです。植木ばちの
かけらを使う時は、よく洗ってから入れましょう。

10 B）小学校高学年 4択 理科 実験
石灰水に息を吹き込むと白くにごります
が、そのまま吹き込み続けると石灰水
はどうなるでしょう？

黄色く変色する 黒く変色する 透明に戻る 変化しない 3 透明に戻る

石灰水に息を吹き込むと、石灰水中の水酸化カルシ
ウムと息の中の二酸化炭素が反応して、水にとけな
い炭酸カルシウムができるためです。そこで、さらに
息を吹き込み続けると、できた炭酸カルシウムと二
酸化炭素、水が反応して炭酸水素カルシウムができ
ます。これは水に溶けるため、白い濁りは消えていく
のです



番号 対象年齢A／B 形式 ジャンル タイトル 問題文 選択肢1 選択肢2 選択肢3 選択肢4 正解選択肢番号 正解選択肢 解説

1 B）小学校高学年 4択 その他 なぞなぞ
いつも転んでばかりいる虫は何でしょ
う？

だんご虫 てんとう虫 かめ虫 でんでん虫 2 てんとう虫
転ぶことを「転倒」といいます。だから、「てんとう
虫」。

2 B）小学校高学年 4択 その他 なぞなぞ 「たちつみと」。これは何でしょう？ 手紙 爪 みかん 作業 1 手紙
「たちつ“て”と」が「たちつ“み”と」になっています。
「て」が「み」、つまり「手紙」です。

3 B）小学校高学年 4択 その他 なぞなぞ
聞くと気持ちが落ち着かなくなる音楽は
何でしょう？

民謡 童謡 演歌 ロック 2 童謡
気持ちが落ち着かなくなることを「動揺する」といいま
す。だから「童謡」が正解です。

4 B）小学校高学年 4択 その他 なぞなぞ
かつ丼や天丼などを入れる器の下に
は、いつもある魚がいます。どんな魚で
しょう？

マグロ サケ カツオ ブリ 4 ブリ
丼の下にいる魚はブリです。｢どん｣＋｢ぶり｣＝｢どん
ぶり｣です。

5 B）小学校高学年 4択 その他 なぞなぞ いつも走っている花は何でしょう？ バラ ラン カトレア スイートピー 2 ラン いつも走って（＝ランして）います。

6 B）小学校高学年 4択 その他 なぞなぞ 積もると山になる国はどこでしょう？ インド ドイツ チリ ニュージーランド 3 チリ 塵（チリ）もつもれば山になります。

7 B）小学校高学年 4択 その他 なぞなぞ
山田太郎君はある県に行くと太郎山田
君と呼ばれるようになります。さて、そ
の県とは何県でしょう？

福岡県 大分県 長崎県 鹿児島県 3 長崎県
名前が先に来る、すなわち「名が先」、ということで長
崎県です。

8 B）小学校高学年 4択 その他 なぞなぞ
手である物を拾いましたが、交番に届
けなくてもいい物でした。それは一体何
でしょう？

タクシー お菓子 自転車 お金 1 タクシー タクシーは手を上げて｢拾い｣ます。

9 B）小学校高学年 4択 その他 なぞなぞ
お日さまとお月さま。いっしょに出るとど
うなるでしょう？

明るくなる うるさくなる 平和になる 楽しくなる 1 あかるくなる
お日さまの日、お月さまの月を漢字にすると「明」。と
いうことで明るくなります。

10 B）小学校高学年 4択 その他 なぞなぞ
新聞や雑誌にいつものっている鳥は何
でしょう？

スズメ ツル キジ カラス 3 キジ キジ＝記事とかけています。



番号 対象年齢A／B 形式 ジャンル タイトル 問題文 選択肢1 選択肢2 選択肢3 選択肢4 正解選択肢番号 正解選択肢 解説

1 B）小学校高学年 4択 社会 国旗
一般に「星条旗」と呼ばれるのは、どこ
の国の国旗でしょう？

イギリス アメリカ フランス ドイツ 2 アメリカ

「星条旗」はアメリカの国旗です。左上の青地の長方
形の部分に現在の州の数と同じ50の星が描かれて
います。13本の赤と白のしま模様は、独立したときの
州の数を表しています。

2 B）小学校高学年 4択 社会 国旗
次のうち、フランスの国旗に使われてい
ない色はどれでしょう？

赤 白 緑 青 3 緑
フランスの国旗に使われる色は青、白、赤の三色で
す。この三色は「自由、平等、博愛」を意味していると
いわれています。

3 B）小学校高学年 4択 社会 国旗
次のうち、植物の葉が描かれているの
はどこの国の国旗でしょう？

イギリス オランダ カナダ ドイツ 3 カナダ

カナダの国旗は中央に「サトウカエデ」と呼ばれる植
物の葉が赤い色で描かれています。葉のとがった部
分と枝を合わせた12の数は、カナダの10州と2つの
準州を意味しています。

4 B）小学校高学年 4択 社会 国旗
世界でも珍しい、ネパールの国旗の特
徴は次のうちどれでしょう？

1色しか使われていな多くの色を使う 穴が開いている 四角形でない 4 四角形でない

ネパールの国旗は世界でもとても珍しいデザイン
で、三角形を2つ縦に重ねたような形をしています。
上の三角形には月が、下の三角形には太陽が描か
れています。

5 B）小学校高学年 4択 社会 国旗
次のうち、ノルウェーやスウェーデンな
ど北欧の5か国すべての国旗に描かれ
ているのは何でしょう？

星　 太陽 十字 剣 1 十字
キリスト教の十字架にちなんでいます。他の3か国は
フィンランド、デンマーク、アイスランドです。

6 B）小学校高学年 4択 社会 国旗
スリランカの国旗にはある動物が描か
れていますが、その動物とは何でしょ
う？

ゾウ ライオン ラクダ シマウマ 2 ライオン
スリランカに住んでいる民族はライオンの血をひいて
いるという神話があることから、国旗にライオンが描
かれています。

7 B）小学校高学年 4択 社会 国旗
次のうち、カンボジアの国旗に描かれ
ているのはどれでしょう？

お寺 顔 魚 お金 1 お寺
世界遺産で、観光名所にもなっているカンボジアの
お寺・アンコールワットがデザインされています。

8 B）小学校高学年 4択 社会 国旗
真ん中の紋章を除くと、世界で最もカラ
フルな国旗は、全部で何色でできてい
るでしょう？

4色 5色 6色 7色 3 6色
南スーダンと南アフリカの6色が最多です。紋章も考
えると、エクアドルが最多です。

9 B）小学校高学年 4択 社会 国旗
パラグアイの国旗にはある秘密があり
ます。それは何でしょう？

色は決まっていない実は正方形
同じ国旗を使って
いる国がある

裏表で絵柄が違う 4 裏表で絵柄が違う

パラグアイの国旗の中央の紋章は表と裏でちがいま
す。表はシュロとオリーブの葉が星を囲む形になっ
ていて、裏はライオンが描かれています。このような
裏表が異なるデザインは世界中でパラグアイだけの
ものです。

10 B）小学校高学年 4択 社会 国旗

インドの国旗をよく見てみると、「法輪」
と呼ばれる輪の中に24本の線がありま
す。さて、この線は何を意味しているで
しょう？

インドにある州の数 1日24時間
インドを作った24人
の英雄

インドの民族の数 2 1日24時間
インドの国旗そのものが、多くの民族、多くの宗教の
団結を表すそうです。



番号 対象年齢A／B 形式 ジャンル タイトル 問題文 選択肢1 選択肢2 選択肢3 選択肢4 正解選択肢番号 正解選択肢 解説

1 B）小学校高学年 4択 社会 国旗
日本国旗の中央に書かれているかい
丸は、何を表しているでしょう？

金星 太陽 地球 月 2 太陽
昔から稲などの作物を育ててきたわたしたちにとっ
て、太陽は作物の成長にかかせない大切なものだっ
たことから、国旗に描かれるようになりました。

2 B）小学校高学年 4択 社会 国旗
次の世界の国旗の中で、描かれている
星の数が最も多いのはどれでしょう？

アメリカ ウズベキスタン オーストラリア ブラジル 1 アメリカ
アメリカには50、ブラジルには27、ウズベキスタンに
は12、オーストラリアには6の星が国旗に描かれてい
ます。

3 B）小学校高学年 4択 社会 国旗
次の世界の国旗の中で、その形が正
方形なのはどれでしょう？

エジプト スイス ネパール メキシコ 2 スイス 赤字に白い十字が描かれています。

4 B）小学校高学年 4択 社会 国旗
世界の多くの国で採用されている「トリ
コロール」といえば、どんなデザインの
国旗のことでしょう？

星が描かれている
イギリス国旗が左
上に描かれている

3色に分割されてい
る

動物が描かれてい
る

3
3色に分割されてい
る

フランスやイタリアなどのような「三色旗」のことで
す。特にフランス国旗を指します。

5 B）小学校高学年 4択 社会 国旗
次の国旗のうち、真ん中の色が白でな
いのはどれでしょう？

フランス オランダ イタリア ロシア 4 ロシア
ロシア国旗は横しまで上から白、青、赤です。オラン
ダは同様に赤、白、青の順に並んでいます。

6 B）小学校高学年 4択 社会 国旗
中国の国旗に描かれている「星」の数
はいくつでしょう？

1つ 3つ 5つ 7つ 3 5つ
中国の国旗は赤字に1つの大きな星と、4つの小さな
星が黄色で描かれています。そのデザインから「五
星紅旗（ごせいこうき）」とも呼ばれます。

7 B）小学校高学年 4択 社会 国旗
「日の丸」が法律によって日本の国旗と
定められたのは、いつの時代のことで
しょう？

明治時代 大正時代 昭和時代 平成時代 4 平成時代

日本の国旗「日の丸」は古くから用いられていました
が、法律で定められたものではありませんでした。法
律によって正式に国旗となったのは平成11年のこと
です。

8 B）小学校高学年 4択 社会 国旗

イタリア料理には、イタリアの国旗の色
を参考に作られたある料理が人気です
が、その料理とはどのようなものでしょ
う？

スパゲッティ ピザ リゾット パン 2 ピザ

マルゲリータと呼ばれるピザがそれです。イタリアの
国旗は赤、白、緑の3色ですが、トマトで赤を、チーズ
で白を、バジルという野菜で緑を表現して作られてい
ます。

9 B）小学校高学年 4択 社会 国旗
カタールの国旗が持つ「世界一」とは何
でしょう？

世界一横に長い 世界一古い 世界一模様が複雑
世界一デザイン変
更の回数が多い

1 世界一横に長い
タテヨコの比が11：28と、世界で最も横に長い国旗で
す。

10 B）小学校高学年 4択 社会 国旗
世界で最も古くから使われている国旗
はどこの国のものでしょう？

アメリカ ブラジル デンマーク エジプト 3 デンマーク
デンマークの国旗が作られたのは13世紀の初めで、
世界最古の国旗と言われています。



番号 対象年齢A／B 形式 ジャンル タイトル 問題文 選択肢1 選択肢2 選択肢3 選択肢4 正解選択肢番号 正解選択肢 解説

1 B）小学校高学年 4択 国語 漢字

漢字の部首で、雪の「雨」のように上に
くるものを「かんむり」といいますが、思
の「心」のように下にくるものを何という
でしょう？

あし くるま くつ した 1 あし
点の「灬（れんが）」、盛の「皿」もこれにあたります。
部首の種類には他にも、へん、つくり、たれ、にょう、
かまえがあります。

2 B）小学校高学年 4択 国語 漢字
次のうち、2つ重ねて別の字にならない
漢字はどれでしょう？

木 土 口 目 4 目 木は林、土は圭、口は回になります。

3 B）小学校高学年 4択 国語 漢字
英語の「英」とはどこの国のことでしょ
う？

アメリカ イギリス フランス ドイツ 2 イギリス
イギリスは漢字で「英吉利」と書きます。このように本
来の意味とは無関係に音を借りるなどして当てはめ
た表記を「当て字」といいます。

4 B）小学校高学年 4択 国語 漢字
次のうち、野菜を表す漢字はどれでしょ
う？

人参 人徳 人影 人相 1 人参 「にんじん」と読みます。

5 B）小学校高学年 4択 国語 漢字
次のうち、組み合わせて別の漢字1文
字になるものはどれでしょう？

黒、木 青、日 赤、山 白、雨 2 青、日 日と青で「晴」になります。

6 B）小学校高学年 4択 国語 漢字
「美しい」という漢字の由来となった動
物は何でしょう？

イヌ ワシ ヒツジ パンダ 3 ヒツジ
まるまると「大」きく太ったヒツジ（羊）の姿からきてい
ます。

7 B）小学校高学年 4択 国語 漢字
次の4つの漢字のうち、3つを組み合わ
せて別の漢字1文字を作ったとき、あま
るのはどれでしょう？

人 日 三 木 4 木
三、人、日を組み合わせると「春」という漢字になりま
す。

8 B）小学校高学年 4択 国語 漢字
小学校1年生で習う漢字で一番画数が
多い漢字は何画で書くでしょう？

8画 10画 12画 14画 3 12画
小学1年生で習う漢字で一番画数が多い漢字は
「森」で12画です。

9 B）小学校高学年 4択 国語 漢字
漢字の部首の名前にあるものはどれで
しょう？

せき くしゃみ あくび しゃっくり 3 あくび
「歌」という漢字の右側の部分です。口をあけて行う
動作を表す漢字に使われる部首です。

10 B）小学校高学年 4択 国語 漢字
鳥のハトは漢字では数字の「九」に
「鳥」と書きますが、これはなぜでしょ
う？

「クッククック」と鳴くか
姿が「九」の字に似
ていたから

9つの卵を産むから
背中に「九」の字の
ような模様がある
から

1 クッククック鳴くから

「クック」と鳴く鳥であるということからこのような漢字
になったといわれています。似たような字には「蚊」
があります。これはブンブン飛ぶ虫ということからだ
そうです。



番号 対象年齢A／B 形式 ジャンル タイトル 問題文 正解選択肢 解説

1 B）小学校高学年 ○× 理科 野菜 トマトはその昔、観賞用として飾られていた。○？×？ ○
16世紀にアメリカ大陸からヨーロッパに伝えられた当時、毒のある花に形が似ているということから、トマト
自体に毒があると信じられていたので、食用としてではなく観賞用として飾られていました。

2 B）小学校高学年 ○× 理科 野菜
ジャガイモとサツマイモ。収穫量1位の都道府県はともに北海道である。○？
×？

× ジャガイモは北海道が1位ですが、サツマイモは鹿児島県が1位です。

3 B）小学校高学年 ○× 理科 野菜 レンコンの穴の数はどんなレンコンでも必ず同じである。○？×？ ×
普通のものは8個穴があいているのですが、岩国レンコンという山口県で作られているレンコンには穴が9
つあったり、種類によってあいている穴が違ったりします。

4 B）小学校高学年 ○× 理科 野菜
「鷹の爪（タカノツメ）」という変わった品種がある野菜はトウガラシである。○？
×？

○ 実が文字通り、鷹の爪のような形をしているところから名付けられました。

5 B）小学校高学年 ○× 理科 野菜 ピーマンとトウガラシは同じ種類の野菜である。○？×？ ○
ピーマンとはトウガラシの中でも辛い成分がないものを言います。ですので、ピーマンとトウガラシはいわ
ば兄弟みたいなものです。

6 B）小学校高学年 ○× 理科 野菜 レタスとキャベツはもともとは同じ野菜だった。○？×？ ×
キャベツはヨーロッパの大西洋沿岸から地中海沿岸が原産地のアブラナ科の野菜で、レタスは地中海沿
岸からアジア西部が原産地のキク科の野菜です。

7 B）小学校高学年 ○× 理科 野菜
グリーンアスパラガスに光を当てずに育てるとホワイトアスパラガスになる。
○？×？

○
ホワイトアスパラガスはもともとはグリーンアスパラガスと同じ種類です。新芽の茎に光を与えずに育てる
と緑色にならずに育ちます。これがみなさんが食べているホワイトアスパラガスになるのです。

8 B）小学校高学年 ○× 理科 野菜 野菜の「オクラ」。英語でも「オクラ」という。○？×？ ○
「オクラ」という名前は英語としても通用します。もともとはアフリカのガーナという国で呼ばれていた名前
に由来するそうです。

9 B）小学校高学年 ○× 生活 野菜 「かいわれ大根」。成長するとダイコンになる。○？×？ ○
「かいわれ大根」はダイコンの新芽を収穫して食用としたものです。そのまま栽培すればダイコンになりま
す。

10 B）小学校高学年 ○× 理科 野菜 シュンギク（春菊）は、春に収穫されるところから名前がついた。○？×？ × 春に花を咲かせるところから名前が付きました。収穫時期は5～6月、10～11月が一般的です。



番号 対象年齢A／B 形式 ジャンル タイトル 問題文 正解選択肢 解説

1 B）小学校高学年 ○× 社会 お米 日本での米の収穫時期は、主に春である。○？×？ × 地域により差はありますが、主に9～10月に収穫が行われます。

2 B）小学校高学年 ○× 生活 お米 お米を「主食」としている国は、日本以外にもある。○？×？ ○
日本に限らず、中国などのアジアの国々ではお米を主食としています。またアフリカや南米の一部でもお
米を主食としている国があります。

3 B）小学校高学年 ○× 社会 お米 世界で一番多くお米を作っている国は、日本である。○？×？ × 世界一の米の生産国は中国で、実に日本の約20倍ほどお米を作っています。

4 B）小学校高学年 ○× 生活 お米 お米を洗うときには、食器用洗剤を使って洗うとよい。○？×？ ×
表面についた糠（ぬか）などを流すために、お米は食べる前に洗います。この洗うことを「研（と）ぐ」といい
ます。そのときに、洗剤は使いません。最近は研がなくても食べることできる「無洗米」というお米もありま
す。

5 B）小学校高学年 ○× 社会 お米 お米を材料にして作られる麺料理がある。○？×？ ○
例えばベトナムで古くから食べられているフォーという麺がそうです。スープに入れてラーメンのように食
べられたりしています。

6 B）小学校高学年 ○× 社会 お米 日本で販売されている米は、半分以上が輸入品である。○？×？ × 日本で食べられている米のおよそ96％は国内で生産されたものです。

7 B）小学校高学年 ○× 生活 お米 日本で食べるお米の一般的な調理法を「蒸（む）す」という。○？×？ ×
お米などを水で煮て、食べられるようにすることを「炊（た）く」といいます。日本での一般的なお米の食べ
方です。タイやベトナムなどの国では蒸す調理法もあるそうです。

8 B）小学校高学年 ○× 社会 お米 日本で米の生産が始まったのは平安時代である。○？×？ × 縄文時代と考えられています。

9 B）小学校高学年 ○× 生活 お米 日本では300種類にもなるお米の品種が栽培されている。○？×？ ○
日本では約300種類ものお米が栽培されています。「コシヒカリ」「ササニシキ」などがよく知られています
が、「森のくまさん」といったユニークな名前のお米もあります。

10 B）小学校高学年 ○× 社会 お米 「新米」とは収穫されて1ヶ月以内のお米のことをいう。○？×？ × 収穫された年の12月31日までに精米され、容器に入れたり袋詰めされたお米のことを「新米」といいます。



番号 対象年齢A／B 形式 ジャンル タイトル 問題文 正解選択肢 解説

1 B）小学校高学年 ○× 体育 サッカー サッカーのディフェンダーは、主に攻撃を行うポジションである。○？×？ × ディフェンダーは、ゴールキーパーの前に位置し、守備を主な役割とするポジションです。

2 B）小学校高学年 ○× 体育 サッカー ゴールキーパーがキックしたボールで得点を取ることができる。○？×？ ○
普通に得点となります。ゴールキーパーがキャッチしたゴールをキックしてそのままゴールになって得点が
入ることがあります。

3 B）小学校高学年 ○× 体育 サッカー フットサルもオリンピックの正式種目になっている。○？×？ × 現時点ではなっていません。ちなみにバレーボールから生まれたビーチバレーはオリンピック競技です。

4 B）小学校高学年 ○× 体育 サッカー サッカーの「ワールドカップ」は5年に1度開催される。○？×？ ×
FIFA（国際サッカー連盟）による世界的なサッカーの選手権大会「ワールドカップ」は4年に1度開催されま
す。次回は2018年にロシアで開催される予定です。

5 B）小学校高学年 ○× 体育 サッカー オリンピックのサッカーで、日本がメダルを取ったことがある。○？×？ ○ 1968年に開かれたメキシコオリンピックで、日本は3位になり銅メダルを獲得しています。

6 B）小学校高学年 ○× 体育 サッカー
公式の試合で使われるバスケットボールとサッカーボール。より大きいのは
サッカーボールである。○？×？

×
バスケットボールは直径が24.5cm、サッカーボールは直径が22cmと、バスケットボールのほうが大きいで
す。

7 B）小学校高学年 ○× 体育 サッカー
1人の選手が1試合で3得点することをハットトリックといいますが、6得点するこ
とをダブルハットトリックという。○？×？

○
このハットトリックという名称は、イギリスなどで楽しまれているスポーツ・クリケットに由来します。クリケッ
トで3人の選手を連続してアウトにすると帽子がもらえたことを「ハットトリック」といい、そのままサッカーで
使うようになったそうです。

8 B）小学校高学年 ○× 体育 サッカー
第1回からずっと、サッカーワールドカップの本選に出場し続けている国があ
る。○？×？

○ 世界で唯一、ブラジルだけが第1回からずっと続けて出場しています。

9 B）小学校高学年 ○× 体育 サッカー
日本のサッカーリーグ、Jリーグが始まったとき、そのチーム数は10チームしか
なかった。○？×？

○
1993年にJリーグが始まったときのチーム数はわずか10チームしかありませんでした。今では1部リーグ
から3部リーグまで実に50以上のチームがあります。

10 B）小学校高学年 ○× 体育 サッカー
男子ワールドカップで優勝したことがあるのはヨーロッパと南米の国しかない。
○？×？

×
過去優勝した国は南アメリカかヨーロッパの国だけで、アジアやアフリカの国が優勝したことはありませ
ん。



番号 対象年齢A／B 形式 ジャンル タイトル 問題文 選択肢1 選択肢2 選択肢3 選択肢4 正解選択肢番号 正解選択肢 解説

1 B）小学校高学年 4択 社会 エコ
「エコバッグ」「エコカー」などというとき
の「エコ」とは、何という言葉の略でしょ
う？

エコラジー エコロジー エコリジー エコルジー 2 エコロジー
「エコ」は「エコロジー」の略です。生物の生活と、そ
のまわりの環境とのかかわりを研究する「生態環境」
「自然環境」などを意味する言葉です。

2 B）小学校高学年 4択 社会 エコ
ゴミの処分方法。新聞紙やペットボトル
などは、どんなゴミとして出すのがよい
でしょう？

燃えるゴミ 燃えないゴミ 資源ゴミ 粗大ゴミ 3 資源ゴミ
新聞、雑誌、段ボールなどの紙類、ペットボトルなど
の再利用できるゴミは「資源ゴミ」となります。住んで
る地域によって回収の方法は異なります。

3 B）小学校高学年 4択 社会 エコ

環境保護に役立つ商品につけられてい
る「エコマーク」にはひらがなで「○○○
にやさしい」と書かれています。さて、○
○○に当てはまるのはどれでしょう？

せかい うちゅう みらい ちきゅう 4 ちきゅう

地球の英語名「アース」の頭文字であるアルファベッ
ト「e」の形をした人の手が地球を包み込んでいる絵
の上に「ちきゅうにやさしい」と書かれているのがエコ
マークです。

4 B）小学校高学年 4択 社会 エコ
次のうち、捨てるときにお金が必要にな
るものはどれでしょう？

テレビ 服 雑誌 机 1 テレビ

このような電気製品には中にまだ使える部品が入っ
てたりするので、それを有効に使うため、2001年にで
きた「家電リサイクル法」という法律によります。他に
も冷蔵庫やクーラーなども対象になります。

5 B）小学校高学年 4択 社会 エコ
夏の冷房時のエアコンの温度。目安と
されるのは何℃でしょう？

20℃ 24℃ 28℃ 32℃ 3 28℃
30℃を超えると熱中症などの危険が高まります。消
費電力などを考慮し、一般的に28℃での使用が推
奨されています。

6 B）小学校高学年 4択 社会 エコ
「エコキャップ運動」のキャップとは、次
のうちどれを指すものでしょう？

帽子 車の車輪
ペットボトルの
キャップ

キャプテン 3
ペットボトルの
キャップ

キャップとはペットボトルのキャップのことです。
キャップを集めてそのリサイクルで生まれた利益を、
途上国の子どもたちのワクチン代などに充てるとい
う運動です。

7 B）小学校高学年 4択 社会 エコ
太陽光や風力など、自然の力を利用す
るエネルギーのことを何というでしょ
う？

原子エネルギー 化学エネルギー 活性化エネルギー
再生可能エネル
ギー

4
再生可能エネル
ギー

太陽の光、風力など一度使用しても再び利用できる
エネルギーのことをいいます。太陽光、風力の他に、
波の力、地熱、水素なども含まれます。

8 B）小学校高学年 4択 社会 エコ
二酸化炭素の排出量が最も多い国は
どこでしょう？

アメリカ ロシア 中国 日本 3 中国 以下アメリカ、インド、ロシアと続きます。

9 B）小学校高学年 4択 社会 エコ
次のうち、ビルの温度を下げるため、近
年屋上に多く設置されているものは何
でしょう？

砂場 植物 人工池 防弾ガラス 2 植物
庭園など、緑の植物や芝を植えるケースが増えてい
ます。

10 B）小学校高学年 4択 社会 エコ
地球の資源を有効に活用する「3R活
動」の一つ、「リデュース」にあたるのは
どれでしょう？

ゴミを減らす 再利用する 繰り返し使う 自然に親しむ 1 ゴミを減らす

「3R」とは、リデュース（ゴミを減らす）、リユース（廃
棄しないで再び使う）、リサイクル（廃棄された後、資
源として再び利用する）の3つの頭文字に由来しま
す。



番号 対象年齢A／B 形式 ジャンル タイトル 問題文 正解選択肢 解説

1 B）小学校高学年 ○× 理科 魚
名前に「魚」とつく生きもの「サンショウウオ」は、もちろん魚の仲間である。○？
×？

×
名前に「ウオ」とつきますが魚ではなく、「両生類」というカエルなどの仲間です。主に陸で生活し、卵は水
中に産みます。

2 B）小学校高学年 ○× 理科 魚 川で生まれた魚は、川でしか生活することができない？○？×？ × 例えばサケは川で生まれてから海へ下り、成長してから自分の生まれた川に帰ってきて卵を産みます。

3 B）小学校高学年 ○× 理科 魚 赤身魚の身が赤いのは、血の色が関係している。○？×？ ×
赤身の魚は昼夜関係なしにずっと泳いでいるため、白身魚に比べて体に筋肉が多くついています。あの
赤い色はその筋肉に含まれている物質の色です。

4 B）小学校高学年 ○× 理科 魚 成長するにしたがって、何度も呼び名が変わる魚がいる。○？×？ ○
ボラ（オボコ → スバシリ → イナ → ボラ → トド）やブリ（ワカシ → イナダ → ワラサ → ブリ）などがそれ
です。「出世魚」と呼ばれます。

5 B）小学校高学年 ○× 理科 魚
コバンザメは食べるとおいしく、そのため高く売れるところから名付けられた。
○？×？

×
頭についている吸盤を大きな魚にくっつけて移動します。その吸盤が小判のように見えるところから名付
けられました。

6 B）小学校高学年 ○× 理科 魚 フグの一種「ハリセンボン」の体から生える針は、1000本以上ある。○？×？ × だいたい400本前後です。ちなみに針のように見えるものは、ウロコが発達したといわれる「トゲ」です。

7 B）小学校高学年 ○× 理科 魚 「オジサン」という魚がいる。○？×？ ○
下あごにある2本の長いひげが特徴のヒメジ科の魚です。この2本のヒゲが男の人に見えることから名前
がつきました。煮魚や油で揚げたりして食べることもできます。

8 B）小学校高学年 ○× 理科 魚 魚のスズキは鈴木さんが最初に見つけたことから名前がついた。○？×？ ×
その身がまるですすいで洗ったかのようにキレイであることが、「スズキ」と呼ばれる由来といわれていま
す。

9 B）小学校高学年 ○× 理科 魚 「マグロ」は一生泳ぎ続ける。○？×？ ○
マグロは口を開けて泳ぐことで、体に空気を取り入れて呼吸をしています。つまり、泳がなければ呼吸でき
ずに死んでしまうので、一生泳ぎ続けなければなりません。

10 B）小学校高学年 ○× 理科 魚 デンキウナギ。自分の電気で感電死することもある。○？×？ ×
デンキウナギは体の脂肪が厚く、その脂肪が電気を通さない働きをします。自分の電気で感電死すること
はありません。



番号 対象年齢A／B 形式 ジャンル タイトル 問題文 正解選択肢 解説

1 B）小学校高学年 ○× 社会 世界遺産 すべての国に世界遺産はある。○？×？ × 世界遺産条約の加盟国のうち、世界遺産がまだない国は約30ヶ国ほどあります。

2 B）小学校高学年 ○× 社会 世界遺産 世界遺産が初めて誕生したのは今から100年以上前のことである。○？×？ ×
世界遺産が初めて認定されたのは1978年です。その時にアメリカのイエローストーン国立公園をはじめと
した12の世界遺産が登録されました。

3 B）小学校高学年 ○× 社会 世界遺産 世界の国々の中には、国全体が世界遺産となっているものもある。○？×？ ○
ヨーロッパ、イタリア・ローマの中にある、世界最小の国、バチカン市国は国全域が世界遺産に登録されて
います。ローマ法王がいる国としても有名です。

4 B）小学校高学年 ○× 社会 世界遺産 世界一高い山・エベレストも世界遺産になっている。○？×？ ○
「サガルマータ国立公園」という名前で登録された世界遺産の一部です。ちなみにこの「サガルマータ」と
はエベレストの別名です。

5 B）小学校高学年 ○× 社会 世界遺産 世界遺産に登録されている建物には、現在も建設中のものがある。○？×？ ○
スペイン・バルセロナにあるサグラダ・ファミリアは、1882年に建設が始まった未完成の教会です。以前は
完成までに300年はかかるといわれていましたが、現在では2026年に完成する予定となっています。

6 B）小学校高学年 ○× 社会 世界遺産 海外の世界遺産。登録件数は1000を超えている。○？×？ ○ 2015年7月現在で1031件登録されています。

7 B）小学校高学年 ○× 社会 世界遺産 世界遺産の登録数が最も多いのは、最も人口が多い中国である。○？×？ × 最も多い国はイタリアです。人口世界一の中国はイタリアに次いで2番目多い国です。

8 B）小学校高学年 ○× 社会 世界遺産 一度登録されたのに、後に取り消された世界遺産がある。○？×？ ○
オマーンの「アラビアオリックス保護区」とドイツ東部の「ドレスデン・エルベ渓谷」がそれです。美しい景観
が保てなくなったことが理由です。

9 B）小学校高学年 ○× 社会 世界遺産 南極大陸にも世界遺産がある。○？×？ ×
世界遺産はその国が管理保護していかなければならないとなっております。南極はどこの国も領有してい
ませんので、推薦する人（国）がなく管理保護もできないため、世界遺産はありません。

10 B）小学校高学年 ○× 社会 世界遺産 世界遺産の中には、20世紀に建てられたものもある。○？×？ ○ 最も新しいもの1973年に完成したシドニーのオペラハウスです。



番号 対象年齢A／B 形式 ジャンル タイトル 問題文 正解選択肢 解説

1 B）小学校高学年 ○× 社会 世界遺産 日本の世界遺産。自然遺産より文化遺産の方が多い。○？×？ ○
世界遺産は文化遺産、自然遺産と、文化と自然の両方を兼ね備えた複合遺産に分けられます。日本では
15の文化遺産と4つの自然遺産があります（2015年）。

2 B）小学校高学年 ○× 社会 世界遺産 自然遺産と文化遺産。東京都にある世界遺産は自然遺産である。○？×？ ○
東京都にある世界遺産は小笠原諸島でこれは自然遺産です。日本の世界自然遺産はほかに知床（北海
道）、白神山地（青森県、秋田県）、屋久島（鹿児島県）があります。

3 B）小学校高学年 ○× 社会 世界遺産 世界遺産がある都道府県より、ない都道府県のほうが多い。○？×？ × 2015年現在、26都道府県に世界遺産があります。

4 B）小学校高学年 ○× 社会 世界遺産
世界遺産になった軍艦島。この名前はその島の形が軍艦に似ているところか
らついた。○？×？

○
この島の正しい名前は「端島（はしま）」といいます。その遠くから見た姿が軍艦に似ているところから名前
がつきました。2015年に「明治日本の産業革命遺産」の施設のひとつとして世界遺産に登録されました。

5 B）小学校高学年 ○× 社会 世界遺産 世界遺産に登録されている日本の城は、大阪城である。○？×？ ×
1993年、日本で最初に誕生した世界遺産の1つは、兵庫県にある姫路城でした。他にも、京都の二条城
が世界遺産に登録されていますが、大阪城は登録されていません。

6 B）小学校高学年 ○× 社会 世界遺産 世界遺産の登録された鹿児島県の島といえば種子島である。○？×？ × 1993年に登録された屋久島です。

7 B）小学校高学年 ○× 社会 世界遺産 世界遺産の富岡製糸場が完成したのは明治時代のことである。○？×？ ○ フランス人技師が設計し、明治5年（1872年）に、設立されました。

8 B）小学校高学年 ○× 社会 世界遺産 世界遺産の数。日本は世界のベスト10に入る。○？×？ × 世界遺産の数は10位のアメリカが23件で、日本は現在19件とそれに次ぐ11位です。

9 B）小学校高学年 ○× 社会 世界遺産
世界遺産には「古都京都の文化財」というものもありますが、この中には京都
以外のお寺も含まれている。○？×？

○
比叡山にある滋賀県のお寺・延暦寺もこの「古都京都の文化財」のひとつとして世界遺産に登録されてい
ます。

10 B）小学校高学年 ○× 社会 世界遺産
日本の世界遺産。自然遺産となっている場所はすべて、国立公園に指定され
ている。○？×？

×
青森・秋田両県にまたがり、ブナの原生林で有名な「白神山地」は、日本初の世界自然遺産に登録されま
したが、国立公園には指定されていません。



番号 対象年齢A／B 形式 ジャンル タイトル 問題文 選択肢1 選択肢2 選択肢3 選択肢4 正解選択肢番号 正解選択肢 解説

1 B）小学校高学年 4択 社会 世界遺産
次のうち、世界遺産の登録数が最も多
い地域はどこでしょう？

アジア ヨーロッパ アフリカ オセアニア 2 ヨーロッパ
ヨーロッパが476件と全体の44％を占めます。次いで
アジア、アフリカの順になります。

2 B）小学校高学年 4択 社会 世界遺産
次のうち、国全体が世界遺産となって
いるのはどこでしょう？

モナコ バチカン ギリシャ スイス 2 バチカン
バチカン市国はヨーロッパにある世界最小の国で
す。サン・ピエトロ大聖堂といった歴史的建造物が多
くあることから世界遺産に登録されました。

3 B）小学校高学年 4択 社会 世界遺産
世界遺産となっている、ヴィクトリア、イ
グアスといえばどんな場所でしょう？

湖 氷河 洞窟 滝 4 滝

ヴィクトリアはアフリカ、イグアスは南アメリカにあり
ます。これとアメリカのナイアガラの滝とを合わせて
「世界三大瀑布（滝）」と呼ばれます。ちなみにナイア
ガラの滝は世界遺産にはなっていません。

4 B）小学校高学年 4択 社会 世界遺産
現在、世界遺産が一番多くある国はど
こでしょう？

ギリシャ ドイツ イタリア フランス 3 イタリア
現在はイタリアが51件と最も多く、ついで中国、スペ
イン、フランス、ドイツと続きます。

5 B）小学校高学年 4択 社会 世界遺産

貴重な動物がいることから世界遺産と
なっているエクアドルのガラパゴス諸
島。このガラパゴスとはどんな生き物か
らついた名前でしょう？

カメ エビ トカゲ クジラ 1 カメ

スペイン語でリクガメのことを「ガラパゴ」といい、か
つては名前の由来になるほどに多く生息していまし
たが、乱獲のために現在は数が少なくなってしまい
ました。

6 B）小学校高学年 4択 社会 世界遺産
次のうち、オーストリアの世界遺産と
なっているものはどれでしょう？

鉄道 空港 タクシー 豪華客船 1 鉄道

ゼメリング鉄道というオーストリアを走る山岳鉄道が
それにあたります。19世紀に完成し、アルプス山脈
を越えた初めての鉄道としてその価値が認められて
います。

7 B）小学校高学年 4択 社会 世界遺産
オーストラリアにある世界遺産、エアー
ズロック。大地の上にある巨大な岩は、
どのようにしてできたでしょう？

隕石が落ちた 川が運んだ 地面が動いた
原住民が積み上げ
た

3 地面が動いた

6億年以上も前に海底に積もった砂が岩になり、そ
れが地殻変動によって岩の部分が突き出てきまし
た。雨による浸食や風化で現在の形になったとされ
ています。

8 B）小学校高学年 4択 社会 世界遺産

美しい風景で有名なドイツのドレスデ
ン・エルベ渓谷は、世界遺産の登録を
取り消されてしまいました。その理由は
何でしょう？

観光客によるごみが橋が建設された
川の水が無くなっ
た

登録時に不正が
あった

2 橋が建設された

エルベ川のほとりにある「ドレスデン・エルベ渓谷」は
草原や庭園などの自然豊かな美しい風景で知られ
ていましたが、エルベ川に新しい橋が建設され、そ
の風景が損なわれてしまったことから世界遺産の登
録が取り消されました。

9 B）小学校高学年 4択 社会 世界遺産
ポルトガルにある「レロ・イ・イルマオ
ン」。世界遺産としては珍しいどんな施
設でしょう？

スケートリンク プラネタリウム 本屋 駐車場 3 本屋
レロ書店とも呼ばれます。世界的にも珍しい、世界
遺産に指定されている本屋です。

10 B）小学校高学年 4択 社会 世界遺産

世界遺産に最初に登録された12件のう
ちの1つ、ポーランドの遺産には、ある
ものでできた礼拝堂があります。それ
は何でしょう？

ダイヤモンド 紙 パン 塩 4 塩

ポーランドのヴィエリチカ岩塩坑は、古くから岩塩の
採掘場として栄えていました。礼拝堂にある祭壇や
シャンデリアなどすべてが岩塩でできています。現在
は採掘はされず、観光地としてにぎわっています。



番号 対象年齢A／B 形式 ジャンル タイトル 問題文 選択肢1 選択肢2 選択肢3 選択肢4 正解選択肢番号 正解選択肢 解説

1 B）小学校高学年 4択 社会 世界遺産
現在、日本の世界遺産は何件あるで
しょう？

9件 19件 49件 159件 2 19件 2015年現在、19件が登録されています。

2 B）小学校高学年 4択 社会 世界遺産
世界遺産に登録されている屋久島。こ
の島に生えている樹齢2000年以上もな
るのは何の木でしょう？

松 竹 杉 梅 3 杉
屋久杉と呼ばれる多くの杉が生えています。中でも
「縄文杉」と呼ばれる杉はこの島最大の杉で、幹の
周囲の長さは16mもあります。

3 B）小学校高学年 4択 社会 世界遺産
世界遺産になっている小笠原諸島はど
この都道府県に属するでしょう？

北海道 東京都 鹿児島県 沖縄県 2 東京都
小笠原諸島は東京都の小笠原村に属しています。
2011年にその独特な自然環境の価値が認められ世
界遺産に認定されました。

4 B）小学校高学年 4択 社会 世界遺産
世界遺産になっている奈良の法隆寺。
このお寺はあることで世界一なのです
が、それは次のうちどれでしょう？

世界最古の、木で出
世界一高い五重塔
がある

世界一小さい仏像
がある

世界最古の宗教施
設

1
世界最古の、木で
出来た建物

法隆寺は607年に聖徳太子が建てたとされるお寺
で、670年頃に一度火災で燃えてしまいましたが、そ
の後再建され、実に1300年以上そのままの形で残っ
ています。

5 B）小学校高学年 4択 社会 世界遺産
沖縄県にある世界遺産「琉球王国のグ
スク及び関連遺産群」。このグスクと
は、何を意味する言葉でしょう？

庭 歌 祭 城 4 城
グスクとは、沖縄各地に築かれた城のことです。現
在でも「中城（なかぐすく）」などの地名となって残っ
ています。本州にある城とは違う特徴を持ちます。

6 B）小学校高学年 4択 社会 世界遺産
世界遺産となっている姫路城にはある
別名がつけられていますが、その別名
とは何でしょう？

しらさぎ城 からす城 はくちょう城 あひる城 1 しらさぎ城
その壁は白く塗られています。その白さから白い姿
の鳥であるしらさぎにちなんで「白鷺（しらさぎ）城」と
呼ばれています。

7 B）小学校高学年 4択 社会 世界遺産
広島県にある「原爆ドーム」などのよう
に、戦争などによる世界遺産のことを、
特に｢何の遺産」と呼ぶでしょう？

涙の遺産 反省の遺産 悪の遺産 負の遺産 4 負の遺産

戦争といった人類が犯した過ちを忘れないために登
録された世界遺産を「負（ふ）の遺産」と呼びます。広
島県の原爆ドームの他に、ポーランドのアウシュビッ
ツ収容所などがあります。

8 B）小学校高学年 4択 社会 世界遺産
2015年7月に登録された「日本の産業
革命遺産」は、主にいつの時代に関係
がある遺産でしょう？

江戸時代 明治時代 大正時代 昭和時代 2 明治時代
「明治日本の産業革命遺産」として登録されました。
西洋の技術が入ってきた明治時代、日本の重工業
が発展した歴史が見られます。

9 B）小学校高学年 4択 社会 世界遺産

世界遺産に登録されている、岩手県平
泉の中尊寺金色堂。この金色堂に仏像
とともに収められているものは、次のど
れでしょう？

ミイラ 土器 地図 隕石 1 ミイラ

中尊寺金色堂は「金色」という名の通り、外側にも内
側にも金箔がはられています。ここには、平安時代
にこの地を治めていた奥州藤原氏3代のミイラがあり
ます。

10 B）小学校高学年 4択 社会 世界遺産

世界遺産に登録されている、栃木県の
日光東照宮。この神社に神様として祀
られている歴史上の人物は誰でしょ
う？

聖徳太子 徳川家康 坂本龍馬 伊藤博文 2 徳川家康

栃木県日光市にある世界遺産「日光の社寺」の一
部、日光東照宮は江戸幕府を開いた徳川家康を「東
照大権現（とうしょうだいごんげん）」という神様として
祀っています。



番号 対象年齢A／B 形式 ジャンル タイトル 問題文 正解選択肢 解説

1 B）小学校高学年 ○× 国語 文字 アルファベットには大文字、小文字の他に「中文字」もある。○？×？ ×
文のはじめや名前の頭文字などに使われる大文字と、それ以外に使う小文字がありますが、中文字はあ
りません。

2 B）小学校高学年 ○× 国語 文字 「が」「ば」のように、ひらがなの右上につく「゛」を「汚点」という。○？×？ × 濁点といいます。「ぱ」のような「゜」は「半濁点」といいます。

3 B）小学校高学年 ○× 国語 文字
文字だけで人の気持ちを表す「顔文字」は、日本だけでしか使われていない。
○？×？

× 顔文字は日本だけでなく、アメリカでも中国でも使われています。

4 B）小学校高学年 ○× 国語 文字
名前をアルファベットで書くとき、最初の文字は大文字で書くのが正しい。○？
×？

○
山田太郎さんの場合は「Taro Yamada」というように、正式には名前の最初のアルファベットは大文字で書
きます。英語では名前が先で、名字が後になります。

5 B）小学校高学年 ○× 国語 文字
日本で使われる漢字、ひらがな、カタカナのうち、最も歴史が古いのはひらがな
である。○？×？

×
ひらがなは中国から入ってきた漢字を元に生まれた文字です。ひらがな、カタカナ、漢字では最も歴史が
古いのは漢字になります。

6 B）小学校高学年 ○× 国語 文字 カタカナは世界の文字でも一番新しく考えだされた文字である。○？×？ ×
カタカナは西暦1000年よりも前となる奈良時代にはもうすでにあったそうですが、1443年に考えだされた
お隣韓国のハングル文字など、カタカナよりも新しい文字はあります。

7 B）小学校高学年 ○× 国語 文字
日本では子どもの名前には、ひらがな、カタカナといった文字は使えますが、ア
ルファベットも使うことができる。○？×？

×
人の名前につけられる文字は、漢字、ひらがな、カタカナだけで、アルファベットや「1」「2」といった数字を
使うことはできません。

8 B）小学校高学年 ○× 国語 文字
ひらがなの「れ」は、「お礼をする」といったときの「礼」という漢字をくずして作ら
れた。○？×？

○ 「礼」をくずして作られました。カタカナの「レ」もこの「礼」の漢字の右側の部分から来ています。

9 B）小学校高学年 ○× 国語 文字 英語のアルファベットの「A」は、牛の頭の形から作られた。○？×？ ○ オスの牛の頭を逆さにしたものからアルファベットの「A」が誕生したそうです。

10 B）小学校高学年 ○× 国語 文字 海外では絵で出来た文字を使って文を書く人々もいる。○？×？ ○
中国の麗江（リージョン）という街で暮らすナシ族という民族が使う「トンパ文字」がそれで、まるで絵のよう
な文字を使います。



番号 対象年齢A／B 形式 ジャンル タイトル 問題文 選択肢1 選択肢2 選択肢3 選択肢4 正解選択肢番号 正解選択肢 解説

1 B）小学校高学年 4択 理科 虫
昆虫の足は、体のどの部分から生えて
いるでしょう？

頭 胸 腰 腹 2 胸
昆虫の体は頭、胸、腹の3つの部分に分かれてい
て、足はそのうちの胸の部分から生えています。

2 B）小学校高学年 4択 理科 虫
次のうち「カナカナカナ…」という鳴き声
が特徴のセミはどれでしょう？

クマゼミ アブラゼミ ニイニイゼミ ヒグラシ 4 ヒグラシ
その鳴き声から地方によっては「カナカナ」とも呼ば
れています。

3 B）小学校高学年 4択 理科 虫
水中にすむ「ヤゴ」といえば、どんな虫
に成長するでしょう？

カ アリ トンボ ミツバチ 3 トンボ
「ヤゴ」はトンボの幼虫のことです。ふつうは水中に
すみ、脱皮を繰り返してトンボになります。

4 B）小学校高学年 4択 理科 虫
トンボの眼は小さい眼がたくさん合わ
さってできていますが、ひとつひとつの
眼はどんな形でしょう？

三角形 四角形 六角形 楕円形 3 六角形
このような小さな目が集まった目を「複眼」といいま
す。

5 B）小学校高学年 4択 理科 虫
世界で一番速くとぶ虫は、次のうちどれ
でしょう？

ハチ ハエ トンボ アブ 4 アブ
アブの中には、1秒間に40メートルも飛ぶことができ
るものがいます。これは時速に直すと144キロメート
ルです。

6 B）小学校高学年 4択 理科 虫
ミツバチは、巣の中に入ったスズメバチ
をどうやってやっつけるでしょう？

熱でやっつける
ネバネバした液を
かける

みんなで突き刺す 息をできなくさせる 1 熱でやっつける
数百匹のミツバチがスズメバチを囲んで、スズメバチ
を熱でやっつけます。

7 B）小学校高学年 4択 理科 虫
次のうち、ほんとうにいる虫はどれで
しょう？

カビ シミ エビ ゴミ 2 シミ

漢字では「紙魚」と書きます。名前のとおりに紙を食
べます。紙のほかにも。布や壁紙なども食べます。
ちなみに、「ゴミムシ」という虫もいますが、「ゴミ」とい
う虫はいません。

8 B）小学校高学年 4択 理科 虫
日本の国のシンボルともなっている「オ
オムラサキ」といえば、何の虫の仲間で
しょう？

チョウ セミ トンボ カブトムシ 1 チョウ
オオムラサキは日本のシンボル、国蝶に選ばれてい
るチョウです。かつては切手の図柄になったこともあ
ります。

9 B）小学校高学年 4択 理科 虫
ホタルはお尻をどうやって光らせている
のでしょう？

木にお尻をこすりつけ
血液をお尻に集め
る

体内の物質が酸素
と反応する

空気中の水分を吸
収する

3
体内の物質が酸素
と反応する

体内にある「ルシフェリン」という物質が、酸素と合わ
さることにより反応が起こって光ります。

10 B）小学校高学年 4択 理科 虫
シロアリはアリではなくどんな虫の仲間
でしょう？

ハチ カブトムシ バッタ ゴキブリ 4 ゴキブリ
名前だけ聞くとアリの仲間と思われがちですが、シロ
アリはゴキブリと祖先が一緒で、アリの一種ではあり
ません。



番号 対象年齢A／B 形式 ジャンル タイトル 問題文 正解選択肢 解説

1 B）小学校高学年 ○× 理科 虫 セミで鳴くのはオスだけである。○？×？ ○ メスを呼ぶために鳴きます。

2 B）小学校高学年 ○× 理科 虫 チョウを触ると粉がつきますが、あの粉はチョウが口から出している。○？×？ × あの粉は「鱗粉（りんぷん）」といって、羽根についています。

3 B）小学校高学年 ○× 理科 虫 人間や動物の血を吸う蚊は、花の蜜も吸う。○？×？ ○
すべての蚊が血を吸うイメージがありますが、実は4分の1の種類の蚊は血を吸いません。また血を吸う蚊
の主食は花の蜜です。

4 B）小学校高学年 ○× 理科 虫 全ての昆虫は幼虫からさなぎになる。○？×？ ×
セミやカメムシなどの昆虫は卵から幼虫になり、幼虫から成虫になります。セミの抜け殻は、幼虫が脱皮し
て成長した後の殻なのです。

5 B）小学校高学年 ○× 理科 虫 ハチの中には人を刺すと死んでしまうハチもいる。○？×？ ○
ミツバチの針は一度刺すと針にしかけがあり、抜けなくなってしまいます。無理矢理抜こうとすると体がち
ぎれてしまうので死んでしまいます。

6 B）小学校高学年 ○× 理科 虫 アリジゴクとは、アリが大きく成長したものである。○？×？ × 全く別の生き物です。アリジゴクはウスバカゲロウの幼虫です。

7 B）小学校高学年 ○× 理科 虫 「デンデンムシ」と呼ばれるカタツムリは、昆虫の仲間である。○？×？ ×
「デンデンムシ」という名前はありますが、カタツムリはアサリやサザエなどの貝の仲間です。海辺ではなく
陸で生活できるため陸貝という種類に分けられます。

8 B）小学校高学年 ○× 理科 虫 ホタルは卵のときから光っている。○？×？ ○
ホタルの種類にもよりますが、ゲンジボタルやヘイケボタルは成虫だけでなく、卵や幼虫、さなぎも光りま
す。

9 B）小学校高学年 ○× 理科 虫 働きバチにも休みの日がある。○？×？ ×
働きバチが仕事をしている時間は一日あたり6～7時間。花粉や蜜を集めるほかにも巣の掃除や女王バチ
の世話などいろいろな仕事をしています。休みの日はなく約1ヵ月の寿命が尽きるまで働き続けます。

10 B）小学校高学年 ○× 理科 虫
バッタの一種「オンブバッタ」。おんぶしているのは自分の子どもである。○？
×？

× 自分の夫です。メスの方が体が大きく、オスをおんぶしています。



番号 対象年齢A／B 形式 ジャンル タイトル 問題文 正解選択肢 解説

1 B）小学校高学年 ○× 生活 ケーキ ケーキの一種「ムース」には「泡」という意味がある。○？×？ ○ まるで泡のようにふんわりしているということからその名がつけられたそうです。

2 B）小学校高学年 ○× 生活 ケーキ
バースデーケーキなどのサイズは「号」で表されますが、3号、4号と数が大きく
なるほど、ケーキも大きくなる。○？×？

○ 号は直径のサイズを表しています。1号大きくなると直径が約3センチメートル大きくなります。

3 B）小学校高学年 ○× 生活 ケーキ レアチーズケーキとは、オーブンで焼いて作るケーキである。○？×？ ×
レアチーズケーキの「レア」は「生焼け」「火が通っていない」という意味があります。オーブンなどを使わ
ず、ゼラチンを使って冷やして固めたケーキです。

4 B）小学校高学年 ○× 生活 ケーキ
ホットケーキにかけられるメープルシロップとは、サトウキビを煮詰めて作られ
る。○？×？

× メープルシロップはサトウカエデという木の樹液を煮詰めて作られる蜜のことを言います。

5 B）小学校高学年 ○× 生活 ケーキ ケーキのモンブランは山の形をイメージして作られた。○？×？ ○
ヨーロッパにモンブランという山がありますが、その山の山肌をイメージして作られたそうです。ちなみに初
めて日本でモンブランを売りだしたお店の名前は「モンブラン」です。

6 B）小学校高学年 ○× 生活 ケーキ 世界には1ヵ月かけて食べるクリスマスケーキがある。○？×？ ○
ドイツの代表的なクリスマス菓子の「シュトレン」がそうです。12月に入ってクリスマス当日を待つ間に、薄
く切って少しずつ食べます。

7 B）小学校高学年 ○× 生活 ケーキ
小麦粉、タマゴ、砂糖、バターを使ったスポンジケーキがふくらむのは、小麦粉
の成分に関係がある。○？×？

×
タマゴを泡立てることによって空気を含ませ、その空気が熱によってふくらんでスポンジケーキがふんわり
と焼き上がることができます。

8 A）小学校低学年 ○× 生活 ケーキ
木の年輪のような形をしたバウムクーヘン。ドイツ語で「木のお菓子」という意
味がある。○？×？

○
バウムは「木」、クーヘンは「お菓子」の意味です。バター、小麦粉、砂糖などを混ぜて作った生地を回しな
がら焼いて、何層にも重ねることで木の年輪のようになります。

9 B）小学校高学年 ○× 生活 ケーキ パウンドケーキの「パウンド」とは、ケーキの形を表している。○？×？ ×
パウンドとは重さの単位「ポンド」にちなんでいます。バター、砂糖、小麦粉、卵をそれぞれ1ポンドずつ
使って作るところから名前が付きました。

10 B)小学校高学年 ○× 生活 ケーキ
「ショートケーキの日」。イチゴ（15）のゴロ合わせから毎月15日となっている。
○？×？

×
「ショートケーキの日」は毎月22日。毎月のカレンダーで見ると22日の上は15日。上に15（イチゴ）がのって
いることにちなんでいます。



番号 対象年齢A／B 形式 ジャンル タイトル 問題文 正解選択肢 解説

1 B）小学校高学年 ○× 国語 ことわざ
「猿も木から落ちる」と同じ意味のことわざ、「○○の川流れ」。○○に入る言葉
は「河童（カッパ）」である。○？×？

○
木登りが得意な猿が木から落ちることもあるように、その道に優れた人も時には失敗するということのたと
え。同じ意味として「河童の川流れ」「弘法にも筆の誤り」といったことわざがあります。

2 B）小学校高学年 ○× 国語 ことわざ
2つのものを比べたことわざ「月とすっぽん」。良い方はすっぽんである。○？
×？

× 月です。同じ丸いものでも差がある、両者がかけ離れていることを表すことわざです。

3 B）小学校高学年 ○× 国語 ことわざ
「光陰矢のごとし」とは、月日が過ぎるのが早いことをいったものである。○？
×？

○ 光は太陽、陰は月を指し、「光陰」で月日や時間を表します。

4 B）小学校高学年 ○× 国語 ことわざ
「蛙の子は蛙」とは、子どもが親にそっくりと褒めるときに使うことわざである。
○？×？

×
子どもが親に似ているという意味もありますが、凡人の子どもは凡人にしかなれないもの、という意味もあ
るので、褒めるときには使わない方がいい言葉です。

5 B）小学校高学年 ○× 国語 ことわざ 「爪に火をともす」とは、不可能なことに挑戦するという意味である。○？×？ × ろうそくの代わりに爪に火をつけることです。ひどくケチなことや、貧しい生活をする事を指します。

6 B）小学校高学年 ○× 国語 ことわざ 「へそで茶を沸かす」とは、おかしくて仕方がないという意味である。○？×？ ○
おかしくて仕方がない、ばかばかしくてたまらない様子を指しています。「へそが茶を沸かす」とも言いま
す。

7 B）小学校高学年 ○× 国語 ことわざ
ことわざ「灯台もと暗し」の「灯台」とは、港や岬に設置された灯台のことであ
る。○？×？

×
この「灯台」とは昔の照明器具のこと。油皿をのせた台の部分は明るく灯しますがすぐ下は暗いことから、
身近なことの方が気づきにくいことのたとえに使われることわざです。

8 B）小学校高学年 ○× 国語 ことわざ
ことわざ「まごにも衣装」とは、子孫によい服を残せるように一生懸命働く、とい
う意味のことわざである。○？×？

×
ここにある「まご」とは馬に人や荷物をのせて運ぶ職業「馬子」のことです。「馬子にも衣装」とは、どんな人
でもちゃんとした衣装を着れば立派に見える、という意味のたとえです。

9 B）小学校高学年 ○× 国語 ことわざ
ことわざに「青菜に塩」といいますが、これは青菜に塩をふりかけると色が鮮や
かになることから、「元気になる」という意味である。○？×？

×
どんなに新鮮な野菜でも塩をかけると水分がなくなりしおれてしまうことから、元気だった人が急に元気を
無くすという意味があります。

10 B）小学校高学年 ○× 国語 ことわざ
同時に二つのものを手に入れようとして失敗してしまうことをいうことわざ「虻蜂
取らず」。この虻も蜂も取れなかった生き物はカエルである。○？×？

×
取れなかった生き物はクモです。クモが自分の巣に引っかかった虻を取ろうとしていたときに蜂も巣に
引っかかり、蜂に気を取られている隙に虻が逃げられ、後に蜂にも逃げられたことに由来します。



番号 対象年齢A／B 形式 ジャンル タイトル 問題文 選択肢1 選択肢2 選択肢3 選択肢4 正解選択肢番号 正解選択肢 解説

1 B）小学校高学年 4択 国語 童話
『アリとキリギリス』で、アリとキリギリス
はそれぞれどんな性質があると描かれ
ているでしょう？

働き者と怠け者 早起きと夜更かし 小食と食いしん坊
インドア派とアウト
ドア派

1 働き者と怠け者

働き者のアリは夏の間からせっせと食料を貯えてい
ましたが、怠け者のキリギリスは夏の間遊んでいて
食糧を貯えなかったため、冬が来て困ってしまう…と
いうお話です。

2 B）小学校高学年 4択 国語 童話
『北風と太陽』で、北風と太陽が争った
のはどんなことでしょう？

雨を降らせる
迷子の犬を探し出
す

旅人の服を脱がせ
る

川に橋を架ける 3
旅人の服を脱がせ
る

北風は強風で無理やり脱がそうとしますがうまくいか
ず、太陽は強く照らすことで旅人に暑さを感じさせ、
旅人の服を脱がせることに成功しました。

3 A）小学校低学年 4択 国語 童話
『ブレーメンの音楽隊』のブレーメンとは
何の名前でしょう？

料理の名前 植物の名前 楽器の名前 都市の名前 4 都市の名前
ドイツ北部にある都市の名前です。動物たちは音楽
隊に入るためにブレーメンを目指します。

4 B）小学校高学年 4択 国語 童話
小説『幸福な王子』で、王子の像の「人
助け」を手伝う動物は何でしょう？

ネズミ カエル ツバメ ウシ 3 ツバメ
町の中心に立つ王子の像がツバメの力を借りて、自
分の体に施された装飾品を次々と町の不幸な人々
に届けるというお話です。

5 B）小学校高学年 4択 国語 童話
『イソップ物語』に登場する寓話「すっぱ
いブドウ」で、ブドウを口にくわえていた
動物は何だったでしょう？

ウサギ キツネ ネコ ブタ 2 キツネ

『イソップ物語』は古代ギリシアに伝わる説話集で
す。日本でもよく知られている『アリとキリギリス』『北
風と太陽』『ウサギとカメ』などの物語が収められて
います。

6 B）小学校高学年 4択 国語 童話
アンデルセン童話『親指姫』の中で、親
指姫が経験する事はどれでしょう？

決闘を申し込まれ
る

催眠術をかけられ
る

声変わりをする プロポーズされる 4 プロポーズ
チューリップの花から生まれた小さな親指姫は、ヒキ
ガエルやコガネムシに誘拐されたり、ネズミに結婚を
迫られたりします。

7 B）小学校高学年 4択 国語 童話
次のうち、『金の斧　銀の斧』で主人公
がする事は何でしょう？

斧を燃やしてしまう 斧に話しかける 斧を盗まれてしまう
斧を川に落としてし
まう

4
斧を川に落としてし
まう

落とすと川から女神があらわれ「お前が落としたの
はこの金の斧ですか？」などと訊かれます。

8 B)小学校高学年 4択 国語 童話
『ハーメルンの笛吹き男』で、ネズミたち
は次々にあることをします。さて、何を
するのでしょう？

教会に逃げる 川に飛び込む 野菜を食い荒らす 森の木を切り倒す 2 川

男の笛の音につられて町中のネズミがついていきま
す。そのまま川に着いても、笛を吹き続けていると、
ネズミが次々に川に飛び込んでいきます。それで町
からネズミの害がなくなりました。

9 B)小学校高学年 4択 国語 童話
『星の王子さま』で、王子がいる星に咲
いた花はどれでしょう？

バラ チューリップ ヒマワリ ヒナゲシ 1 バラ
バラを初めて見た王子は、世話をするもバラは強情
で王子への愛を素直に表せません。その結果、王子
は傷つき、星々を巡る旅に出ます。

10 B)小学校高学年 4択 国語 童話

『白鳥の王子』で、白鳥から王子に戻る
きっかけは、お姫さまが抱えていたある
物を投げかけたからです。さて、そのあ
る物とは一体何でしょう？

野菜 毛布 シャツ お湯 3 シャツ
お姫様は、抱えていたシャツを白鳥に投げかけると、
白烏が11人の王子になりました。というお話です。



番号 対象年齢A／B 形式 ジャンル タイトル 問題文 正解選択肢 解説

1 B）小学校高学年 ○× 理科 色 信号の3色のうち、最も人の目につきやすいのは赤色である。○？×？ ○ 赤、黄、青（緑）の順に波長が長い＝目につきやすくなっています。

2 B）小学校高学年 ○× 理科 色
同じ大きさや素材の白い物と黒い物があったとき、白い物のほうが大きく見え
る。○？×？

○
白や明るい色、暖色系の色は膨張色といい、実際よりも大きく見える色としてファッションなどにも取り入
れられています。ちなみに囲碁で使われる白い石はそのような作用があることから、同じ大きさに見える
ように黒い石よりも少し小さくなっています。

3 B）小学校高学年 ○× 理科 色 「光の三原色」とは赤、青、黄のことである。○？×？ × 赤、青、緑の3つです。この3つを混ぜ合わせることであらゆる色を作り出すことができます。

4 B）小学校高学年 ○× 理科 色 赤、青、緑色の光を全部重ねると、その色は白色になる。○？×？ ○
テレビやパソコン画面にもこの原理が使われています。逆に何も光を発していない部分の色が黒になりま
す。

5 B）小学校高学年 ○× 理科 色 紅茶を英語で、赤いお茶「red tea」という。○？×？ × 紅茶を英語では単に「tea」または「black tea」といいます。

6 B）小学校高学年 ○×クイズ 理科 色 アジサイの色は土の性質によっても変わる。○？×？ ○
アジサイは土が含む性質、酸性、中性、アルカリ性かによって色が変化します。また色が変わる花びらの
ように見える部分は、花びらではなく「がく」と呼ばれる部分です。

7 B）小学校高学年 ○×クイズ その他 色
学校の黒板。「黒」という名前がついているのは、もともとは黒かったためであ
る。○？×？

○
明治時代、学校制度の開始と同時期にアメリカから「ブラックボード」と呼ばれる板が日本に持ち込まれま
した。「ブラックボード」＝「黒板」です。後に黒よりも文字が見えやすい、目に優しいなどの理由から現在
のような緑色になったといいます。

8 B）小学校高学年 ○× 図工 色 色の名前には、歴史上の人物の名前からつけられたものがある。○？×？ ○
利休鼠（りきゅうねず）という色がその色で、茶道を広めた千利休が好んだことから名前がついた、緑が
かった灰色を指します。

9 B）小学校高学年 ○×クイズ その他 色 虹の色。世界の国で共通して7色に区別している。○？×？ ×
日本では虹の色は7色とされていますが、イギリスやアメリカでは6色、ドイツでは5色とするのがふつうで
す。

10 B）小学校高学年 ○× 算数 色
世界地図の国をそれぞれ隣り合わない色で塗るとすると、4色で塗り分けること
ができる。

○
これがどのような地図でもできるかどうかという疑問を「四色問題」といいます。長年、数学者が取り組ん
できた問題ですが、現在はそれができると証明されています。



番号 対象年齢A／B 形式 ジャンル タイトル 問題文 正解選択肢 解説

1 B）小学校高学年 ○× 算数 数字 偶数と奇数を掛けると、答えは必ず偶数にある。○？×？ ○ 掛け算の数字に偶数が含まれていると、答えは必ず偶数になります。

2 B）小学校高学年 ○× 算数 数字 20人で多数決を取った場合、「過半数」とは11人以上のことである。○？×？ ○ 全体の半分を超える数、が過半数になります。よって10は過半数にならず、11以上が該当します。

3 B）小学校高学年 ○× 社会 数字
日本の都道府県名に数の単位が使われているのは、「千」が使われている「千
葉県」だけである。○？×？

× 兆の上に京（けい）という単位があり、その字が東京都と京都府の「京」として使われています。

4 B）小学校高学年 ○× 算数 数字
2人で1度だけジャンケンをしたとき、自分が負けない確率は50パーセント以上
である。○？×？

○
勝つ確率は3分の1、負ける確率も3分の1ですが、あいこになる確率も同じく3分の1あります。よって「負け
ない」確率は3分の2（66.6パーセント）になります。

5 B）小学校高学年 ○× 算数 数字
一、十、百、千、万、億、兆と続く数字の単位。漢字では一より小さい数の単位
の表現はない。○？×？

×
10分の1の「分（ぶ）」、100分の1の「厘（りん）」、1000分の1の「毛（もう）」などといったように、1より小さい
小数を表す単位もあります。

6 B）小学校高学年 ○× 算数 数字
重さの単位「トン」は、成長したブタ1頭の重さが基準になって決められた。○？
×？

×
1000kgを1とする単位です。酒樽の中身の量を確かめるために叩いた時のトンという音が由来とされてい
て、ブタとは全く関係がありません。

7 B）小学校高学年 ○× 算数 数字 数字の1から100までをすべて足すと、ちょうど5000になる。○？×？ ×
わかりやすい計算方法だと、1＋99、2＋98…48＋52、49＋51とそれぞれ答えが100になる計算式が1から
100の間に49組できあがり、これで100×49で4900。それに余った50と100を足すと5050となります。

8 B）小学校高学年 ○× 算数 数字 万、億、兆といった数の数え方の単位には漢字3文字のものもある。○？×？ ○
数の数え方の単位を万から並べると、万、億、兆、京（けい）、垓（がい）、じょ（のぎへんに「予」）、穣（じょ
う）、溝（こう）、澗（かん）、正（せい）、載（さい）、極（ごく）、恒河沙（こうがしゃ）、阿僧祇（あそうぎ）、那由
多（なゆた）、不可思議、無量大数と続き、漢字3文字どころか、漢字4文字のものもあります。

9 B）小学校高学年 ○× 算数 数字 「3.14」などのように、小数点の書き方は全世界共通である。○？×？ ×
日本やアメリカでは「3.14」と表記しますが、イギリスでは「3･14」、フランス、ドイツ、イタリアなどではコンマ
を使って「3,14」と表記します。

10 B）小学校高学年 ○× 算数 数字 数字の「0」を考案したのは日本人である。○？×？ × 「0」を考案したのはインド人で、5世紀頃にはすでにインドでは使われていたそうです。



番号 対象年齢A／B 形式 ジャンル タイトル 問題文 正解選択肢 解説

1 B）小学校高学年 ○× 生活 ファッション
「ワンピース」に対して、上着とスカートが分かれて一組になった洋服を「ダブル
ピース」という。○？×？

×
上着とスカートが分かれたセットの洋服は「ツーピース」といいます。一般的には同じデザインの布で作る
ことがふつうです。

2 B）小学校高学年 ○× 生活 ファッション セーラー服は、もともと船の上で水兵が着ていた服が由来である。○？×？ ○ 水兵を意味する英語「sailor」から来ています。

3 B）小学校高学年 ○× 生活 ファッション
Yシャツとは、その形がアルファベットの「Y」に似ていることから名前がつけられ
た。○？×？

×
Yシャツの「Y」とはアルファベットの「Y」からきたわけでなく、色が白いことから英語で「ホワイトシャツ」と呼
ばれていたことに由来します。この「ホワイト」がなまって「Y」と呼ばれるようになり、日本ではYシャツと名
付けられました。

4 B）小学校高学年 ○× 生活 ファッション
結婚式に招待された客は、花嫁と同じ白い色のドレスは着ない方がよい。○？
×？

○
白は花嫁の色とされているため、招待された人は白やベージュ系の衣装は選ばない方が良いとされてい
ます。

5 B）小学校高学年 ○× 生活 ファッション ミニスカートは日本で生まれたスカートである。○？×？ ×
ミニスカートは1960年代にイギリス・ロンドンのチェルシー地区から誕生したもので、後に同国のデザイ
ナーであるマリー・クワントが商品化したことにより世界に広まりました。

6 B）小学校高学年 ○× 生活 ファッション セーターはもともと風邪をひいた人が着る服だった。○？×？ × セーターは、スポーツ選手たちに減量させようと汗を流させるために作られた服が由来とされています。

7 B）小学校高学年 ○× その他 ファッション
ファッションショーでモデルさんが歩く細長いステージのことを「キャットウォー
ク」という。○？×？

○ 「ランウェイ」とも言います。そもそもこのような細長い通り道自体のことを「キャットウォーク」といいます。

8 B）小学校高学年 ○× 生活 ファッション トートバッグはもともと氷を運ぶために作られたカバンである。○？×？ ○
「トート」には「運ぶ、携帯する」という意味があります。もともとは氷を運ぶためのバッグとして考案された、
丈夫な生地で作られた手提げかばんです。

9 B）小学校高学年 ○× 生活 ファッション 日本で最初にジーンズが作られたのは長崎県である。○？×？ ×
1960年代初めに岡山県倉敷市児島の会社が作ったのが最初とされています。そのことからこの街はジー
ンズの街として売りだしています。

10 B）小学校高学年 ○× 生活 ファッション
「カーディガン」は、発祥国であるカナダを意味する「カナディアン」がなまってつ
いた名前である。○？×？

×
カーディガンは考案者であるイギリスのカーディガン伯爵の名前にちなんだ、前開きのボタンがついたニッ
ト類です。



番号 対象年齢A／B 形式 ジャンル タイトル 問題文 正解選択肢 解説

1 B）小学校高学年 ○× 社会 冒険・探検 日本人はすでに北極点にも南極点にも到達している。○？×？ ○ 南極点は1968（昭和43）年、北極点にはその10年後に、それぞれ到達しています。

2 B）小学校高学年 ○× 社会 冒険･探検
世界一の高さを誇るエベレスト。頂上に登った女性の登山家は、現在まで一人
もいない。○？×？

× 1975年、日本人の田部井淳子さんによる登山隊が、女性初のエベレスト登頂に成功しています。

3 B）小学校高学年 ○× 社会 冒険・探検 月に降り立ったことがあるのは、すべて男性である。○？×？ ○
月面に降り立った人類は今までに12人（この人たちを「ムーンウォーカー」といいます）いますが、すべて
男性です。

4 B）小学校高学年 ○× 社会 冒険・探検
中世の「大航海時代」に、世界各地に船で進出したのはヨーロッパ人である。
○？×？

○ ヨーロッパの列強各国がアジア、アフリカ、アメリカ大陸を目指した時代のことです。

5 B）小学校高学年 ○× 社会 冒険･探検
アメリカ大陸をに到達したことで有名なコロンブス。最後の航海で帰国すること
なく、アメリカで生涯を終えた。○？×？

×
イタリアの探検家クリストファー･コロンブスはアメリカ大陸に初めて到達したヨーロッパ人として有名です。
4度の航海に出て帰国した後、病気となり現在のスペインで生涯を終えました。

6 B）小学校高学年 ○× 社会 冒険・探検 人類がエベレスト登頂に成功したのは、20世紀のことである。○？×？ ○ 1953（昭和28）年、ニュージーランドのヒラリーが登頂に成功しています。

7 B）小学校高学年 ○× 社会 冒険・探検
アメリカ大陸を発見したコロンブスは、アメリカ大陸を死ぬまでインドと思い続け
ていた。○？×？

○
大西洋を横断してインドへの新しい航路を発見しようとしていたコロンブスは、到達した場所は死ぬまでイ
ンドだと思い込んでいました。アメリカ大陸の東にある西インド諸島という名前は、そのことに由来します。

8 B）小学校高学年 ○× 社会 冒険・探検
日本を「黄金の島ジパング」と紹介したマルコ・ポーロは、実際に来日した。
○？×？

× 日本に関する話は伝え聞いただけで、彼自身は来日はしていないとされます。

9 B）小学校高学年 ○× 社会 冒険・探検
「アメリカ大陸」という名前は、かつてアメリカに到達したことがある探検家の名
前がつけられた。○？×？

○
イタリアの航海士・探検家であるアメリゴ・ヴェスプッチという人物がこの大陸がアジアの大陸ではなく新し
い大陸だということを発見し、そのことを記念して名付けられました。

10 B）小学校高学年 ○× 社会 冒険・探検 地球の南の端である南極点にバイクで到達した人もいる。○？×？ ○
その人物とは実は日本人の風間深志（かざま・しんじ）さんです。彼はその前に北極点にもバイクで到達し
ており、日本人で初めて北極点南極点両方に到達した人でもあります。



番号 対象年齢A／B 形式 ジャンル タイトル 問題文 選択肢1 選択肢2 選択肢3 選択肢4 正解選択肢番号 正解選択肢 解説

1 B）小学校高学年 4択クイズ 理科 星・星座

星座のモチーフになっている動物にも
いろいろありますが、次のうち、星占い
に使われている星座には出てこない動
物はどれでしょう？

ヒツジ ウシ ライオン イヌ 4 イヌ

おひつじ座、おうし座、しし座があります。犬が関係
する星座にはおおいぬ座、こいぬ座、りょうけん座が
ありますが、いずれも星占いでは使われていませ
ん。

2 B）小学校高学年 4択クイズ 理科 星・星座
カシオペア座がよく例えられるのは、次
のうちどんな形でしょう？

クエスチョンマーク アルファベットのW 郵便番号のマーク 右向きの矢印 2 アルファベットのW
主だった5つの星をつなぐと「W」のような形ができま
す。

3 B）小学校高学年 4択クイズ 理科 星・星座
次のうち日本で夏の夜に見ることがで
きない星座はどれでしょう？

はくちょう座 わし座 オリオン座 さそり座 3 オリオン座
はくちょう座、わし座、さそり座はすべて夏の星座で
す。オリオン座は冬の星座です。

4 B）小学校高学年 4択クイズ 理科 星･星座
オリオン座を見つけるときの目印となる
三ツ星。この三ツ星が表すのはオリオ
ンの体のどの部分でしょう？

頭 胸 腕 腰 4 腰
冬の星座としても有名なオリオン座。目印となる三ツ
星は狩人オリオンの腰の部分にあたります。

5 B）小学校高学年 4択クイズ 理科 星･星座
一つの星座の中で最も明るく輝く星の
ことを何というでしょう？

エース星 アルファ星 キング星 ベスト星 2 アルファ星
アルファはギリシア文字アルファベットの最初の文字
です。明るい順にアルファ星、ベータ星、ガンマ星と
なります。

6 B）小学校高学年 4択クイズ 理科 星・星座
次のうち、夏の大三角形を形成する星
として、「正しくないもの」はどれでしょ
う？

ベガ デネブ シリウス アルタイル 3 シリウス

夏の大三角形は、こと座の「ベガ」、はくちょう座の
「デネブ」、わし座の「アルタイル」から形成されてい
ます。ちなみに、「シリウス」は「おおいぬ座」の星で、
太陽を除くと地球上から見える最も明るい星です。

7 B）小学校高学年 4択クイズ 理科 星･星座
古くから方角の確認にも使われた北極
星。現在の北極星がある星座は何で
しょう？

おおぐま座 こぐま座 おおいぬ座 こいぬ座 2 こぐま座
ほぼ真北に見える星のため、古くから方位を定める
のに使われているために北極星と呼ばれています。

8 B）小学校高学年 4択クイズ 理科 星･星座
七夕伝説で有名な、彦星にたとえられ
るアルタイルがある星座は何でしょう？

わし座 こと座 はくちょう座 さそり座 1 わし座
アルタイルはわし座の中で最も明るい星の一等星で
す。織姫にたとえられる星はこと座のベガです。

9 B）小学校高学年 4択クイズ 理科 星・星座
夜空に浮かぶ星座の数は全部でいくつ
でしょう？

66個 77個 88個 99個 3 88個
1928年に国際天文学連合という組織が、夜空の星
座を88と定めました。

10 B）小学校高学年 4択クイズ 理科 星・星座
次のうち、本当にある星座はどれでしょ
う？

はえ座 とんぼ座 はち座 あり座 1 はえ座
17世紀ごろには「みつばち座」とよばれていました。
現在ある星座の中では唯一の虫の名前がついた星
座です。



番号 対象年齢A／B 形式 ジャンル タイトル 問題文 選択肢1 選択肢2 選択肢3 選択肢4 正解選択肢番号 正解選択肢 解説

1 B）小学校高学年 4択クイズ 理科 星・星座
太陽系の惑星で、一番大きいのは木星
ですが、一番小さいのはどれでしょう？

水星 金星 地球 火星 1 水星

太陽系の惑星は太陽に近いほうから順に水星、金
星、地球、火星、木星、土星、天王星、海王星です。
直径最大の木星の大きさは最小の水星の大きさの
実に30倍近くもあります。

2 B）小学校高学年 4択クイズ 理科 星･星座
地球の自転によって星が動く角度は、1
時間に約何度でしょう？

約10度 約15度 約20度 約30度 2 15度

地球が自転する360度を24時間で割ると1時間あた
り15度となります。星によっては動く角度が異なる場
合もありますが、だいたいの星が1時間に約15度移
動しています。

3 B）小学校高学年 4択クイズ 理科 星・星座
円盤のように見える、土星の環の正体
は何でしょう？

氷の粒 金属 小さな星 煙 1 こおりのつぶ
土星の環は、たくさんの細い環が集まってできてい
ます。そして、その細い環は、直径1mm～10mぐらい
の氷の粒が集まってできています。

4 B）小学校高学年 4択クイズ 理科 星･星座
次のうち、表面温度が最も高い星の色
はどれでしょう？

赤色の星 オレンジ色の星 黄色の星 青白い色の星 4 青白い色の星

星の色が異なるのは表面温度の違いによるもので
す。表面温度が低く3000度ぐらいの星は赤色、6000
度ぐらいの星は黄色でだんだん白っぽくなり、20000
度以上の高温となると青白く輝いて見えます。

5 B）小学校高学年 4択クイズ 理科 星・星座
俗にいう「一番星」とは、何という星のこ
とでしょう？

決まっていない 金星 木星 北極星 4 決まっていない
一番星とは夕方に１番はじめに輝きだす星のことで
す。そのため、季節によって変わります。ですが、
もっぱら金星のことを一番星とも言うようです。

6 B）小学校高学年 4択クイズ 理科 星・星座
私たちがいる太陽系で、2006年に起
こった「あること」とは何でしょう？

未知の生物を発見
した

大きさが2倍になっ
た

惑星の数が1つ
減った

新しい惑星が発見
された

3
惑星の数が1つ
減った

2006年の国際天文学連合総会という会議で、冥王
星が従来の「惑星」ではなく「準惑星」という分類に
“格下げ”されました。

7 B）小学校高学年 4択クイズ 理科 星・星座
太陽系の惑星の中で、最も高い山があ
るのはどの星でしょう？

水星 金星 地球 火星 4 火星
火星にあるオリンポス山は、高さおよそ24000mと、
地球で最も高いエベレストの3倍近くの高さがありま
す。

8 B）小学校高学年 4択クイズ 理科 星・星座

月の模様は日本ではウサギの形に見
られますが、海外では違います。さて、
北ヨーロッパでは何に見えると伝わる
でしょう？

ボールで遊ぶこど
も

本を読むおばあさ
ん

地面を掘るお父さ
ん

水を飲む女の人 2
本を読むおばあさ
ん

他にも南ヨーロッパではカニ、東ヨーロッパでは女性
の横顔、アラビアではライオンといったように、地方
によって色々と違うようです。

9 B）小学校高学年 4択クイズ 理科 星・星座
地球から自転車で月に行くとすると、お
よそどれくらいの時間がかかるでしょ
う？

約2週間 約4ヵ月 約3年 約100年 3 約3年
地球と月の平均距離は38万4400km。仮に自転車を
時速15kmで走らせたとしても、3年はかかる計算に
なります。

10 B）小学校高学年 4択クイズ 理科 星・星座
ガリレオ・ガリレイが望遠鏡で初めて土
星を観測した時、彼は土星をどう表現し
たでしょう？

宝石の星
恥ずかしがりやの
星

厚着をした星 耳がある星 4 耳がある星
土星の「環」があたかも耳のように見えたところから
きています。
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1 B）小学校高学年 4択クイズ 生活 料理
輪切りした野菜を横にして漢数字の十
の形に切ることを何切りというでしょ
う？

いちょう切り ざく切り 短冊切り あられ切り 1 いちょう切り
その形がまるでイチョウの葉っぱに似ているところか
らそのように呼ばれるようになりました。

2 B）小学校高学年 4択クイズ 生活 料理
次の料理のうち、調理法がほかと異な
るものはどれでしょう？

オムレツ チャーハン 焼きそば 茶碗蒸し 4 茶碗蒸し

オムレツ、チャーハン、焼きそばはフライパンなどで
焼いたり、いためたりしてつくりますが、茶碗蒸しは
だし汁などを加えた卵液を器に入れて蒸してつくりま
す。

3 B）小学校高学年 4択クイズ 生活 料理
カツオやアジでつくるものが有名な、魚
の調理法といえば次のうちどれでしょ
う？

まねき はたき たたき ちまき 3 たたき

カツオのたたきはカツオの表面を火であぶり、水で
冷やしてから厚めに切って刺身状にしたもの。アジ
のたたきはアジをおろしてショウガやネギなどの薬
味といっしょに細かく包丁でたたいたものです。

4 B）小学校高学年 4択クイズ 生活 料理
「さしすせそ」と呼ばれる調味料。最後
の「そ」が意味する調味料は何でしょ
う？

醤油 味噌 ソース ソーダ 2 味噌

一般に「さしすせそ」と呼ばれる調味料は砂糖、塩、
酢、醤油、味噌の5つです。このさしすせその順番に
味つけをするとよいともいわれています。「せ」は「せ
うゆ」のことで、昔は「しょうゆ」をこのように書いてい
ました。

5 B）小学校高学年 4択クイズ 生活 料理
料理に用いる「まな板」。もともとは何を
調理するための板という意味があった
でしょう？

肉 魚 豆腐 野菜 2 魚
かつては「真魚板」と書きました。「真魚」は調理に使
う魚という意味があります。

6 B）小学校高学年 4択クイズ 生活 料理
麺などをゆでている時に、熱湯の中に
入れる少量の水を特に何というでしょ
う？

びっくり水 うっかり水 こっそり水 げっそり水 1 びっくり水 沸騰して吹きこぼれるのを防ぐ役割があります。

7 B）小学校高学年 4択クイズ 生活 料理
人の名前から命名された料理はどれで
しょう？

グラタン ナポリタン おはぎ サンドイッチ 4 サンドイッチ
サンドイッチは18世紀のイギリスにいたサンドイッチ
伯爵の名前にちなんでいます。

8 B）小学校高学年 4択クイズ 生活 料理
カリフラワーをゆでる時に酢を入れたり
しますが、これはどのような理由からで
しょう？

きれいにゆであがる芯が柔らかくなる 栄養分が増える 味が甘くなる 1
きれいにゆであが
る

カリフラワーにはゆでると色が変わる物質が含まれ
ていますが、お酢を入れることでその物質が色を変
えてしまうのを防ぐことができます。

9 B）小学校高学年 4択クイズ 生活 料理
スパゲティを使った料理「ナポリタン」の
発祥国はどこでしょう？

アメリカ イタリア スペイン 日本 4 日本
スパゲティを使った「ナポリタン」は日本生まれの料
理です。第二次大戦後に横浜のホテルで考案された
と伝えられています。

10 B）小学校高学年 4択クイズ 生活 料理
料理を食べ終わった後に言う「ごちそう
さま」とは、元々どんな意味があるで
しょう？

今夜はよく眠れそうで
悔しいけど負けを
認めます

走り回ってくれてあ
りがとう

このことは他の人
には話しません

3
走り回ってくれてあ
りがとう

漢字では「ご馳走様」と書きます。馳走とは走り回る
という意味があり、おもてなしをするために食事の材
料を走り回って集める様子を指しています。



番号 対象年齢A／B 形式 ジャンル タイトル 問題文 選択肢1 選択肢2 選択肢3 選択肢4 正解選択肢番号 正解選択肢 解説

1 B）小学校高学年 4択クイズ 国語 漢字
次のうち、3つ組み合わせても1つの漢
字にならないものはどれでしょう？

口 車 山 木 3 山
口が3つで「品」という字、木が3つで「森」という字に、
車が3つで難しい字ですが「轟（とどろ）く」という字が
できます。

2 B）小学校高学年 4択クイズ 国語 漢字
漢字の部首で、「さんずい」は主に水に
関係する漢字を作りますが、「貝へん」
は何に関係する漢字を作るでしょう？

お金 家 衣服 体 1 お金
貯金の「貯」、販売の「販」といった漢字の部首がこ
の「貝へん」です。

3 B）小学校高学年 4択クイズ 国語 漢字
「母」という漢字に草かんむりをつける
と、どんな果物を表す漢字になるでしょ
う？

イチゴ ブドウ ミカン リンゴ 1 イチゴ
イチゴは「苺」と書きます。どんどん子株を生み出す
ことから「母」という漢字が使われるようになったとも
いわれています。

4 B）小学校高学年 4択クイズ 国語 漢字
小学校で習う漢字の中で、もっとも画数
が多いものは何画でしょう？

15画 20画 25画 30画 2 20画
小学校で習う漢字では、「競」「議」「護」の3つが20画
で最も多い画数です。

5 B）小学校高学年 4択クイズ 国語 漢字
次の都道府県のうち、小学校1年生で
習う漢字で書くことができないのはどれ
でしょう？

青森 石川 山口 大分 4 大分
大分の「分」は小学校2年生で習う漢字です。他の漢
字はすべて1年生の時に習う漢字です。

6 B）小学校高学年 4択クイズ 国語 漢字
漢字一字で「アメリカ」を表すときに使
われる穀物は、次のうちどれでしょう？

こめ まめ むぎ いも 1 こめ
アメリカは漢字で「亜米利加」と書きます。漢字一字
では「米」の部分でアメリカを意味します。ちなみに中
国ではアメリカを「美国」と書きます。

7 B）小学校高学年 4択クイズ 国語 漢字
「米」という漢字一字で、ある単位を表
すことがあります。その単位とは次のう
ちどれでしょう？

グラム メートル リットル カラット 2 メートル
長さの単位「メートル」です。米へんに「千」という漢
字をつけると「キロメートル」を表す漢字になります。

8 B）小学校高学年 4択クイズ 国語 漢字
中国生まれの漢字を元に、日本でつく
られたオリジナルの漢字を何というで
しょう？

日字 国字 独字 新字 2 国字
国字（こくじ）といいます。「畑」や「峠」などは日本で
生まれた漢字です。

9 B）小学校高学年 4択クイズ 国語 漢字
「分」「次」「成」。この3つの文字に、ある
1文字の漢字を加えると、別の漢字にな
ります。それは次のどれでしょう？

口 糸 皿 月 3 皿
盆(ぼん）、盗（とう・ぬすむ）、盛（もる）という漢字に
なります。

10 B）小学校高学年 4択クイズ 国語 漢字
小学校で行われるおなじみのスポー
ツ、ドッジボールを漢字ではどのように
書くでしょう？

避球 庭球 闘球 送球 3 避球
「庭球」はテニス、「闘球」はラグビー、「送球」はハン
ドボールを表します。



番号 対象年齢A／B 形式 ジャンル タイトル 問題文 選択肢1 選択肢2 選択肢3 選択肢4 正解選択肢番号 正解選択肢 解説

1 B）小学校高学年 4択 生活 4月
気象庁などが発表する、全国の桜の開
花する日を予想して結んだ地図情報の
ことを何というでしょう？

桜まつり 桜結び 桜前線 桜吹雪 3 桜前線
地図の等高線のようなまがった線が引かれます。南
からスタートし、徐々に北に上がっていきます。

2 B）小学校高学年 4択 生活 4月
かつては昭和天皇の誕生日だった「昭
和の日」。この名前となる前は何と呼ば
れていたでしょう？

あかりの日 かおりの日 ゆとりの日 みどりの日 4 みどりの日

学者として植物の知識に通じていた昭和天皇を偲ん
で、「自然に親しむとともにその恩恵に感謝し、豊か
な心をはぐくむ」ことを目的に「みどりの日」と名づけ
られました。現在は5月4日が「みどりの日」となって
います。

3 B）小学校高学年 4択 生活 4月
4月といえば花見ですが、次のうち桜の
最も遅い時期なのはどれでしょう？

葉桜 3分咲き 7分咲き 満開 1 葉桜
葉桜とは花が散り、若葉が生えてきたころの桜のこ
とです。

4 B）小学校高学年 4択 生活 4月
「春のうららの隅田川～」と歌い出す唱
歌のタイトルは、何でしょう？

春 花 朝 桜 2 花 作曲は滝廉太郎です。

5 B）小学校高学年 4択 その他 4月
4月になると見かける鳥、「燕」は何と読
むでしょう？

つばめ めじろ うぐいす ふくろう 1 つばめ
地域により差がありますが、4～7月頃に見かけま
す。

6 B）小学校高学年 4択 生活 4月

平安時代、清少納言によって書かれた
『枕草子』という随筆に「春はあけぼ
の」。と記されています。「あけぼの」と
いう時間帯が良いという意味ですが、こ
の「あけぼの」とはいつ頃のことでしょ
う？

明け方 午前中 夕暮れ時 夜中 1 明け方
その後に、山々のきわが白くなっていく様子や、紫が
かった雲がたなびいている風景も良いとつづってい
ます。

7 B）小学校高学年 4択 その他 4月
春先、特に4月に大陸から飛んでくる、
色のついた砂・砂嵐を何というでしょ
う？

白砂 青砂 黄砂 桃砂 3 黄砂
中国の奥地の砂漠から風に乗ってやってきます。特
に西日本で多く観測されます。

8 B）小学校高学年 4択 生活 4月
4月1日の「エイプリルフール」。日本で
は「四月馬鹿」などといいますが、フラ
ンスでは何と呼ばれているでしょう？

四月の雪 四月の魚 四月の靴 四月の本 2 四月の魚

フランスでは「ポワソン・ダブリル（四月の魚）」と呼ば
れています。子どもたちは魚の形に切った紙を人の
背中に貼るいたずらをしたり、家族で魚の形をしたパ
イを食べたりして楽しみます。

9 B）小学校高学年 4択 生活 4月
4月には「十三参り」というお参りをする
行事がありますが、これに行くのは次
のどのような人でしょう？

13歳の人
生まれて13日目の
赤ちゃん

結婚して13年目の
人

13ヶ月前にケガをし
た人

1 13歳の人
京都で行われるものが特に有名です。13歳になった
人が親と一緒にお寺にお参りする行事です。

10 B）小学校高学年 4択 生活 4月
次のうち、4月8日生まれで、全国でお
祝いの行事が行われるのは誰でしょ
う？

三蔵法師 一休さん 聖徳太子 お釈迦様 4 お釈迦様
4月8日が誕生日で、その日は「花祭り」と呼ばれ、お
寺などで行事が行われたりします。



番号 対象年齢A／B 形式 ジャンル タイトル 問題文 正解選択肢 解説

1 B）小学校高学年 ○× 生活 4月 4月にある唯一の祝日は「みどりの日」である。○？×？ ×
昭和の日です。2006年までは「みどりの日」と呼ばれていましたが、現在みどりの日は5月4日に移動して
います。

2 B）小学校高学年 ○× 生活 4月
毎月ごとに誕生石という宝石が決められていますが、4月はもっとも貴重なダイ
ヤモンドが選ばれている。

○ 代表的なものでは5月がエメラルド、6月が真珠、7月がルビーなどとなっています。

3 B）小学校高学年 ○× 生活 4月 ゴールデンウィークは4月からはじまる。○？×？ ○
ゴールデンウィークは4月29日の昭和の日あたりから5月5日のこどもの日あたりにかけての休みが多い
週を指します。

4 B）小学校高学年 ○× 生活 4月
サクラの開花日。現在は天気や花のつぼみの状態からコンピューターで計算し
て決められている。○？×？

×
気象庁では観測するサクラの木を地域ごとに定めていて、この木に5～6輪以上の花が咲いた日が「開花
日」となります。コンピューターが決めるわけではなく、監察員が木の状態を観察し、花を数えて開花日を
発表しているのです。

5 B）小学校高学年 ○× 生活 4月 1月1日から数えてちょうど100日目は4月にある。○？×？ ○ その年がうるう年でなければ4月10 日、うるう年なら4月9日がちょうど100日目になります。

6 B）小学校高学年 ○× 生活 4月 春一番とは、4月になって初めて吹く強い風のことである。○？×？ ×
立春（2月4日ごろ）を過ぎて春分（3月21日ごろ）までの間に、初めて吹く南寄りの強い風を春一番といいま
す。

7 B）小学校高学年 ○× 生活 4月
スペインでは、4月に日本のバレンタインデーのように男の人に本を送る日があ
る。○？×？

○
スペインでは毎年4月23日を「サンジョルディの日」といい、男性は女性に赤いバラの花を、女性は男性に
本を送る習慣があります。

8 B）小学校高学年 ○× 生活 4月 同じ学年で最も誕生日が早いのは、4月1日生まれの人である。○？×？ ×
「満6歳になった翌日以降で最初に迎える4月1日に入学する」と決められているため、4月1日生まれの人
と4月2日生まれの人とでは入学が1年ずれます。

9 B）小学校高学年 ○× 生活 4月 気候に関する言葉「小春日和」とは春、4月の陽気を表している。○？×？ × 秋の終わりから冬の初めにかけて、おだやかで暖かい気候になることを指しています。

10 B）小学校高学年 ○× 生活 4月 外国でも、4月に入学する国が一番多い。○？×？ × 欧米を中心に9月入学としている国が多く、4月は少数派です。



番号 対象年齢A／B 形式 ジャンル タイトル 問題文 選択肢1 選択肢2 選択肢3 選択肢4 正解選択肢番号 正解選択肢 解説

1 B）小学校高学年 4択 体育 野球
野球の守備のうち、ミットと呼ばれるグ
ローブを付けるポジションが2つありま
す。それはキャッチャーとどこでしょう？

ピッチャー ファースト セカンド サード 2 ファースト
キャッチャーはピッチャーの速い球を受けるために
厚く、ファーストは送球を受けることが多いため長め
の、それぞれミットと呼ばれるグローブを使います。

2 B）小学校高学年 4択 体育 野球
プロ野球12球団は2つのリーグに分か
れています。それはセ・リーグと何リー
グでしょう？

ア・リーグ ウ・リーグ ナ・リーグ パ・リーグ 4 パ・リーグ

巨人や阪神が属するセ・リーグと、楽天やソフトバン
クが属するパ・リーグの2つのグループからなってい
ます。ちなみに大リーグはアメリカンリーグとナショナ
ルリーグに分かれています。

3 B）小学校高学年 4択 体育 野球
プロ野球で使うボール。外側は何枚の
革を貼り合わせて作るでしょう？

1枚 2枚 3枚 4枚 2 2枚

2枚の雪だるまを長くしたような形の革を貼り合わせ
ています。作り方はこちらのサイト「ミズノ発見隊」に
詳しく紹介されています。
http://www.mizuno.co.jp/hakkentai/2013/05/20130
524.html

4 B）小学校高学年 4択 体育 野球
日本に野球が伝わったのはいつでしょ
う？

鎌倉時代 江戸時代 明治時代 昭和時代 3 明治時代
明治4年に、日本で英語を教えていたアメリカ人教師
が学生たちに教えたのがはじまりです。

5 B）小学校高学年 4択 体育 野球
軟らかいボールを使って行う軟式野球
はどこの国で生まれたでしょう？

日本 アメリカ 中国 フランス 1 日本
大正時代に、硬い球・硬球を使うと非常に危険であ
るということから、より安全な軟らかいボールを使っ
た軟式野球が日本で考案されました。

6 B）小学校高学年 4択 体育 野球
高校野球の甲子園大会で、負けた高
校の選手がする「恒例行事」はどれで
しょう？

校歌を歌う
ボールをスタンドに
投げ込む

コーラを掛け合う
グラウンドの土を持
ち帰る

4
グラウンドの土を持
ち帰る

「またこの場所に帰ってくる」との思いから、負けても
土を持ち帰らない学校・球児もいます。

7 B）小学校高学年 4択 体育 野球
3人のバッターが連続してホームランを
打った時、最高で何点が入るでしょう？

3点 4点 5点 6点 4 6点
最初のバッターが満塁ホームランで4点、その後の2
人が1点ずつの時が最大で合6点になります。

8 B）小学校高学年 4択 体育 野球

2006年に行われた野球の世界大会、
ワールド・ベースボール・クラシックの
第1回大会で優勝したのはどこの国で
しょう？

日本 アメリカ 韓国 オーストラリア 1 日本

過去3回、このワールド・ベースボール・クラシックが
開催されていますが、そのうち第1回と第2回は日本
が優勝しており、第3回は大西洋のカリブ海に浮か
ぶ島国、ドミニカ共和国が優勝しています。

9 B）小学校高学年 4択 体育 野球
昔は野球用語が日本語に置き換えら
れていました。次のうち、ストライクを表
すのはどれでしょう？

よし あたり おみごと てきちゅう 1 よし
戦時中は英語が「敵性語」として禁じられ、日本語に
置き換えられていました。他にアウトが「引け」、三振
が「それまで」などがあります。

10 B）小学校高学年 4択 体育 野球

福井県のとある会社ではプロ野球で折
れたバットをある物にリサイクルして
売っています。そのある物とは何でしょ
う？

鉛筆 まな板 本棚 お箸 4 お箸
その名もバットにちなんで「かっとばし!!」といいます。
プロ野球チームの球団のマークが入っているといっ
た特徴があります。



番号 対象年齢A／B 形式 ジャンル タイトル 問題文 正解選択肢 解説

1 B）小学校高学年 ○× 理科 桜 桜の開花を示す「桜前線」は、ふつう南から北へ進んでいく。○？×？ ○
南から北に、低い場所から高い場所に進んでいきますが、気候の影響などによる若干の「ずれ」はありま
す。

2 B）小学校高学年 ○× 理科 桜 桜の開花日は、昔に比べて早くなってきている。○？×？ ○
温暖化の影響といわれています。地域によって（南の暖かい場所）では、逆に遅くなるケースもあるのだと
か。

3 B）小学校高学年 ○× 理科 桜 桜の花びらはすべて5枚である。○？×？ × 普通5枚のものがイメージされやすいですが、多いものでは50枚近くになるものもあります。

4 B）小学校高学年 ○× 理科 桜 桜と梅は同じ仲間の花である。○？×？ ○ 桜も梅もバラ科という同じ科に属する仲間です。

5 B）小学校高学年 ○× 理科 桜 桜の満開とは全ての花が咲ききった状態をいう。○？×？ × 満開とは8割以上の花が開いた状態のことを言います。

6 B）小学校高学年 ○× 理科 桜 アメリカにも桜が生えている。○？×？ ○ アメリカの首都・ワシントンには、日本から送られた桜の木があり、毎年花を咲かせています。

7 B）小学校高学年 ○× 理科 桜
日本で古くから行なわれてきた花見。奈良時代も「花見」といったら桜の花を鑑
賞していた。○？×？

×
奈良時代の貴族の行事から広まった「花見」。当初は中国から伝わったばかりの梅の花を観賞していまし
た。現在のように桜の花が主流となったのは平安時代のことです。

8 B）小学校高学年 ○× 理科 桜 真冬に咲く桜もある。○？×？ ○
その名も「冬桜」という種類があります。「不断桜」と呼ばれるものは、季節を問わず一年中花をつけてい
ます。

9 B）小学校高学年 ○× 理科 桜 日本で一番古いといわれる桜の木は、樹齢2000年を超えている。○？×？ ○
山梨県の実相寺にある山高神代桜が日本最古の桜の木といわれています。樹齢は何と約2000年で、国
の天然記念物にも指定されています。

10 B）小学校高学年 ○× 理科 桜 桜の中には、緑色の花を咲かせるものがある。○？×？ ○
桜には白や淡いピンク以外の花びらを持つ品種もあります。「後衣黄（ぎょいこう）」という、緑色の花を咲
かせるちょっと変わった桜もあります。



番号 対象年齢A／B 形式 ジャンル タイトル 問題文 選択肢1 選択肢2 選択肢3 選択肢4 正解選択肢番号 正解選択肢 解説

1 B）小学校高学年 4択 生活 ケータイ・スマホ
ケータイやスマホの「マナーモード」と
は、どんな機能でしょう？

インターネットができ
お金を払うことがで
きる

メールで写真を送
る

着信の時、音を出
さない

4
着信の時、音を出
さない

電話やメールを、振動やランプの点滅で知らせてく
れます。電車の中など、音を出すと迷惑になる場所
で主に使います。

2 B）小学校高学年 4択 生活 ケータイ・スマホ
スマートフォンから出る光に含まれてい
る、人の目に大きな負担をかけるとい
われている光は何ライトでしょう？

レッドライト ブルーライト グリーンライト ホワイトライト 2 ブルーライト

この光により目の疲れや痛みだけではなく、すっきり
寝れなくなったり、気持ちが落ち込んだりするといっ
た症状が起こると言われています。これを防ぐため
には、この光を防ぐための眼鏡をかけるなどの方法
があります。

3 B）小学校高学年 4択 生活 ケータイ・スマホ
世界で初めてカメラがついた携帯電話
を発売したのは、どこの国の会社でしょ
う？

日本 アメリカ 中国 フランス 1 日本
1999年に発売されました。ただしテレビ電話として考
案されたために、画面があるほうにレンズがあった
ため、当時は普及しませんでした。

4 B）小学校高学年 4択 生活 ケータイ・スマホ
スマホの使い過ぎで、あるものがまっ
すぐになる症状が問題になっていま
す。それは次のうち、どれでしょう？

指先 舌 首の骨 まゆ毛 3 首の骨
「ストレートネック」と呼ばれるものです。うつむいてス
マホの画面を見る時間が増えると、本来は少しカー
ブしている首の骨がまっすぐになる症状のことです。

5 B）小学校高学年 4択 その他 ケータイ・スマホ

携帯電話がうまれるよりもずっと前、日
本で最初に誕生した移動できる無線電
話は、どんな乗り物に設置されたもの
だったでしょう？

船 バス 自動車 新幹線 1 船
1953年にサービスが始まった「港湾電話サービス」
は、東京湾と大阪湾に停泊している船や近海を航行
中の船を対象にしたものでした。

6 B）小学校高学年 4択 その他 ケータイ・スマホ

2015年1月に発表されたジュニア向け
のスマートホン。「ちょっとまって！」と
警告が出るのはどんな言葉を入力した
ときでしょう？

お笑いのネタ 人を傷つける言葉 テストの答え 個人的な名前 2 人を傷つける言葉

「うざい」「キモい」など人を傷つけるような言葉を入
力したときには警告が出ます。また、入力された場
合は保護者向けのメニューから確認できるように
なっています。

7 B）小学校高学年 4択 その他 ケータイ・スマホ
1895年に登場した初期の携帯電話
「ショルダーホン」。その重さは、どれく
らいだったでしょう？

500グラム 1キログラム 3キログラム 5キログラム 3 5キログラム
名前の通り、肩から下げて持ち運ぶ携帯電話。その
重さは何と約3キログラムほどもありました。

8 B）小学校高学年 4択 生活 ケータイ・スマホ

独特の機能がたくさんついたケータイ
のことを「ガラケー」ということがありま
す。この「ガラ」は「ガラパゴス」を略した
ものですが、一体何の名前でしょう？

開発した人の名前
宇宙にある星の名
前

古代から生きてい
る魚の名前

太平洋に浮かぶ
島々の名前

4
太平洋に浮かぶ
島々の名前

太平洋に浮かぶガラパゴス諸島には、他の島と接し
ていないことから独自の進化をしている動物が多く
生息しています。そこにちなんで日本独特の機能が
ついた携帯のことをガラパゴス携帯、略して「ガラ
ケー」と呼びます。

9 B）小学校高学年 4択 生活 ケータイ・スマホ
世界で携帯を最も多く売り出しているの
は、どこの国の会社でしょう？

韓国 中国 日本 アメリカ 1 韓国
1位は韓国のメーカー（サムスン）で、2位はアメリカ
（アップル）、そして3位～5位までは中国の会社が
入っています。

10 B）小学校高学年 4択 生活 ケータイ・スマホ
2014年の世界のスマートフォンの販売
台数は、どれくらいでしょう？

東京都の人口の10分
東京都の人口くら
い

日本の人口くらい
日本の人口の10倍
くらい

4
日本の人口の10倍
くらい

日本の人口はおよそ1億2700万人です。2014年のス
マートフォンの販売台数は2013年の約10億台から3
割ほど伸び、13億台となっています。



番号 対象年齢A／B 形式 ジャンル タイトル 問題文 正解選択肢 解説

1 B）小学校高学年 ○× 社会 新幹線 世界で一番早く走ることができる鉄道は、新幹線である。○？×？ ×
2007年にフランスの高速鉄道・TGVが試験走行ですが、時速574.8キロという記録を出しました。リニア
モーターカーでは、日本で時速581キロというスピードを達成しています。

2 B）小学校高学年 ○× 社会 新幹線 新幹線の最高速度は時速300キロメートルを超えている。○？×？ ○
平成9年に山陽新幹線で時速300キロメートルを記録しました。現在では東北新幹線の宇都宮駅-盛岡駅
間において、最高時速320キロメートルで運行されています。

3 B）小学校高学年 ○× 社会 新幹線 車体が黄色い新幹線がある。○？×？ ○
「ドクターイエロー」と呼ばれる新幹線で、お客さんを乗せるのではなく、線路のゆがみなど、新幹線が安
全に運行できるようにチェックをするために走っています。

4 B）小学校高学年 ○× 社会 新幹線 一番長い編成の新幹線は、東京スカイツリーよりも長い。○？×？ × のぞみN700系の16両編成が404.7メートルで、スカイツリー（634メートル）の3分の2弱です。

5 B）小学校高学年 ○× 社会 新幹線 東海道新幹線には、かつて「食堂車」がついていた。○？×？ ○
1975年に登場した食堂車は16両編成車両の8両目に連結されていましたが、利用客が増え客車を増やす
ため、2000年3月のダイヤ改正時に姿を消しました。

6 B）小学校高学年 ○× 社会 新幹線 新幹線には、2階建て車両はない。○？×？ × 上越新幹線においてのみ、2階席が設けられている車両があります。

7 B）小学校高学年 ○× 社会 新幹線
新幹線の駅名。「新」がつく駅はたくさんありますが、「古」とつく駅はひとつもな
い。○？×？

× 東北新幹線の「古川駅」と、東海道新幹線の「名古屋駅」の2駅あります。

8 B）小学校高学年 ○× 社会 新幹線 新幹線が走る駅と駅の間の線路には、踏切がない。○？×？ ○
営業路線にはありませんが、一か所だけ、静岡県浜松市に踏切はあります。本戦と工場をつなぐための
「引き込み線」です。1日に2～3回、新幹線が通過するということです。

9 B）小学校高学年 ○× 社会 新幹線
今までに新幹線を利用した人ののべ人数は、世界の全人口より多い。○？
×？

○
東海道新幹線だけでも、開業からの50年で56億人以上が利用しています。その他の路線も含めた乗客数
は年間およそ3億人で、北陸新幹線の開業でますます増えることでしょう。

10 B）小学校高学年 ○× 社会 新幹線 新幹線が通る線路が通っていながら、駅がひとつもない県がある。○？×？ ○ その県とは茨城県で、東北新幹線の線路が少しだけ通っていますが、駅はひとつもありません。



番号 対象年齢A／B 形式 ジャンル タイトル 問題文 選択肢1 選択肢2 選択肢3 選択肢4 正解選択肢番号 正解選択肢 解説

1 B）小学校高学年 4択 体育 ダンス
バレエで使われる「トウシューズ」の特
徴は次のうちどれでしょう？

つま先で立つことがで
叩くときれいな音が
鳴る

汗をよく吸収する
バネがついていて
高く跳ぶことができ
る

1
つま先で立つこと
ができる

先端が固く、平らに作られているので、バレエで必要
とされるつま先立ちのポーズを取ることができます。

2 B）小学校高学年 4択 音楽 ダンス
スペインの踊り、フラメンコを踊る女性
が手に持っている楽器は何でしょう？

タンバリン マラカス カスタネット トライアングル 3 カスタネット
本格的なフラメンコでは右手に高音用、左手に低音
用のカスタネットをつけて踊るそうです。

3 B）小学校高学年 4択 体育 ダンス
島根県で生まれた、あるものを捕まえ
る動作をまねた踊り「○○○すくい」。
○○○に入るのは何でしょう？

からす ねずみ どじょう おに 3 どじょう
頭にてぬぐいを巻き、手にはざるを持ち、島根県民
謡『安来節（やすぎぶし）』に乗りながら、ユーモラス
に踊ります。

4 B）小学校高学年 4択 体育 ダンス
中米で生まれた「リンボーダンス」に向
いているのは、どんな人でしょう？

髪の長い人
腹筋が発達してい
る人

体が柔らかい人 背の高い人 4 体が柔らかい人

音楽にのって、低く水平に渡された棒の下をくぐり抜
けます。棒に触れたり、棒を落とすとアウトです。世
界記録では約13センチの高さの棒をくぐり抜けてい
ます。

5 B）小学校高学年 4択 音楽 ダンス

マイケル・ジャクソンが得意とした、前
に歩いて行くように見えて後ろへと下が
るダンスステップを何ウォークというで
しょう？

スカイウォーク ムーンウォーク ドリームウォーク ナイトウォーク 2 ムーンウォーク
まるで宇宙飛行士が月面を歩くように見えることから
このような名前がつきました。

6 B）小学校高学年 4択 体育 ダンス
「盆踊り」は、元々どんな目的で行われ
ていたでしょう？

害虫を追い払うため
天気がよくなるため
のおまじない

体力をつけるため
亡くなった人を供養
するため

4
亡くなった人を供養
するため

お盆の時期に帰ってきた先祖の霊をしずめる・供養
するために行われていました。かつては一晩中踊っ
ていたこともあったそうです。

7 B）小学校高学年 4択 体育 ダンス
アメリカ生まれの「タップダンス」で、リ
ズムを刻む音はどうやって出している
でしょう？

口笛を吹く 靴を鳴らす 服をこする 指を鳴らす 2 靴を鳴らす
つま先とかかとに「タップス」と呼ばれる金属製の板
を張り付けた靴を履いて、ステップを踏む時にそれを
鳴らしてリズムを刻みます。

8 B）小学校高学年 4択 音楽 ダンス
早いリズムが特徴的なダンス、サンバ
が生まれた国はどこでしょう？

アルゼンチン スペイン ブラジル フランス 3 ブラジル
毎年2月頃にリオデジャネイロで行われるサンバカー
ニバルが特に有名です。

9 B）小学校高学年 4択 音楽 ダンス
毎年8月に「阿波おどり」という踊りで街
中が賑わうのは、四国の何市でしょ
う？

徳島市 高松市 松山市 高知市 1 徳島市
約400年も続く踊りで、太鼓や笛、鉦（かね）などの楽
器の音に合わせて街中を踊ります。

10 B）小学校高学年 4択 音楽 ダンス
フォークダンスでおなじみの曲『マイム
マイム』。この「マイム」とはどんな意味
があるでしょう？

水 石油 お菓子 太陽 1 水
イスラエル生まれの民謡で、マイムは「水」という意
味があります。未開の地に水を引くことができた喜び
を表しています。



番号 対象年齢A／B 形式 ジャンル タイトル 問題文 選択肢1 選択肢2 選択肢3 選択肢4 正解選択肢番号 正解選択肢 解説

1 B）小学校高学年 4択クイズ 理科 鳥 次のうち、渡り鳥はどれでしょう？ カラス ウグイス キジ ツル 4 ツル
ツルは秋から冬ごろに北の方から日本へやってきま
す。そして、温かくなり始めた3月頃にまた帰っていき
ます。

2 B)小学校高学年 4択クイズ 理科 鳥
プロ野球のチーム「ヤクルトスワロー
ズ」。この「スワローズ」とは、どんな鳥
のことでしょう？

ツル ツバメ カモメ カラス 2 ツバメ
プロ野球のチーム名には鳥の名前が多く使われて
います。ソフトバンクホークスの「ホーク」は鷹、楽天
イーグルスの「イーグル」は鷲です。

3 B）小学校高学年 4択クイズ 理科 鳥
次のうち、ワシやタカと同じ「猛禽（もう
きん）類」という仲間に分類される鳥は
どれでしょう？

フクロウ カモメ ペリカン オウム 1 フクロウ
猛禽類は鋭いくちばしと爪を持ち、他の昆虫や動物
を捕まえて食べる習性を持っています。

4 B)小学校高学年 4択クイズ 理科 鳥
フクロウは首をぐるりと回すことができ
ますが、最大で何度回るでしょうか？

90度 180度 270度 360度 3 270度

360度回せるわけではありません。なぜ270度も回る
かというと、首の骨の数が多いためです。人の首の
骨は7本ですが、フクロウの首の骨は14本もありま
す。

5 B)小学校高学年 4択クイズ 理科 鳥
漢字で「鳥」は「とり」と読みますが、で
は、それよりも横棒が1本だけたりない
「烏」は何という鳥のことでしょう？

カラス スズメ フクロウ ワシ 1 カラス
カラスは体全体が真っ黒で、目がどこにあるかわか
りません。なので、目を表す横棒を取り除いた漢字
が使われるようになったといわれています。

6 B）小学校高学年 4択クイズ 理科 鳥
モズという鳥の独特の習性「はやにえ」
とは、つかまえた虫などの獲物をどうす
ることでしょう？

土に埋める 水で洗う 木の枝に刺す 石でつぶす 3 木の枝に刺す
モズの手の握る力が弱いので、木の枝をフォークの
かわりにしているとも、冬のためにとっておくなどとも
いわれます。

7 B）小学校高学年 4択クイズ 理科 鳥
次のうち、本当にいる鳥はどれでしょ
う？

マル バツ ウソ ホント 3 ウソ

ウソは林にすむ、スズメよりちょっと大きな鳥です。
昔、人が吹く口笛のことを「オソ」と呼んでいて、「ウ
ソ」の鳴き声が口笛みたいなので「ウソ」と呼ばれる
ようになったともいわれます。

8 B）小学校高学年 4択クイズ 理科 鳥
日本にすむ鳥「カッコウ」は、珍しい習
性を持っています。さて、それは次のど
れでしょう？

他の鳥の巣に卵を産土にもぐる
スズメと一緒に行
動する

雨が降り始めると
泣き出す

1
他の鳥の巣に卵を
産む

この習性を「托卵（たくらん）」といいます。自分で産
んだにもかかわらず、他の鳥の親に、育てさせます。

9 B）小学校高学年 4択クイズ 理科 鳥
英語で「クックー」といえば、日本語で
はどんな鳥のことでしょう？

カラス ハト カモ カッコウ 4 カッコウ
カラスは「クロウ」、ハトは「ピジョン」、カモは「ダック」
といいます。

10 B）小学校高学年 4択クイズ 理科 鳥

南米のペルーの一部にすむ「オナガラ
ケットハチドリ」という鳥がいます。この
鳥は、ある「ポーズ」をするのですが、さ
て、そのポーズとは、次のどれでしょ
う？

ガッツポーズ バンザイ ピース バイバイ 2 バンザイ
バンザイのポーズをとって、愛のダンスをする珍しい
鳥です。



番号 対象年齢A／B 形式 ジャンル タイトル 問題文 正解選択肢 解説

1 B）小学校高学年 ○× 国語 文字 アルファベットは、英語でしか使われない。○？×？ × フランス語や、ドイツ語、イタリア語などで使われる文字もアルファベットです。

2 B）小学校高学年 ○× 国語 文字 世界で一番初めに文字を使ったのは、漢字を作った中国人である。○？×？ ×
最初に文字を使ったのは、今のイラクのあたりにいた人々です。土地などのやりとりを記録するために使
われました。

3 B）小学校高学年 ○× 国語 文字 赤ちゃんに名前をつけるときに、使えない漢字がある。○？×？ ○
人の名前に使える漢字が決められています。ただし、名前の漢字をどのように読むかは自由に決めること
ができます。

4 B）小学校高学年 ○× 国語 文字
「クイズ」を「kuizu」のように、日本語をアルファベットでかいたもののことを「ギリ
シャ文字」という。○？×？

×
「ローマ字」といいます。アルファベットが古代ローマで使われていたことからこの名前がつきました。日本
にこの文字がやってきたのは、今から400年ほど前の戦国時代です。

5 B）小学校高学年 ○× 国語 文字 「みみずがはったような文字」といえば、とても上手な字のことである。○？×？ × とてもきたない字のことをいいます。

6 B）小学校高学年 ○× 国語 文字
漢字の多くは中国で作られましたが、中には日本で作られた漢字もある。○？
×？

○ 日本で作られた漢字を「国字」などといいます。国字には「畑」や「峠」、「凩（こがらし）」などがあります。

7 B）小学校高学年 ○× 国語 文字
日本語は横書きのとき左から右に読みますが、世界には右から左に読む文字
もある。○？×？

○ アラビア文字などは右から左に読みます。ちなみに、昔は日本語も右から左に読まれていました。

8 B）小学校高学年 ○× 国語 文字 世界で初めてテレビに映し出された文字は、日本のカタカナだった。○？×？ ○
日本のテレビの生みの親と言われる高柳健次郎という人物が、1926年に初めて映像を画面に映すことに
成功しました。その時のカタカナは「イ」でした。

9 B）小学校高学年 ○× 国語 文字 世界で初めて作られた顔文字は、　(^o^)　である。○？×？ ×
1982年、アメリカのスコット・ファールマンというコンピューター技術者が、横向きにして見る　:-)　という顔
文字を発明しました。

10 B）小学校高学年 ○× 国語 文字
「ABCD…」から始まるアルファベットで、一番よく使われる文字は「A」である。
○？×？

× 一番よく使われる文字は「E」です。ちなみに、一番使われない文字は「Z」だそうです。



番号 対象年齢A／B 形式 ジャンル タイトル 問題文 正解選択肢 解説

1 B)小学校高学年 ○× 生活 文房具 鉛筆の「H」や「HB」とは、色の濃さを表すものである。○？×？ ×
芯の硬さを表しています。B、2B、3B・・・とBが増えるほど濃く柔らかく、H、2H、3H・・・とHが増えるほど薄く
硬くなります。BはBlackの、HはHardの略です。

2 B)小学校高学年 ○× 生活 文房具 油性のマーカーで書いた字は決して消えない。○？×？ ×
水性のものに比べて落ちにくいのは事実です。書いた素材にもよりますが、決して落ちないわけではあり
ません。書いてから時間が経つと落ちにくくなるので早めに対処をしましょう。

3 B)小学校高学年 ○× 生活 文房具 「インク」と「インキ」は同じものを指す。○？×？ ○
「インキ」はオランダ語からきた発音で、「インク」は英語からきています。同じものを指しますが、インキは
印刷業界などでよく使われますね。

4 B)小学校高学年 ○× 生活 文房具 コンパスと定規だけで、正三角形を描くことができる。○？×？ ○
定規で線をひいて、その両はしを中心に最初に描いた線の長さを半径とする円をコンパスを使って描くと、
円が交わる場所ができます。両はしからその交わった場所に向けて定規で線を引くと、正三角形ができあ
がります。

5 B)小学校高学年 ○× 生活 文房具
「鉛筆」という名前の通り、鉛筆の製造には金属の鉛が使われている。○？
×？

× 鉛ではなく「黒鉛」と「粘土」を混ぜたものを使っています。黒鉛は炭素からできた鉱物の一種です。

6 B)小学校高学年 ○× 生活 文房具 鉛筆の使用期限は、だいたい100年ぐらいである。○？×？ ×
保存状態がよければ半永久的に使うことができます。約400年前に作られたという日本最古の鉛筆は、現
在でも書くことができるようです。

7 B)小学校高学年 ○× 生活 文房具 文房具の「文房」とは、文字を書くための紙を意味する言葉である。○？×？ × 「文房」とは読書や書き物をするための部屋、書斎のことを意味します。

8 B)小学校高学年 ○× 生活 文房具 えんぴつ1本分の芯で、10km以上の線をひくことができる。○？×？ ○
10kmどころか、50kmもの線をひくことができます。削りながらだと、ひける線の長さは短くなりますが、
10kmよりは十分長いでしょう。

9 B)小学校高学年 ○× 生活 文房具 ボールペンは「ボールさん」が発明したのでこう呼ばれる。○？×？ ×
先端に小さなボールが埋め込まれていて、それが回転することによりインクが送られ書くことができる仕
組みです。ちなみに発明したのはハンガリーのビロという人です。

10 B)小学校高学年 ○× 生活 文房具 現在多く使われているプラスチック消しゴムは、日本で発明された。○？×？ ○
塩化ビニルから消しゴムをつくる技術を発明したのは日本人です。従来の消しゴムよりよく消えると大きな
反響を呼び、現在の主流となりました。



番号 対象年齢A／B 形式 ジャンル タイトル 問題文 正解選択肢 解説

1 B）小学校高学年 ○× 社会 日本一 日本で一番高いビルは、東京都にある。○？×？ ×
大阪にある「あべのハルカス」という高さ300メートルのビルが、2013年に日本一高いビルになりました。ち
なみに、東京スカイツリーはビルではありません。

2 B）小学校高学年 ○× 社会 日本一
日本一広い市である岐阜県高山市は、日本一狭い県である香川県より広い。
○？×？

○
高山市は他の市町村との合併の結果、香川県や大阪府より広く、東京都とほぼ同じくらいの大きさになり
ました。

3 B)小学校高学年 ○× 社会 日本一 日本で海から1番遠い場所があるのは、北海道である。○？×？ ×
その地点は長野県の佐久市の山中にあります。海岸線からの直線距離でおよそ115キロメートルで、これ
は東京から熱海間ぐらいです。

4 B)小学校高学年 ○× 社会 日本一 日本一深い湖に東京タワーを入れると、全部つかってしまう。○？×？ ○
日本一深い湖は秋田県にある田沢湖で、その深さは423.4メートル。東京タワーの高さは333メートルなの
で、全部つかってしまいます。

5 B）小学校高学年 ○× 社会 日本一 日本一短い川は、「シャトルラン」で走る20メートルよりも短い。○？×？ ○ 日本一短い川は和歌山県にある「ぶつぶつ川」で、なんと長さ13.5メートルしかありません。

6 B）小学校高学年 ○× 社会 日本一
日本で記録された一番高い気温は41.0度ですが、一番低い気温はマイナス
41.0度である。○？×？

○
最高気温41.0度が記録されたのは2013年8月12日、高知県の江川崎（えかわさき）という場所でした。一
方、最低気温は1902年1月25日、北海道の旭川で記録されたマイナス41.0度です。

7 B）小学校高学年 ○× 社会 日本一
日本一高い建物である「東京スカイツリー」の高さ634mは、江戸の始めに活躍
した剣術家・宮本武蔵の名前にちなんでいる。○？×？

×
東京スカイツリーが建つ地域一帯を、かつて「武蔵国」（現在の東京都・埼玉県と神奈川県の一部）とい
い、これにちなんで634mとなりました。

8 B）小学校高学年 ○× 社会 日本一 地図に載っている日本一低い山は、沖縄県にある。○？×？ ×
宮城県仙台市にある「日和山（ひよりやま）」が3メートルで、日本で最も低い山として地形図に掲載されて
います。

9 B）小学校高学年 ○× 社会 日本一 住んでいる人が一番長生きな都道府県は、長野県である。○？×？ ○
長い間沖縄が1位でしたが、最近は様子が変わってきました。2013年の1位は男性（80.88歳）・女性（87.18
歳）ともに長野県で、沖縄県は女性は3位でしたが男性は30位にまで転落しました。

10 B）小学校高学年 ○× 社会 日本一
日本一神社が多い都道府県は、有名な神社がたくさんある京都府である。
○？×？

×
日本で一番神社の数が多いのは新潟県です。2011年度の文化庁の調べによると、新潟県は4772社、兵
庫県が3863社で2番目、ちなみに京都は1766社でした。



番号 対象年齢A／B 形式 ジャンル タイトル 問題文 正解選択肢 解説

1 B）小学校高学年 ○× 社会 日本一 日本で一番高いビルは、東京都にある。○？×？ ×
大阪にある「あべのハルカス」という高さ300メートルのビルが、2013年に日本一高いビルになりました。ち
なみに、東京スカイツリーはビルではありません。

2 B）小学校高学年 ○× 社会 日本一
日本一広い市である岐阜県高山市は、日本一狭い県である香川県より広い。
○？×？

○
高山市は他の市町村との合併の結果、香川県や大阪府より広く、東京都とほぼ同じくらいの大きさになり
ました。

3 B)小学校高学年 ○× 社会 日本一 日本で海から1番遠い場所があるのは、北海道である。○？×？ ×
その地点は長野県の佐久市の山中にあります。海岸線からの直線距離でおよそ115キロメートルで、これ
は東京から熱海間ぐらいです。

4 B)小学校高学年 ○× 社会 日本一 日本一深い湖に東京タワーを入れると、全部つかってしまう。○？×？ ○
日本一深い湖は秋田県にある田沢湖で、その深さは423.4メートル。東京タワーの高さは333メートルなの
で、全部つかってしまいます。

5 B）小学校高学年 ○× 社会 日本一 日本一短い川は、「シャトルラン」で走る20メートルよりも短い。○？×？ ○ 日本一短い川は和歌山県にある「ぶつぶつ川」で、なんと長さ13.5メートルしかありません。

6 B）小学校高学年 ○× 社会 日本一
日本で記録された一番高い気温は41.0度ですが、一番低い気温はマイナス
41.0度である。○？×？

○
最高気温41.0度が記録されたのは2013年8月12日、高知県の江川崎（えかわさき）という場所でした。一
方、最低気温は1902年1月25日、北海道の旭川で記録されたマイナス41.0度です。

7 B）小学校高学年 ○× 社会 日本一
日本一高い建物である「東京スカイツリー」の高さ634mは、江戸の始めに活躍
した剣術家・宮本武蔵の名前にちなんでいる。○？×？

×
東京スカイツリーが建つ地域一帯を、かつて「武蔵国」（現在の東京都・埼玉県と神奈川県の一部）とい
い、これにちなんで634mとなりました。

8 B）小学校高学年 ○× 社会 日本一 地図に載っている日本一低い山は、沖縄県にある。○？×？ ×
宮城県仙台市にある「日和山（ひよりやま）」が3メートルで、日本で最も低い山として地形図に掲載されて
います。

9 B）小学校高学年 ○× 社会 日本一 住んでいる人が一番長生きな都道府県は、長野県である。○？×？ ○
長い間沖縄が1位でしたが、最近は様子が変わってきました。2013年の1位は男性（80.88歳）・女性（87.18
歳）ともに長野県で、沖縄県は女性は3位でしたが男性は30位にまで転落しました。

10 B）小学校高学年 ○× 社会 日本一
日本一神社が多い都道府県は、有名な神社がたくさんある京都府である。
○？×？

×
日本で一番神社の数が多いのは新潟県です。2011年度の文化庁の調べによると、新潟県は4772社、兵
庫県が3863社で2番目、ちなみに京都は1766社でした。



番号 対象年齢A／B 形式 ジャンル タイトル 問題文 正解選択肢 解説

1 B）小学校高学年 ○× 社会 江戸時代 江戸時代は200年以上続いた。○？×？ ○ 1603年から1867年まで、264年間も続きました。この間に就いた将軍は15人います。

2 B）小学校高学年 ○× 社会 江戸時代 江戸時代の武士は、みんなお金持ちだった。○？×？ × 武士の中にも、お金持ちの大名から、そうでない下級武士までいました。

3 B）小学校高学年 ○× 社会 江戸時代 江戸時代には、まだ日本は都道府県に分かれてなかった。○？×？ ○
江戸時代では全国を「藩」という地域に分けていました。藩に代わって府と県が置かれるようになったのは
明治4年のことです。

4 B）小学校高学年 ○× 社会 江戸時代 江戸時代の将軍の名前には、みんな「家」という漢字がつく。○？×？ ×
徳川家の将軍で名前に「家」という漢字がつかない人は、2代目の徳川秀忠、5代目の徳川綱吉、8代目の
徳川吉宗、15代目の徳川慶喜の4人います。

5 B）小学校高学年 ○× 社会 江戸時代 江戸時代はとても平和だったので、一度も戦争は起こらなかった。○？×？ ×
大阪の陣、戊辰戦争などの戦さが起こりました。これらの戦いが起こったのは江戸時代の始めと終わりに
集中しており、その間のおよそ200年間は平和な時代でした。

6 B）小学校高学年 ○× 社会 江戸時代 日本が鎖国をしている間、日本はどこの国とも貿易しなかった。○？×？ × 鎖国中でもオランダ・中国・朝鮮との外交は続けられました。

7 B）小学校高学年 ○× 社会 江戸時代 江戸時代から現在まで続いているお店がある。○？×？ ○ デパートの三越や、羊かんの虎屋など、江戸時代に始まって今でも続いているお店はたくさんあります。

8 B）小学校高学年 ○× 社会 江戸時代 江戸時代の将軍はもちろん全員大人だった。○？×？ ×
江戸幕府の7代将軍・徳川家継はわずか4歳で将軍になりました。しかも7歳の時に天皇家の婚約をします
が、病弱であったため風邪を悪化させて、その翌年わずか8歳で亡くなりました。

9 B）小学校高学年 ○× 社会 江戸時代 江戸時代の時間の単位「一時（いっとき）」とは、2時間のことである。○？×？ ○
江戸時代は日の出と日の入りを基準にして、昼夜、それぞれ6分割した「一時」という時間の単位を使って
いまいた。そのため季節によっても一時は2時間を中心に、長くなったり短くなったりもします。

10 B）小学校高学年 ○× 社会 江戸時代 江戸時代に、日本でも象が飼われていた。○？×？ ○ 中国の商人が8代将軍・吉宗にオスとメス2頭の像を献上し、江戸で飼育されていた記録が残っています。



番号 対象年齢A／B 形式 ジャンル タイトル 問題文 正解選択肢 解説

1 B）小学校高学年 ○× 理科 恐竜 人類と恐竜が一緒に暮らしていた時代がある。○？×？ ×
恐竜が絶滅したのはおよそ6000万年前です。対して人類の誕生は数百万年前とされており、共存してい
た時代はありません。

2 B）小学校高学年 ○× 理科 恐竜 日本で恐竜の化石が見つかったことはない。○？×？ ×
フクイサウルスなどの恐竜が日本でも見つかっています。福井県勝山市にある恐竜博物館で、その化石
を見ることができます。

3 B）小学校高学年 ○× 理科 恐竜 恐竜の中には、毛が生えていたものもいた。○？×？ ○ 毛が生えていた恐竜が進化して鳥になったと考えている学者もいます。

4 B）小学校高学年 ○× 理科 恐竜
ステゴサウルスは、子どものときにお母さんと別れて過ごすことから、「捨て子」
にちなんで名前がついた。○？×？

×
「ステゴ」には屋根という意味があります。これは、ステゴザウルスの背中についている骨でできた板が、
まるで屋根のように見えるからとされています。

5 B）小学校高学年 ○× 理科 恐竜
ティラノサウルスやステゴサウルスのように恐竜の名前には「○○サウルス」と
いうものがよくあります。この「サウルス」は強いという意味がある。

×
「サウルス」とはトカゲという意味です。ちなみにティラノサウルスはＴ・レックスとも呼ばれますが、この
「レックス」とはラテン語で王様のことです。

6 B）小学校高学年 ○× 理科 恐竜 「ゴジラサウルス」という恐竜がいる。○？×？ ○ 名付けた古生物学者のケネス・カーペンターさんがゴジラの大ファンでした。

7 B）小学校高学年 ○× 理科 恐竜
図鑑などで描かれている恐竜の中には、体の色を想像で決められているもの
がある。○？×？

○
最近の研究で少しずつ色が分かってきた恐竜もいますが、まだい分かっていないものがほとんどです。皮
は骨と違い、化石として残らないからです。

8 B）小学校高学年 ○× 理科 恐竜 トリケラトプスは時速100kmほどで走っていた。○？×？ × 早くても時速30km前後だったそうです。

9 B）小学校高学年 ○× 理科 恐竜 人よりも大きな脳みそを持つ恐竜はいない。○？×？ ○
今のところ、人間よりも大きな脳を持つ恐竜は見つかっていません。人の脳は1400gほどですが、あの大
きなティラノサウルスでさえ、脳みそは最大で530gほどだったようです。

10 B）小学校高学年 ○× 理科 恐竜 空を飛ぶ恐竜もいる。○？×？ ×
恐竜がいた時代に空を飛んでいた、プテラノドンなどのは虫類を翼竜といいます。恐竜は脚が体の真下に
伸びており前後に動かして歩くなどの特徴を持つもので、海にすむ首長竜などとも区別されます。ちょっと
ひっかけっぽい問題でした。



番号 対象年齢A／B 形式 ジャンル タイトル 問題文 選択肢1 選択肢2 選択肢3 選択肢4 正解選択肢番号 正解選択肢 解説

1 B)小学校高学年 4択クイズ その他 なぞなぞ

太郎くんは次の4つのもののお使いを
頼まれました。しかし、1つだけ買わな
かったものがあります。それはどれで
しょう？

イチゴ バナナ リンゴ ミカン 1 イチゴ
イチゴにだけは皮がありません。イチゴは買わ(皮)な
かったのでした。

2 B)小学校高学年 4択クイズ その他 なぞなぞ
数字で書くと2画なのに、漢字で書くと5
画になるものはなんでしょう？

よん ご ろく なな 1 よん
数字で書くと「4」。漢字で書くと「四」。つまり、文字の
画数のことを表しています。

3 B)小学校高学年 4択クイズ その他 なぞなぞ
とても固いお肉でも、ナイフやフォーク
を使わずに食べられるの何屋さんで
しょう？

ケーキ屋さん 魚屋さん 床屋さん 八百屋さん 3 床屋さん 床屋さんは「噛み切る（髪切る）」ことができます。

4 B)小学校高学年 4択クイズ その他 なぞなぞ
家を建てたばかりなのに、もう古くなっ
て（年をとってしまって）いるのは、どこ
でしょう？

お風呂場 階段 廊下 玄関 3 廊下 年をとることを「老化（ろうか）」といいます。

5 B)小学校高学年 4択クイズ その他 なぞなぞ
次のうち、英語にすると、驚いたりする
こともあるのは、どれでしょう？

かばん 帽子 靴 メガネ 2 帽子
帽子はは英語で「ハット」といいます。驚くと「はっとす
る」と言いますね。

6 B)小学校高学年 4択クイズ その他 なぞなぞ
小学校には1年生から6年生までいま
す。さて、お昼の12時になると、みんな
「小学何年生」になるでしょう？

2年生 3年生 4年生 5年生 4 5年生
5年生は「小5」＝「しょうご」＝「正午（しょうご）」＝12
時、というわけです。

7 B)小学校高学年 4択クイズ その他 なぞなぞ
毎月最初の日に隠れている動物は何
でしょう？

イタチ スカンク マングース ヘビ 1 イタチ
毎月の1日目を「ついたち」といいます。イタチが隠れ
ていますね。

8 B)小学校高学年 4択クイズ その他 なぞなぞ
季節が｢秋｣｢夏｣｢春｣｢冬｣となるところ
があります。それはどこでしょう？

新聞 ノート 小説 辞典 4 辞典 辞典では、「あいうえお」順に言葉が並んでいます。

9 B)小学校高学年 4択クイズ その他 なぞなぞ
パンダの大好きな「ささ」が5つ集まる
と、どんな調味料になるでしょう？

砂糖 塩 胡椒 しょう油 1 砂糖
ささが5つ集まるとと、「さ」という文字が10個になる
ので、正解は「さとう」です。

10 B)小学校高学年 4択クイズ その他 なぞなぞ
次の4人がジャンケンをしました。誰が
勝ったかな？

本田圭佑 イチロー 白鵬 浅田真央 2 イチロー
この4人のうち、カタカナで書くのはイチロー選手だ
け。つまり「誰が勝ったかな（カタカナ）」と聞かれる
と、それはイチロー選手です。



番号 対象年齢A／B 形式 ジャンル タイトル 問題文 正解選択肢 解説

1 B）小学校高学年 ○× その他 世界記録 世界で最も大きいネズミの仲間は、カピバラである。○？×？ ○ カピバラはげっ歯類というネズミの仲間では最も体が大きな動物として知られています。

2 B）小学校高学年 ○× その他 世界記録 これまで世界一背が高かった人は、身長が3メートル以上あった。○？×？ ×
身長が3メートルを超える人物がいたという記録は残されていません。史上最も背が高かったのはアメリカ
のロバート・ワドローさんといい、2メートル72センチでした。

3 B）小学校高学年 ○× その他 世界記録 跳び箱の世界記録は20段よりも高い。○？×？ ○
2011年に日本の大山大和（ひろかず）さんが24段の跳び箱を跳ぶことに成功しました。高さは、3メートル
16センチにもなります。

4 B）小学校高学年 ○× その他 世界記録 世界一長いつり橋は日本にある。○？×？ ○
日本の明石海峡大橋が世界一長いつり橋としてギネス記録に認定されています。全長はおよそ4キロメー
トルもあります。

5 B）小学校高学年 ○× その他 世界記録 世界一長い道路のトンネルは、マラソンで走る距離よりも長い。○？×？ ×
マラソンの距離は42.195キロメートルですが、世界一長い道路トンネルはノルウェーにあり、長さは24.51
キロメートルです。ただし鉄道のトンネルの世界一は青函トンネルで、53.85キロメートルあります。

6 B）小学校高学年 ○× その他 世界記録 陸上の100m走の世界記録を日本人が持っていたことがある。○？×？ ○
1935年に吉岡隆徳(たかよし)選手が10秒3という当時の世界タイ記録を達成しました。現在の世界記録は
ボルトの記録した9秒58ですが、今のところ日本人で9秒台を記録した選手はいません。

7 B）小学校高学年 ○× その他 世界記録
ルービックキューブを6面完成させるまでのj時間の世界記録は10秒を切ってい
る。○？×？

○ 何と世界記録は5秒55です。2013年にオランダ人が記録しました。

8 B）小学校高学年 ○× その他 世界記録
現在世界一高い塔は東京スカイツリーですが、世界にはかつて、東京スカイツ
リーよりも高い塔があった。○？×？

○
ポーランドのワルシャワにあったラジオ塔は、東京スカイツリーよりも12メートルm高い646メートルありまし
た。

9 B）小学校高学年 ○× その他 世界記録
リンボーダンスでくぐる棒の高さの世界最低記録は、鉛筆の長さよりも短い。
○？×？

○
日本の鉛筆の長さは17.2センチメートル以上と決められています。リンボーダンスの世界記録は何と12.7
センチメートルしかありません。

10 B）小学校高学年 ○× その他 世界記録 眠らずに過ごした時間の長さの世界記録は、1か月以上である。○？×？ ×
1か月はさすがに記録されていませんが、アメリカのランディー・ガードナーという人は、11日間も眠らな
かったそうです。



番号 対象年齢A／B 形式 ジャンル タイトル 問題文 正解選択肢 解説

1 B）小学校高学年 ○× 国語 ことわざ
ことわざの「雨降って地固まる」とは、取り返しのつかないことをした、後悔した
という意味である。○？×？

× 「以前よりも、よい状態になる」や「基礎が固まる」など、良い意味で使われることわざです。

2 B）小学校高学年 ○× 国語 ことわざ
初夢に見るとよいものを表したことわざ「一富士二鷹三○○○」。○○○はなす
びである。○？×？

○
由来としては徳川家康が好んだ3つ、富士山、鷹狩り、初物のなすびを取り上げたとする説などいくつかあ
りますが、はっきりとはわかっていません。

3 B）小学校高学年 ○× 国語 ことわざ
ことわざの「犬も歩けば棒にあたる」には、いい意味と悪い意味の2つがある。
○？×？

○
「何かをしていると思いがけず良いことがある」と、「出しゃばると良くないことがおこる」という悪い意味の
両方があります。

4 B）小学校高学年 ○× 国語 ことわざ
「情けは人のためならず」は、人に親切にし過ぎると良くないという意味のこと
わざである。○？×？

× 人に良いことをするとそれが自分にも返ってくるので、人には親切にしましょうという意味で使います。

5 B）小学校高学年 ○× 国語 ことわざ
ことわざ「ひょうたんからこま」の元となった話で、ひょうたんから出てくるのはく
るくると回るコマである。○？×？

×
「ひょうたんからこま」というときの「こま」は漢字で駒と書きます。これは馬を指しています。思いがけない
ことがおこる、冗談で言ったことが現実となるという意味です。

6 B）小学校高学年 ○× 国語 ことわざ
ことわざ「鵜（う）の目鷹（たか）の目」。色んな方法を使ったけど、結局は分から
ないという意味である。○？×？

× 熱心にモノを探し出そうとする様子や、その目つきのことを表すことわざです。

7 B）小学校高学年 ○× 国語 ことわざ
ことわざ「青菜に塩」。その名のとおり、青い野菜の葉っぱに塩をかけると、しお
れてしまう様子から、元気がなくなるという意味で使われる。○？×？

○
ほうれんそうなどをゆでて、塩をまぶすと、元の形とは比べ物にならないくらい小さくなることから、元気が
なくなるこを表しています。

8 B）小学校高学年 ○× 国語 ことわざ
ことわざ「かっぱの川流れ」とは、その道の達人でも、たまには失敗したり間
違ったりすることがあるという意味である。○？×？

○
泳ぎが上手なかっぱでも、水に押し流されることがあるということ。「猿も木から落ちる」、「弘法も筆の誤
り」と同じように使います。弘法とは書道の達人のお坊さんで、そんな名人でも間違うことがあるという意
味です。

9 B）小学校高学年 ○× 国語 ことわざ
ことわざ「頭隠して尻隠さず」。うまく隠れることが出来なかった動物はダチョウ
である。○？×？

×
うまく隠れられなかったのはキジです。キジは追われると、草むらに頭だけを突っ込むという習性がありま
す。そこから、少しの悪いところを隠したことで、すべてを隠したたつもりでいるという意味のことわざになり
ました。

10 B）小学校高学年 ○× 国語 ことわざ
ことわざ「急がば回れ」。これはもともと日本で1番大きな湖・琵琶湖の周りを回
れ、という意味だった。○？×？

○
琵琶湖には強い風が吹いていたので、琵琶湖を船でまっすぐに渡るよりも、橋を渡って遠回りした方が、
結局は安全で早かったそうです。急いでいるときこそ、安全で確実な方法を使うべきだという意味です。



番号 対象年齢A／B 形式 ジャンル タイトル 問題文 正解選択肢 解説

1 B）小学校高学年 ○× 社会 富士山 富士山は世界遺産の一つである。○？×？ ○
2013年に世界文化遺産に登録されました。世界遺産には自然遺産（と複合遺産）が他にありますが、「信
仰の対象と芸術の源泉」としての富士山の価値が認められた結果、文化遺産での登録となりました。

2 B）小学校高学年 ○× 社会 富士山 富士山は、これまでに1度も噴火したことがない。○？×？ ×
最近だと1707年に大噴火を起こしています。この時、100km以上離れた江戸にも火山灰が降り注いだと記
録されています。

3 B）小学校高学年 ○× 社会 富士山 富士山にふつうに登ることができるのは、夏の間に限られる。○？×？ ○ 7月1日の山開きから山じまいの8月終わりまでが、富士山の登山シーズンです。

4 B）小学校高学年 ○× 社会 富士山 富士山はお札のデザインにも使われている。○？×？ ○ 現在は千円札の図柄に使われています。かつては五百円札や五千円札の図柄にも使われていました。

5 B）小学校高学年 ○× 社会 富士山 富士山山頂は山梨県に含まれる。○？×？ ×
富士山山頂は、静岡県・山梨県どちらに含まれるとも決まっていません。山頂は浅間（せんげん）大社とい
う神社の私有地になっています。

6 B）小学校高学年 ○× 社会 富士山 富士山の山頂には気象観測のためのレーダーがある。○？×？ ×
以前はレーダーが置かれ、職員が観測をしていましたが、今では自動気象観測装置が取って代わってい
ます。

7 B）小学校高学年 ○× 社会 富士山 富士山の火口は１つしかない。○？×？ ×
山頂にある直径700メートルの火口が有名ですが、小さいものまで含めると70以上もの火口があるとされ
ています。

8 B）小学校高学年 ○× 社会 富士山 富士山のすそ野の面積は、日本一の湖・琵琶湖の面積よりも広い。○？×？ ○
富士山のすそ野の面積は約1200平方キロメートルで、これは沖縄本島とほぼ同じ大きさ。対して琵琶湖
の面積は約670キロメートルです。

9 B）小学校高学年 ○× 社会 富士山
離島を除いて、日本で最も早く初日の出を見ることが出来るのは、富士山山頂
である。○？×？

○
富士山山頂が最も早く、午前6時42分に初日の出を見ることができます。離島を含めると、午前5時27分に
見られる日本最東端の島・南鳥島が一番です。

10 B）小学校高学年 ○× 社会 富士山 富士山の高さは、世界で100位以内に入る。○？×？ × 100位に入るには、標高が7000メートル代でなくてはいけません。



番号 対象年齢A／B 形式 ジャンル タイトル 問題文 選択肢1 選択肢2 選択肢3 選択肢4 正解選択肢番号 正解選択肢 解説

1 B）小学校高学年 4択クイズ 国語 漢字 漢字が生まれた国はどこでしょう？ 日本 中国 韓国 インド 2 中国
漢字は古代の中国で生まれた文字です。文字のな
かった日本にまず漢字がもたらされ、そこからひらが
なやカタカナが生まれました。

2 B）小学校高学年 4択クイズ 国語 漢字
漢字の部首の分類で、上の方につくの
は「かんむり」ですが、下の方につく部
首をまとめて何というでしょう？

あし しり くつ そこ 1 あし
「思」などの「こころ」、「熱」など「れんが・れっか」、
「兄」などの「ひとあし・にんにょう」などが当てはまり
ます。

3 B）小学校高学年 4択クイズ 国語 漢字
二字熟語で、1文字目が音読み、2文字
目が訓読みの場合、全体をとくに「何読
み」というでしょう？

重力読み 重要読み 重量読み 重箱読み 4 重箱読み

「重」が「じゅう」で音読み、「箱」が「はこ」で訓読みで
すね。1文字目が訓読み、2文字目が音読みだと「湯
桶（ゆとう）読み」といいます。湯桶とはお湯を汲む時
の桶のことです。

4 B）小学校高学年 4択クイズ 国語 漢字
つぎの漢字のうち、横棒から書きはじ
めるのはどれでしょう？

有 右 友 布 3 友
横棒と左払いの長さを比べて、短い方から書くという
ルールがあります。

5 B）小学校高学年 4択クイズ 国語 漢字 漢字の「空」の部首は何でしょう？ うかんむり あなかんむり わかんむり そらかんむり 2 あなかんむり
「空」の上半分が「穴」になっています。「うかんむり」
と勘違いしやすいので気をつけましょう。

6 B）小学校高学年 4択クイズ 国語 漢字
次の虫へんの漢字のうち、虫を表して
いるのは一つだけです。どれでしょう？

蚊 蛙 虹 蛤 1 蚊

「蚊」は血を吸う「カ」のことです。なぜ「文」という字が
ついているかというと、蚊の飛ぶ音が「ぶーん」という
からという説があります。「蛙」はカエル、虹はにじ、
「蛤」はハマグリという漢字です。

7 B）小学校高学年 4択クイズ 国語 漢字
漢字の部首の1つ「けものへん」の元に
なった漢字は何でしょう？

毛 人 牛 犬 4 犬
「犬」という字からできた部首です。漢和辞典ではふ
つう「犬」として分類されています。

8 B）小学校高学年 4択クイズ 国語 漢字
次の記号のような文字のうち、漢字で
はないのは1つしかありません。どれで
しょう？

￥ 〆 凸 卍 1 ￥

「〆」は「しめ」と読む2画の漢字です。「〆切り」など
のように使います。「凸」は「とつ」と読む5画の漢字
です。「凸凹」と書いて「でこぼこ」という熟語として使
われることがあります。「卍」は「まんじ」と読む6画の
漢字です。

9 B）小学校高学年 4択クイズ 国語 漢字
ヨーロッパの国、スペインを漢字一字で
はどう表すでしょう？

東 西 南 北 2 西

昔はスペインを漢字では「西班牙」などと書くことが
ありました。そのため、「西」でスペインを指します。
他にもイギリスは「英吉利」と書いていたことから
「英」で表されます。

10 B）小学校高学年 4択クイズ 国語 漢字
1画で書ける漢字は漢数字の「一」以外
にあるでしょうか？

「一」だけしかない
漢数字の中にもう1
つある

ふつうに使われる
漢字の中にもう1つ
ある

ふつうに使われる
漢字の中にもいく
つかある

3
ふつうに使われる
漢字の中にもう1つ
ある

一般に使う範囲の漢字を常用漢字といい、2136字が
定められています。その中で1画で書けるのは「一」
と「乙」の2字だけです。



番号 対象年齢A／B 形式 ジャンル タイトル 問題文 正解選択肢 解説

1 B）小学校高学年 ○× 社会 エコ・環境 「エコ」は、「エコノミー」という言葉を略したものである。○？×？ ×
「エコロジー」の略で、「自然や環境の保護運動」という意味があります。「エコノミー」は「お金のやりくり」や
「節約」といった意味です。

2 B）小学校高学年 ○× 社会 エコ・環境
夏の気温は、冷房をたくさんつける都市部の方がその周辺地域よりも低くな
る。

×
「ヒートアイランド現象」と言い、アスファルトやビルから放出される熱や、冷房・車の排気熱が原因となり、
都市部の方が周辺地域よりも高くなります。

3 B）小学校高学年 ○× 社会 エコ・環境 エアコンをつけると、部屋の中だけでなく部屋の外も涼しくなる。○？×？ × 熱を外に追い出すことによって部屋を涼しくしているので、外は暑くなります。

4 B）小学校高学年 ○× 社会 エコ・環境
工場などが出すガスのせいで汚れた空気は、他の国の方には流れていくことも
ある。○？×？

○
風に乗って流れていきます。空気の汚れは1つの国の問題ではなく、世界的な問題なので、たくさんの国
で協力して解決しないといけません。

5 B）小学校高学年 ○× 社会 エコ・環境
地球温暖化の原因である二酸化炭素は、空気中の酸素より多くふくまれてい
る。○？×？

×
空気の成分は窒素と酸素がほとんどです。二酸化炭素はほんの少ししか含まれていませんが、それでも
昔よりは増えていて地球温暖化の原因の1つとされています。

6 B）小学校高学年 ○× 社会 エコ・環境 土に埋めると分解されるプラスチックがある。○？×？ ○
生分解性プラスチックやグリーンプラと呼ばれています。土に埋めると徐々に分解されていくため、焼却処
分をする普通のプラスチックに比べて二酸化炭素の放出量が少ないのが特徴です。

7 B）小学校高学年 ○× 社会 エコ・環境
家の中にある電化製品で、1年間のうち最も電気を使っているのはテレビであ
る。○？×？

× 家の中で最も電気を使うのは冷蔵庫で、2番目が照明器具、テレビは3番目です（2009年）。

8 B）小学校高学年 ○× 社会 エコ・環境 太陽エネルギーで必要とされているのは、その熱だけである。○？×？ ×
太陽エネルギーの利用方法には太陽熱温水器など熱を使うものと、太陽光発電のように光のエネルギー
を使う場合とがあります。

9 B）小学校高学年 ○× 社会 エコ・環境
電化製品を使わないときでも、コンセントに差しっぱなしにしていると電気が消
費されることがある。○？×？

○
時計の表示やリモコンに反応させるため、実際に器具を使用していなくても少しですが電力を使用してい
る機器があります。この電力を待機電力と呼びます。

10 B）小学校高学年 ○× 社会 エコ・環境
1日にふつうの家で使われる水は、1人あたり、2リットル入りのペットボトル100
本分よりも多い。

○
一般の家庭で1日に使われる水は、1人あたりおよそ240リットルで、2リットルのペットボトル120本分にもな
ります。そのうち半分以上がお風呂やトイレで使われています。



番号 対象年齢A／B 形式 ジャンル タイトル 問題文 選択肢1 選択肢2 選択肢3 選択肢4 正解選択肢番号 正解選択肢 解説

1 B）小学校高学年 4択クイズ 体育 オリンピック
オリンピックの旗で、真ん中にある輪の
色は何でしょう？

赤 青 黒 緑 3 黒
左から、青、黄、黒、緑、赤の順です。世界の5つの
大陸を表しているということですが、どの色がどの大
陸と決まっているわけではありません。

2 B）小学校高学年 4択クイズ 体育 オリンピック
古代オリンピックが行われていた国は
どこでしょう？

イギリス ギリシャ イタリア エジプト 2 ギリシャ
古代オリンピックはギリシャで、紀元前776年（今から
2790年前）から紀元後393年まで行われていました。

3 B）小学校高学年 4択クイズ 体育 オリンピック
かつて日本では3回オリンピックが開か
れましたが、次のうち、まだ開催したこ
とがない都市はどこでしょう？

札幌 東京 長野 大阪 4 大阪

日本初のオリンピックは1964年、東京で開かれた夏
の大会です。東京では2020年に2度目の開催が決
まっています。他2回は冬の大会で、1972年に札幌、
1998年のに野で開かれました。

4 B）小学校高学年 4択クイズ 体育 オリンピック
2018年に冬季オリンピックを開くピョン
チャンがある国はどこでしょう？

ロシア 中国 カナダ 韓国 4 韓国
2014年に開催されたソチオリンピックのソチはロシア
の都市です。

5 B）小学校高学年 4択クイズ 体育 オリンピック
今から約100年前、日本が初めてオリ
ンピックに参加した時、出場する代表選
手は何人だったでしょう？

2人 10人 25人 80人 1 2人

日本代表の座をねらおうと、91人が予選会に挑戦。
選ばれたのは、短距離の三島弥彦（みしま・やひこ）
とマラソンの金栗四三（かなぐり・しぞう）という2人の
選手でした。

6 B）小学校高学年 4択クイズ 体育 オリンピック
次のうち、オリンピックで行われたこと
がある競技は何でしょう？

騎馬戦 玉入れ 綱引き 二人三脚 3 つな引き
1900年のパリ大会から1920年のアントワープ（ベル
ギー）大会まで5回実施されたことがあります。

7 B）小学校高学年 4択クイズ 体育 オリンピック
オリンピックの競技で人間以外で人間
とともに競技に参加する動物がいま
す。それは何でしょう？

犬 猫 馬 牛 3 馬

オリンピックには馬術という競技があります。この競
技では、選手が馬に乗って演技をしたり、障害物の
あるコースを走ったりします。また、オリンピック競技
では唯一男女が区別されていません。

8 B）小学校高学年 4択クイズ 体育 オリンピック
次のうち、日本がオリンピックで金メダ
ルを取ったことがある競技はどれでしょ
う？

バレーボール ハンドボール サッカー バスケットボール 1 バレーボール

女子は2回、男子は1回バレーボールで金メダルを
取ったことがあります。1964年の東京オリンピックで
金メダルを獲得した日本の女子バレーボールチーム
は、「東洋の魔女」と呼ばれました。

9 B）小学校高学年 4択クイズ 体育 オリンピック
次のう陸上の種目のうち、オリンピック
記録よりも日本記録の方が良いものが
あります。それはどれでしょう？

男子1500m 男子5000m 男子10000m 男子マラソン 4 男子マラソン

男子マラソンのオリンピック記録は2時間6分32秒で
すが、日本記録は2時間6分16秒です。もしかする
と、オリンピックの男子マラソンで日本が金メダルを
とることがあるかもしれませんね。

10 B）小学校高学年 4択クイズ 体育 オリンピック

JOC・日本オリンピック委員会の理想の
1つに「○○を永遠に灯し続けることこ
そ、JOCの理想です」とあります。さて、
○○に入る言葉は何でしょう？

戦う気持ち 世界平和の火 人類の希望 チャレンジ精神 2 世界平和の火
JOCはオリンピックを通じて、「人類が共に栄え、文
化を高め、世界平和の火を永遠に灯し続けること」を
理想として掲げています。



番号 対象年齢A／B 形式 ジャンル タイトル 問題文 正解選択肢 解説

1 B）小学校高学年 ○× 社会 人気の職業 女性も新幹線の運転士になることができる。○？×？ ○
2000年に女性初の新幹線の運転士がJR西日本で誕生しました。現在でも多くの女性運転士が活躍して
います。

2 B）小学校高学年 ○× 社会 人気の職業
消防士は少しでも早く出動できるよう、消防署にいるときはいつも消防服を着て
いる。○？×？

×
そんなことはありません。出動するときに身に着けます。また、以前は2階からすべり棒を使って1階に滑り
降りる消防署が多かったのですが、現在はハイテク化により119番通報と同時に出動の準備が出来るな
どの理由もあり、階段で降りています。

3 B）小学校高学年 ○× 社会 人気の職業
英語をペラペラにしゃべることができないと、宇宙飛行士になることはできな
い。○？×？

○
日本人が宇宙飛行士になるためには、英語がペラペラでなければなりません。他にも大学の自然科学系
の学部を卒業しているなどの資格も必要です。

4 B）小学校高学年 ○× 社会 人気の職業 犬や猫のための美容師がいる。○？×？ ○ 「トリマー」という名前のお仕事です。犬や猫のシャンプーや毛のお手入れ、つめ切りなどをします。

5 B）小学校高学年 ○× 社会 人気の職業
人間も動物なので、獣医の先生は動物だけではなく人間の手術もしてよい。
○？×？

× 獣医の先生が手術することができるのは、人間以外の動物だけです。

6 B）小学校高学年 ○× 社会 人気の職業
洋菓子職人のパティシエになるには、フランスに留学してお菓子を作る修業を
しなければならない。○？×？

×
パティシエには特に資格はないので、近所のケーキ屋さんで働きながらパティシエを目指すこともできま
す。

7 B）小学校高学年 ○× 社会 人気の職業 医者になるには国の試験に合格しなければならない。○？×？ ○
大学の医学部や医科大学に行ったあと、「医師国家試験」というテストに合格して免許を取る必要があり
ます。

8 B）小学校高学年 ○× 社会 人気の職業 高校生でもプロ野球選手として活躍することができる。○？×？ ×
プロ野球選手になるためには、中学校を卒業していなけれいけません。高校に在学しながらプロ選手にな
ることはできませんが、15歳の高校生がプロ野球のドラフト会議で指名され、高校を中退し入団した例は
あります。

9 B）小学校高学年 ○× 社会 人気の職業
警察官になるための試験をうけるには、柔道や剣道で初段をとっていなければ
ならない。○？×？

×
警察官採用試験をうけるときには、柔道や剣道の段位は必要ではありません。ただ、段位を持っていると
成績の一部に加点されることがあるそうです。また、警察学校では卒業するまでに、柔道または剣道で初
段をとることが目標にされているということです。

10 B）小学校高学年 ○× 社会 人気の職業
警察官や学校の先生はアルバイトをしてはいけないことになっている。○？
×？

○ 警察官も学校の先生も公務員です。公務員は法律でアルバイトをしてはいけないと決められています。



番号 対象年齢A／B 形式 ジャンル タイトル 問題文 正解選択肢 解説

1 B）小学校高学年 ○× 社会 お金 お札をコピーきでコピーしたものも、お金として使うことができる。○？×？ ×
お札をコピーすると、たとえ使っていなくても処罰の対象となることがあるので、ぜったいにやってはいけま
せん。

2 B）小学校高学年 ○× 社会 お金
今の50円玉は穴があいていますが、昔の50円玉は穴があいていなかった。
○？×？

○ 100円玉と似ていててまぎらわしいので、穴のあいた新しい50円玉作られたということです。

3 B）小学校高学年 ○× 社会 お金 日本のお札は、みんな同じ大きさである。○？×？。 ×
縦の長さはみんな同じですが、横の長さは少しずつちがいます。一万円札が一番大きく、千円札がが一
番小さいです。

4 A）小学校低学年 ○× 社会 お金 銀で作った大判・小判もある。○？×？ ×
大判・小判はだ円形の薄い金貨のことです。例え同じ形でも、銀で出来ていたら大判・小判とは言いませ
ん。

5 B）小学校高学年 ○× 社会 お金 プラスチックでできたお札がある。○？×？ ○
1988年にオーストラリアがプラスチックでできたお札を初めて発行しました。破れにくく長持ちするのがい
いところです。

6 B）小学校高学年 ○× 社会 お金 世界で一番古いお札は、日本でつくられた。○？×？ × 今から1000年ほど前の中国で使われたのが始まりとされています。

7 B）小学校高学年 ○× 社会 お金 重さ1トン以上のコインがある。○？×？ ○
オーストラリアで作られた世界一大きなコイン「カンガルー金貨」の重さは、なんと1トン以上。とても持ち運
びできませんね。

8 B）小学校高学年 ○× 社会 お金 日本のコインは、大きく算用数字が刻まれている方が表である。○？×？ ×
植物や建物がある方が表です。たとえば、50円玉の表には菊の花、10円玉の表には平等院鳳凰堂が刻
まれています。

9 B）小学校高学年 ○× 社会 お金
ちょうど半分にちぎれてしまった一万円札は、半分になったかけら一枚を五千
円札と替えてもらえる。○？×？

○
お札の残っている部分が「3分の2以上」あれば同額のお金と替えてもらえます。同じく「5分の2以上、3分
の2未満」のときは半額分になります。

10 B）小学校高学年 ○× 社会 お金 百年も前に作られたお金をまだ使うことができる。○？×？ ○
1885年に使われ始めた「旧一円券」などは今でも使うことができます。大変貴重なものですが、お店で使う
と1円の価値しかありません。



番号 対象年齢A／B 形式 ジャンル タイトル 問題文 選択肢1 選択肢2 選択肢3 選択肢4 正解選択肢番号 正解選択肢 解説

1 B）小学校高学年 4択クイズ 体育 サッカー
次のサッカーのポジションの中で、必ず
いなければならないとされているのは
どれでしょう？

ゴールキーパー ディフェンダー フォワード ミッドフィルダー 1 ゴールキーパー

2011年のブンデスリーガ（ドイツのサッカーリーグ）
で、ゴールキーパーが反則で退場してしまったため
に、ディフェンダーの長谷部誠（はせべ・まこと）選手
が急きょゴールを守りました。

2 B）小学校高学年 4択クイズ 体育 サッカー
ふつう、サッカーボールの革は2つの図
形をはり合わせて作られていますが、
その図形は何と何でしょう？

三角形と四角形 四角形と五角形 五角形と六角形 六角形と七角形 3 五角形と六角形
五角形12枚と六角形20枚から作られます。国際大
会で使われるものなど、最近は五角形と六角形の組
み合わせ以外のサッカーボールもあります。

3 B）小学校高学年 4択クイズ 体育 サッカー
サッカーゴールのたての部分で、ゴー
ルを支えているものを何というでしょ
う？

ゴールポスト ゴールラスト ゴールテスト ゴールマスト 1 ゴールポスト
2本のゴールポストをつなぐゴールの横の部分を「ク
ロスバー」といいます。これらの部分にボールが当
たってもゴールになりません。

4 B）小学校高学年 4択クイズ 体育 サッカー
サッカーのワールドカップで、日本が最
も良かった成績はどれでしょう？

準優勝 ベスト4 ベスト8 ベスト16 4 ベスト16
2002年の日韓大会と2010年の南アフリカ大会での
ベスト16が最高です。

5 B）小学校高学年 4択クイズ 体育 サッカー

日本サッカー協会が12歳以下の選手を
対象する大会で導入している「グリーン
カード」。さて、このカードが出された時
の意味は何でしょう？

フェアプレーをした けがをした
ファインプレーをし
た

得点をした 1 フェアプレーをした
警告・退場を受けないで終えたチームにも、グリーン
カードが示されます。

6 B）小学校高学年 4択クイズ 体育 サッカー
サッカーは1チーム11人。では、「ビーチ
サッカー」は、1チーム何人でしょう？

11人 9人 5人 3人 3 5人 フットサルも5人で行います。

7 B）小学校高学年 4択クイズ 体育 サッカー

Jリーグの試合では、「あること」に勝っ
たチームが「攻めるゴール」を決めるこ
とが出来ます。さて、それは何でしょ
う？

じゃんけん あっちむいてホイ 指ずもう コイントス 4 コイントス
コイントスに負けた場合は、キックオフをする権利が
得られます。

8 B）小学校高学年 4択クイズ 体育 サッカー
サッカーのワールドカップで、これまで
に5回と最も多く優勝している国はどこ
でしょう？

イタリア ドイツ ブラジル フランス 3 ブラジル
続いて多い国はイタリアで4回、ドイツが3回で続きま
す。

9 B）小学校高学年 4択クイズ 体育 サッカー
日本サッカー協会のシンボルマークに
使われている鳥は何でしょう？

カラス スズメ ツバメ ハト 1 カラス ヤタガラスとよばれる伝説上の3本足のカラスです。

10 B）小学校高学年 4択クイズ 体育 サッカー
世界のプロのサッカーの試合で、1試合
中に出たオウンゴールの本数は最高
何本でしょう？

5本 10本 25本 100本以上 4 100本以上

オウンゴール数の最多記録は149本です。これは
2002年のマダガスカルリーグ決勝、ＡＳアデマとＳＯ
レミルヌの対戦で記録されました。ＡＳアデマが前日
の試合における審判の判定に抗議するために行っ
たものです。
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