
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 A）小学校低学年 4択 生活 くだもの
次のくだもののうち、硬い「芯」があるの
はどれでしょう？

リンゴ バナナ ミカン モモ 1 リンゴ リンゴの芯は、木の枝にくっついていたあとです。

2 A）小学校低学年 4択 生活 くだもの
バナナは、どのような状態いで収穫す
るのがよいでしょう？

青いバナナ 黄色いバナナ
すこし黒くなったバ
ナナ

全体がまっ黒に
なったバナナ

1 青いバナナ

バナナは南の暖かい国から、船で日本に運ばれま
す。そのため、日本に届くころにちょうど食べごろに
なるように、まだ熟れていない青い状態で収穫しま
す。

3 A）小学校低学年 4択 生活 くだもの
リンゴの品種にもいろいろありますが、
次のうち実際にあるリンゴはどれでしょ
う？

ニホンイチリンゴ セカイイチリンゴ チキュウイチリンゴ ウチュウイチリンゴ 2 セカイイチリンゴ 青森県で作られた、とても大きいリンゴです。

4 A）小学校低学年 4択 生活 くだもの
「くだものの王様」ともいわれる「ドリア
ン」。このドリアンの特徴は、次のどれ
でしょう？

とても臭い とてもすっぱい めったに獲れない
模様がとてもきれ
い

1 とても臭い
とっても臭いのですが、味はおいしいそうです。その
臭いのため、飛行機の持ち込みが禁止されている場
合があります。

5 A）小学校低学年 4択 生活 くだもの
イチゴを漢字では、草かんむりの下に
何と書くでしょう？

赤 日 小 母 4 母
「苺」と書きます。なぜ、「母」と書くかというと、1つの
株から次々と実を実らせるからといわれています。

6 A）小学校低学年 4択 生活 くだもの

12月22日ごろにある「冬至」の日には、
お風呂にあるくだものを浮かべて入る
習慣があります。入れるくだものは何で
しょう？

イチゴ レモン ユズ リンゴ 3 ユズ
冬至にはユズ湯のほかに、カボチャを食べて健康を
祈ることがあります。

7 A）小学校低学年 4択 生活 くだもの
高級メロンの「アンデスメロン」。さて、こ
の「アンデス」とは、あることばを少し略
しています。それは次のどれでしょう？

あまいんです あかくないんです あんしんです あっというまです 3 あんしんです
このメロンを作った会社の人が、安心して食べられる
という思いで、「安心ですメロン」を少し短くして、「ア
ンデスメロン」となったということです。

8 A）小学校低学年 4択 生活 くだもの
次のうち、ゼラチンと一緒にゼリーを作
ろうとすると、うまくいかないくだものは
どれでしょう？

パイナップル モモ ブドウ メロン 1 パイナップル
パイナップルにはゼラチンを分解する働きを持つ成
分が含まれているため、うまく固まりません。

9 A）小学校低学年 4択 生活 くだもの
イチゴの表面についているつぶつぶは
何でしょう？

種 果実 花粉
イチゴとは違う別の
果物

2 果実

イチゴのつぶつぶが実は本当の果実で、中に種が
収まっています。私たちが実と思って食べている部
分は、花托（かたく）と呼ばれる部分が大きくなったも
のです。

10 A）小学校低学年 4択 生活 くだもの
次のうち、花の「バラ」の仲間になるくだ
ものはどれでしょう？

バナナ スイカ ミカン モモ 4 モモ
イチゴやリンゴも植物の分け方でいうと、バラ科とい
う仲間になります。
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1 A）小学校低学年 4択クイズ 体育 運動
かけっこで速く走るためには、腕をどう
すればよいでしょう？

細かくできるだけ早く
体の横にぴったり
つける

力を抜いてだらりと
させる

大きく振る 4 大きく振る
腕をしっかり大きく振って走ると、その力が脚にも伝
わって、速く走ることができます。

2 A）小学校低学年 4択クイズ 体育 運動
次のうち、なわとびの技の名前にある
のはどれでしょう？

おおわし はやぶさ はくちょう ふくろう 2 はやぶさ

普通に跳ぶのと腕を交差させて跳ぶのを交互にする
跳び方をあや跳びといいますが、それを一回の跳
び、すなわち二重跳びという形で行うものを「はやぶ
さ」といいます。

3 A）小学校低学年 4択クイズ 体育 運動
たくさん動いたとき、運動が終わってか
らすぐにした方がよいのは、次のどれ
でしょう？

じっとする ストレッチをする 大声を出す 横になる 2 ストレッチをする
簡単でよいのでストレッチをすることで、疲れが早くと
れます。これをクールダウンといいます。

4 A）小学校低学年 4択クイズ 体育 運動
ロイター板とは、どんな運動をするとき
に使うものでしょう？

跳び箱 マット運動 鉄棒 ドッジボール 1 跳び箱
跳び箱の前に置いてある、ばねの入った踏み切るた
めの板のことを「ロイター板」といいます。

5 A）小学校低学年 4択クイズ 体育 運動
水に浮く運動で、手でひざを抱えて浮く
ことを、あるものにたとえて「何浮き」と
いうでしょう？

ねこ浮き うさぎ浮き だるま浮き くらげ浮き 3 だるま浮き
手足の力を抜いておしりを浮かせる浮き方は「くらげ
浮き」といいます。

6 B）小学校高学年 4択クイズ 体育 運動
次のうち、とび箱を上手く飛ぶのに重要
ではないことはどれでしょう？

手を前につく
ふみ切り板を両足
でふむ

助走をしっかりとる 目を下に向ける 4 目を下に向ける
とび箱を跳ぶとき、目は着地する場所、すなわち前
を見た方力がスムーズに入って上手に跳べます。

7 A）小学校低学年 4択クイズ 体育 運動
オリンピックなどの100メートル走の大
会では、スタートを切る前に、どのよう
な状態で準備しているでしょう？

気を付けの姿勢で立
片手を前に出して
立つ

両手を地面につい
て両足をそろえて
しゃがむ

両手を地面につい
て片足を後ろに
やってしゃがむ

4
両手を地面につい
て片足を後ろに
やってしゃがむ

そうして、スターターの合図とともに腰を上げ、ピスト
ルが鳴ると勢いよく飛び出します。このようなスタート
の切り方を「クラウチングスタート」といいます。

8 B）小学校高学年 4択クイズ 体育 運動
走り高跳びで跳び越える、横にかかっ
た棒を何というでしょう？

バトン ハードル バー アンカー 3 バー
これが引っかかって落ちてしまうと跳べなかったこと
になります。ちなみに引っかかっても落ちなければ跳
べたことになります。

9 A）小学校低学年 4択クイズ 体育 運動
体操競技の種目にある運動はどれで
しょう？

床運動 壁運動 窓運動 机運動 1 床運動
12メートル四方の正方形のエリアで演技を行う種目
です。

10 A）小学校低学年 4択クイズ 体育 運動
ドッジボールの「ドッジ」は、どういう意
味でしょう？

狙う ぶつける よける （ボールを）捕る 3 よける
英語で「よける」という意味があります。ボールをうま
くよけて生きのこるのが大切です。
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1 A）小学校低学年 ○× 理科 イヌ イヌの鼻はヒトより優れているが、耳はヒトよりも劣る。○？×？ ×
人間には聞こえない高い音もイヌには聞こえたりします。それを利用したイヌを呼び寄せるための笛も作
られています。

2 A）小学校低学年 ○× 理科 イヌ 柴犬は日本生まれのイヌである。○？×？ ○ 国の天然記念物にも指定されています。

3 A）小学校低学年 ○× 理科 イヌ 世界一長生きした人間よりも長く生きたイヌがいる。○？×？ × 世界で一番長く生きたイヌの年は29歳で、人間の年にはおよびません。

4 A）小学校低学年 ○× 理科 イヌ イヌのツメはネコとは違って、伸びることはない。○？×？ ×
イヌの爪は、体の大きさや運動量、歩き方などによっても異なりますが、ちゃんと伸びます。イヌ専用の爪
きりもあります。

5 A）小学校低学年 ○× 理科 イヌ
熱い食べ物が苦手な人のことを「猫舌」といいますが、イヌも猫舌である。○？
×？

○
人間は加熱調理したものを食べることに慣れていますが、自然の中で暮らす動物たちは熱い食べ物が苦
手です。基本的に、人間以外の動物はほぼ猫舌です。

6 A）小学校低学年 ○× 理科 イヌ 宇宙に行ったことがあるイヌもいる。○？×？ ○ 1957年に現在のロシアにあたるソ連という国が打ち上げた人工衛星にイヌが乗せられていました。

7 A）小学校低学年 ○× 理科 イヌ イヌも人間と同じように、眠っている間は夢を見る。○？×？ ○
イヌも人間と同じように、浅い眠りと深い眠りを繰り返しています。主に浅い眠りのときに夢を見ているとさ
れています。

8 A）小学校低学年 ○× 理科 イヌ 「狂犬病」は、イヌだけがかかる病気である。○？×？ × イヌだけでなく人間など、他の哺乳類にも感染します。

9 A）小学校低学年 ○× 理科 イヌ イヌにも血液型がある。○？×？ ○
人間のようにA型、B型、O型などとは分けられませんが、イヌにも血液型があります。現在も研究の途中
で、その種類は増えつつあるそうです。

10 A）小学校低学年 ○× 理科 イヌ 大人のイヌの歯の本数は大人の人間よりも多い。○？×？ ○ 大人になったイヌの歯は42本あり、大人の人間の本数32本よりも多いです。
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1 A）小学校低学年 ○× 理科 ネコ ネコは一度の出産に必ず1匹だけを産む。○？×？ × 年齢などにもよりますが、一度の出産で2～5、6匹を産みます。

2 A）小学校低学年 ○× 理科 ネコ ネコは草や野菜を好む草食動物である。○？×？ × ネコは肉食動物です。野生のネコはネズミや虫などの小動物を捕まえて、栄養を摂っています。

3 A）小学校低学年 ○× 理科 ネコ 100匹以上の子ネコを産んだ親ネコがいる。○？× ○ 世界記録では、17年で420匹を産んだ親ネコがいるそうです。

4 A）小学校低学年 ○× 理科 ネコ しっぽがないネコもいる。○？×？ ○
イギリスのマンクスという種類のネコはしっぽが短く、中でもランピー・キムリックと呼ばれるものはしっぽ
がまったくありません。

5 A）小学校低学年 ○× 理科 ネコ ネコにも血液型がある。○？×？ ○
ネコの血液型は3種類。A型、B型、AB型の3つに分類されます。多くのネコはA型で、AB型はとても少ない
ようです。

6 A）小学校低学年 ○× 理科 ネコ 魚が好きなネコですが、与えすぎるといけない魚もある。○？×？ ○
サバやイワシなどの体が青い魚は少しだけ食べるのであれば問題はないのですが、食べ過ぎるとおなか
にしこりが出来るなど、体に異常が出てきることもあります。

7 A）小学校低学年 ○× 理科 ネコ 人間の歯とは違い、ネコの歯が生えかわることはない。○？×？ ×
ネコの歯も人間の歯と同じように乳歯から永久歯へと生えかわります。生まれて4ヵ月ごろから生えかわり
が始まり、7ヵ月ごろには永久歯となります。

8 A）小学校低学年 ○× 理科 ネコ 左右の目の色が違うネコがいる。○？×？ ○ 「オッドアイ」と呼ばれるネコで、体が白いネコの場合、4匹に1匹がこのような目になっています。

9 A）小学校低学年 ○× 理科 ネコ 三毛猫という種類のネコのほとんどはオスである。○？×？ ×
三毛猫はほとんどがメスです。オスはほとんどいないことから、オスの三毛猫は幸運を招くとして大事にさ
れています。

10 A）小学校低学年 ○× 理科 ネコ ネコは鼻だけでなく、口でもニオイを感じることができる。○？×？ ○
ネコは人間の2倍ものニオイを感じとる細胞を持っています。鼻だけでなく、口の中の上アゴの部分にもニ
オイをかぐことのできる器官をもっています。
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1 A）小学校低学年 4択 その他 なぞなぞ
逆立ちすると、体重が減ってしまう動物
は何でしょう？

ゴリラ クラゲ クジャク イルカ 4 イルカ イルカを逆から読むと「かるい」になります。

2 A）小学校低学年 4択 その他 なぞなぞ
「ひみつにしてね」とお願いをしても、か
ならずばらしてしまう、道具はなんで
しょう？

コンパス クリップ シャベル スプーン 3 シャベル
「シャベル＝しゃべる」。なんでも、しゃべってしまい
ます。

3 A）小学校低学年 4択 その他 なぞなぞ
今日の朝、新しいものになって、明日に
なると、もう古くなるものはなんでしょ
う？

新聞 教科書 ノート マンガ 1 しんぶん 新聞は毎日、朝に届きます。

4 A）小学校低学年 4択 その他 なぞなぞ
いつも退屈だなと思っている犬の種類
は何でしょう？

チワワ シーズー 柴犬 秋田犬 4 秋田犬
退屈を別な言い方にすると｢飽きた｣。なので｢秋田
犬｣。

5 A）小学校低学年 4択 その他 なぞなぞ
楽譜の音符の中に隠れている調味料
は何でしょう？

しょうゆ みそ しお さとう 2 みそ ドレミファソラシドの中に「ミ」と「ソ」が隠れています。

6 A）小学校低学年 4択 その他 なぞなぞ
お店に食べられないものが並んでいま
す。さて、何円で売られているでしょ
う？

3円 5円 7円 9円 4 9円
9円は読みかえると「くえん」となります。「食えん」と
いうことで「9円」が正解です。

7 A）小学校低学年 4択 その他 なぞなぞ
アメリカの「はしっこ」の色は何色でしょ
う？

赤 青 白 黒 1 赤色
「アメリカ」の「はしっこ」にある文字は「ア」と「カ」。と
いうわけで赤色です。

8 A）小学校低学年 4択 その他 なぞなぞ いつも巣に帰らない鳥は何でしょう？ タカ スズメ カラス キツツキ 3 カラス
中に物が入っていないのは「から」。いつも巣に帰ら
ない＝巣はからっぽ、ということでカラスです。

9 A）小学校低学年 4択 その他 なぞなぞ
家の中で、怖い話をする場所はどこで
しょう？

玄関 台所 階段 トイレ 3 階段
妖怪や幽霊などが出てくる怖い話のことを「怪談（か
いだん）」といいます。

10 A）小学校低学年 4択 その他 なぞなぞ
寒い時に空から降ってくる動物は何で
しょう？

ゾウ ヒョウ シマウマ コアラ 2 ヒョウ
ひょう（雹）は、大きさ5mm以上の氷の粒のことです
（5mm以下のものは「あられ」と呼ばれます）。
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1 A）小学校低学年 4択 理科 ネコ
ネコの体で「肉球」があるのはどの部分
でしょう？

足の裏 背中 耳の裏 舌の上 1 足の裏
足の裏にあり、歩くときにクッションの役割を果たしま
す。

2 A）小学校低学年 4択 理科 ネコ
ネコの舌の表面はどうなっているでしょ
う？

粘り気がある ざらざらしている 氷のように冷たい
つやつやで光って
いる

2 ザラザラしている
肉を骨から取る時に威力を発揮します。また毛づくろ
いをする際に、毛についたゴミをとるのにも適してい
ます。

3 A）小学校低学年 4択 理科 ネコ
次のうち、ネコの習性にあてはまらない
ものはどれでしょう？

群れで生活する
なわばりを意識す
る

よく眠る
バランス感覚がよ
い

1 群れで生活する

ネコは群れでは生活しません。単独行動を好み、今
何をするか、どう行動するかの判断をすべて自分で
決めます。独立心が強く、無理強いされることを嫌い
ます。

4 A）小学校低学年 4択 理科 ネコ
ネコが狭いところを通るときに、そこが
通れるかどうかはどの部分を使って判
断する？

耳 鼻 しっぽ ひげ 4 ひげ

ネコのヒゲはものすごく敏感だそうで、ヒゲで他の動
物などの距離を判断したりするそうです、ですので、
ヒゲを切ってしまうとフラフラになってしまい、まとも
に歩けなくなってしまうそうです。

5 A）小学校低学年 4択 理科 ネコ
次のネコの感覚のうち、最も優れてい
るのはどれでしょう？

遠くを見る力 ニオイをかぐ力 音を聞く力 舌で味わう力 3 音を聞く力

ネコは人間よりも音を聞き取れる力が高く、人間に
は聞こえない高い音を聞き取ることもできます。小さ
な耳を別々に動かして、ネズミなどの居場所をすば
やく知ることができます。

6 A）小学校低学年 4択 理科 ネコ
ネコが汗をかく体の部分は、次のうちど
こでしょう？

鼻 背中 足のつけ根 足の裏 4 足の裏
全身を毛で覆われているネコが汗をかくことができる
のは、足の裏にある肉球だけです。

7 A）小学校低学年 4択 理科 ネコ
次のうち、ネコが鼻で感じることができ
るのはどれでしょう？

温度 明るさ 音 物の形 1 温度
鼻で空気を吸い込むことで、その空気の温度が0.5
度単位でわかるそうです。

8 A）小学校低学年 4択 理科 ネコ
オスが生まれる可能性が圧倒的に低
いネコの品種は次のうちどれでしょう？

ペルシャ 三毛猫
アメリカンショートヘ
ア

マンチカン 2 三毛猫
日本古来の三毛猫のオスが生まれる可能性は、遺
伝子学上の性質によりなんと3万分の1です。そのた
め古くからとても貴重なものとされていました。

9 A）小学校低学年 4択 理科 ネコ
次のうち、ネコが物を食べても感じない
のはどんな味でしょう？

辛い 酸っぱい 苦い 甘い 4 甘い

ネコは動物の肉を食べていたので、その中には甘み
がほとんどないため、甘さを感じる部分が退化してし
まったため、現在は甘さを感じることができないそう
です。

10 A）小学校低学年 4択 理科 ネコ
ネコの種類にスフィンクスというのがい
ますが、このスフィンクスの変わった特
徴はどのようなものでしょう？

しっぽがない
カエルのような声で
鳴く

毛が生えていない
体の大きさが1メー
トルもある

3 毛が生えていない

まったく毛が生えないわけではなく、耳の後ろなどに
ちょっとだけ生えたりすることもありますが、体の部
分にはうぶ毛のような毛以外は生えてきませんし、
ひげも生えていません。



番号 対象年齢A／B 形式 ジャンル タイトル 問題文 正解選択肢 解説

1 A）小学校低学年 ○× 生活 文房具 鉛筆の芯の硬さで、BはHBよりも硬い。○？×？ × Bはブラック（黒）の略で、Hはハード（硬い）の略です。Bより1段階硬い芯がHBです。

2 A）小学校低学年 ○× 生活 文房具 紙をくっつけるのりは、おにぎりに巻くのりが原料となっている。○？×？ ×
文房具ののりは木から出る液体やでんぷんと呼ばれるものから作られており、海で取れるのりは原料に
はなっていません。

3 A）小学校低学年 ○× 生活 文房具
鉛筆のように、文字を書いたあとに消すことができるボールペンがある。○？
×？

○
温度変化によって無色にできるインクを使ったボールペンがあります。専用の道具を使って発生する摩擦
熱によって、書いた文字を消すことができます。インクを無色にするため、消しゴムのように消しカスがで
ることもありません。

4 A）小学校低学年 ○× 生活 文房具
消しゴムを巻いている紙のケースは、手が汚れないようにするためについてい
る。○？×？

×
消しゴムはそのまま筆箱こや下敷の上においているとくっついて取れなくなってしまいます。あの紙はそれ
を防ぐためにつけられています。

5 A）小学校低学年 ○× 生活 文房具 クレヨンは泥からできている。○？×？ × クレヨンの原料は泥ではなく、火をつけるろうそくと同じろうです。

6 A）小学校低学年 ○× 生活 文房具 定規の中には直線じゃなく、曲がった線をひくためのものもある。○？×？ ○ 雲がた定規という曲がった線を書くための定規など、色々な種類の定規があります。

7 A）小学校低学年 ○× 生活 文房具
ガムテープはその昔、チューインガムを材料に作られたところから名付けられ
た。○？×？

× ガム（gummed ）は「粘着性、ねばねばした」という意味があります。

8 A）小学校低学年 ○× 生活 文房具 ホッチキスはホッチキスさんが発明した。○？×？ ○
アメリカの発明家・ホッチキスさんが発明して名前がつけられました。英語ではホッチキスと言わず「ス
テープラー」と言います。

9 A）小学校低学年 ○× 生活 文房具
消しゴムが発明されるまでは、パンを使って文字を消していたことがある。○？
×？

×
消しゴムが一般に発売されたのは1772年のイギリスです。それまではパンなどを使って字を消していたと
伝わります。

10 A）小学校低学年 ○× 生活 文房具 円を書くときに使うとよい文房具は「コンパス」である。○？×？ ○ コンパスは2本の足の角度を変えて、いろいろな大きさの円を書くことができます。



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 A）小学校低学年 4択 国語 漢字
次の数字を表す漢字のうち、画数が一
番多いのはどれでしょう？

三 四 五 六 2 四
「三」は3画、「四」は5画、「五」は4画、「六」は4画とな
り、この中で一番画数が多いのは5画の「四」です。

2 A）小学校低学年 4択 国語 漢字
漢字の部首で、「さんずい」といえば、ど
んなものに関係がある漢字に使われる
でしょう？

水 土 金 体 1 水
「池」「湖」など水に関係する漢字に多く使われる部
首です。漢字の左側の「へん」にあたる部分のため
「さんずいへん」とも呼ばれます。

3 A）小学校低学年 4択 国語 漢字
次のうち、「木」が加わると別の漢字に
なるのはどれでしょう？

赤 青 黄 緑 3 黄
左に木がつくと「横」という字になります。小学校3年
生で習う字です。

4 A）小学校低学年 4択 国語 漢字
次の漢字の部首のうち、上につくもの
はどれでしょう？

しんにょう かんむり つくり さんずい 2 かんむり
「うかんむり」「くさかんむり」などがあり、「宇」「草」の
ように、漢字の上につきます。

5 A）小学校低学年 4択 国語 漢字
次のうち「生（「生まれる」の「う」）」とい
う漢字の読み方にないのはどれでしょ
う？

しょう なま せい しん 4 しん
「生」という字には多くの読み方があり、「なま」「せ
い」「しょう」「い（きる）」「は（える）」「う（む）」「き」な
ど、10以上あります。

6 A）小学校低学年 4択 国語 漢字
次のうち、画数が2画でない漢字はどれ
でしょう？

入 子 力 九 2 子 「子」だけは画数が3画です。

7 A）小学校低学年 4択 国語 漢字
次のうち、その物の形を点や線で表し
たことによって生まれた漢字はどれで
しょう？

月 本 立 花 1 月
「月」や「日」などそのものの形から生まれた漢字を
「象形文字」といいます。

8 A）小学校低学年 4択 国語 漢字
次の漢字のうち、小学校1年生で習わ
ないのはどれでしょう？

目 手 足 体 4 体 この中で「体」だけ2年生で習います。

9 A）小学校低学年 4択 国語 漢字
次のうち、背中を合わせた2人の人を表
した絵から生まれた漢字はどれでしょ
う？

東 西 南 北 4 北

その昔、王様の座る椅子は南を向いて置かれてい
たそうです。その王様と反対の方向を向いて座って
いる形を表したことから、南の反対で「北」という意味
になりました。背中の「背」に「北」という字が使われ
ているのはそういう理由からです。

10 A）小学校低学年 4択 国語 漢字
漢字1文字で「米」と書いたとき、どこの
国をあらわすでしょう？

イギリス フランス アメリカ インド 3 アメリカ
昔、アメリカを漢字で表したときに「米」という字が使
われていた（亜米利加）ことから、その「米」だけでア
メリカを指すようになりました。



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 A）小学校低学年 ○× 理科 魚 クジラも魚の仲間である。○？×？ ×
海で生活する生き物、クジラは魚の仲間ではなく、私たち人間の仲間でもある「ほ乳類」です。地球上のほ
乳類の中で、最も大きい体を持ちます。

2 A）小学校低学年 ○× 理科 魚 魚の体にある「ひれ」。胸びれ、背びれなどの他に「尻びれ」もある。○？×？ ○ 文字通りお尻にあたる部分にあります。

3 A）小学校低学年 ○× 理科 魚
水の中で生活する魚。呼吸をするときは口を水面に出して空気を吸う。○？
×？

×
魚は人間のように口や鼻で呼吸するわけではなく、口から入った水をエラという呼吸できる器官に送りま
す。水に含まれる酸素をエラに取り入れる「エラ呼吸」をしているのです。

4 A）小学校低学年 ○× 理科 魚 魚も眠るときは目を閉じる。○？×？ ×
多くの魚はまぶたがないので、目を閉じることができません。まぶたに似たものを持つ魚もいますが、目を
守るために使われるもので、眠るときに閉じるということはありません。

5 A）小学校低学年 ○× 理科 魚 オス、メスの性別が変わる魚がいる。○？×？ ○
「クロダイ」「クマノミ」などのように、成長する途中でオスからメスへ、メスからオスへと変わる種類の魚も
います。生き残るのが難しい海の中で、子孫を残すための手段とされています。

6 A）小学校低学年 ○× 理科 魚
テッポウウオは、体が鉄砲のような形をしているところから名前がついた。○？
×？

× 口に含ませた水を、まるで鉄砲のように発射して水上の虫などを射落とすところから名付けられました。

7 A）小学校低学年 ○× 理科 魚 海にすむ魚。体は塩辛くなる。○？×？ ×
海の魚は呼吸するときに海水から空気を取り入れますが、海水の塩分はエラから外に出るようになってい
ます。そのため、海の魚が塩辛くなることはありません。

8 A）小学校低学年 ○× 理科 魚 トビウオは、胸びれをパタパタさせて空を飛ぶ。○？×？ ×
大きな胸びれがついていますが、それを羽ばたかせて飛んでいるわけではありません。尾びれを激しく動
かして空中にジャンプをしています。

9 A）小学校低学年 ○× 理科 魚 魚の年齢は「歯」の数でわかる。○？×？ ×
魚の年齢は、体の表面についている「ウロコ」や、耳の中にある「耳石（じせき）」という塊で知ることができ
ます。

10 A）小学校低学年 ○× 理科 魚 泳いだまま寝る魚もいる。○？×？ ○
マグロは水がいつも口に流れ込んでいないと死んでしまいます。ですので、寝ている間も泳いで水を口に
取り込んでいるのです。



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 A）小学校低学年 ○× 社会 乗り物 自動車の「バックミラー」とは、後ろについている鏡である。○？×？ × 多くは前の方についていて、運転者が後ろを見るために用いられます。

2 A）小学校低学年 ○× 社会 乗り物 ヘリコプターは、空中で止まったまま浮き続けることができる。○？×？ ○ この飛行方法のことを「ホバリング」といいます。

3 A）小学校低学年 ○× 社会 乗り物 熱気球は、上下にしか動けない。○？×？ × 風に乗るなどして、横方向にも移動することができます。

4 A）小学校低学年 ○× 社会 乗り物 新幹線の車両にもつり革がついている。○？×？ × 新幹線にはふつうの電車のようなつり革はついていません。

5 A）小学校低学年 ○× 社会 乗り物 昔、新幹線の中にレストランがあった。○？×？ ○
1975年から2000年まで、「食堂車」と呼ばれる車両があり、そこで食事を楽しむことができましたが、新幹
線がスピードアップし、新幹線を使う人も増え、座る席を増やすためになくなってしまいました。

6 A）小学校低学年 ○× 社会 乗り物 音の速さよりも速く飛ぶ飛行機がある。○？×？ ○ 1947年にイエーガーという人が初めて音の速さよりも速く飛びました。

7 A）小学校低学年 ○× 社会 乗り物 二階建てバスのように、二階建てのロープウェイがある。○？×？ ○
岐阜県高山市にある新穂高ロープウェイには二階建てのゴンドラを持つロープウェイがあります。一度に
121人もの人を乗せることができます。

8 A）小学校低学年 ○× 社会 乗り物
バイク、オートバイは危険なので、二人以上で乗ることは禁止されている。○？
×？

×
バイクに乗るために必要な二輪車免許にはさまざまな種類があります。その中には二人乗りができるもの
もあります。

9 A）小学校低学年 ○× 社会 乗り物 消防車は赤い色でなくてはならない。○？×？ ○ 法律によって、消防車などの緊急車の車体の色は決められています。

10 A）小学校低学年 ○× 社会 乗り物
よく耳にする「ハイブリッド車」。この車は、でんきだけでうごく、エンジンしかもっ
ていない。○？×？

× 「ハイブリッド車」は、ガソリンと電気で動く、両方のエンジンをもっています。



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 A）小学校低学年 4択 国語 昔話
『花咲かじいさん』で、おじいさんが飼っ
ている動物は何でしょう？

イヌ カメ ハト ウサギ 1 イヌ
畑に穴を掘り、中から大判・小判を見つけるなどしま
す。

2 A）小学校低学年 4択 国語 昔話
『桃太郎』で、桃太郎がおともになる動
物にあげたのは何だんごでしょう？

きびだんご くさだんご ささだんご どろだんご 1 きびだんご
鬼退治する時におばあさんが持たせただんごで、イ
ヌ、サル、キジはこの団子と引き換えにおともになっ
て一緒に鬼を退治にしに行きました。

3 A）小学校低学年 4択 国語 昔話
『うさぎとかめ』で、うさぎとかめは何の
対決をしたでしょう？

じゃんけん にらめっこ すもう かけっこ 4 かけっこ
「向こうの山のふもと」まで、かけっこで勝負をしま
す。足が速いうさぎでしたが途中で油断をして居眠り
をしてしまい、かめに負けてしまいました。

4 A）小学校低学年 4択 国語 昔話
『かちかち山』で、おじいさんとウサギが
協力してこらしめた動物は何でしょう？

キツネ タヌキ ネズミ サル 2 タヌキ
おばあさんを殺したタヌキの背中に火をつけたり、海
で泥の船に乗せて沈めたりしてこらしめました。

5 A）小学校低学年 4択 国語 昔話
『かぐや姫』で、おじいさんがかぐや姫
を見つけた場所は何の中でしょう？

たんす 竹 宝箱 桃 2 竹
竹林の中に1本だけ光っている竹があったのでそれ
を切ってみると、中に赤ん坊がいました。それがかぐ
や姫です。

6 A）小学校低学年 4択 国語 昔話
『浦島太郎』で浦島太郎が竜宮城の乙
姫さまからもらった箱の名前は何でしょ
う？

道具箱 裁縫箱 玉手箱 ビックリ箱 3 玉手箱
この玉手箱を開けると中から白い煙が出てきて、浦
島太郎はおじいさんになってしまいます。

7 A）小学校低学年 4択 国語 昔話
『一寸法師』で、鬼が持っていた「打ち
出のこづち」を使って一寸法師はどう
なったでしょう？

身体が大きくなった 大金持ちになった
空を飛べるように
なった

眠ってしまった 1 身体が大きくなった

一寸法師はお姫さまをさらおうとした鬼をこらしめた
ところ、鬼が打ち出のこづちを落としました。それで
体が大きくなった一寸法師はそのお姫さまと結婚し
ました。

8 A）小学校低学年 4択 国語 昔話
『さるかに合戦』で、次のうち、かにと一
緒にさるをやっつける仲間でないのは
どれでしょう？

うす クリ カメ ハチ 3 カメ
サルに親がにを殺された子がにはうす、ハチ、クリな
どの力を借りてそのサルをやっつけました。

9 A）小学校低学年 4択 国語 昔話
『かちかち山』で、ウサギがタヌキの背
中にぬったのは、何をねって作ったも
のでしょう？

泥 とうがらし のり 柿の実 2 とうがらし
ウサギがタヌキに、やけどの薬として持っていきま
す。この懲らしめ方は2番目の方法です。1番目は薪
(たきぎ)に火をつける、3番目は泥の船に乗せます。

10 A）小学校低学年 4択 国語 昔話
『ねずみの嫁入り』で、太陽の次に結婚
を申し込みに行ったのは何でしょう？

風 壁 ねずみ 雲 4 雲 太陽、雲、風、かべ、ねずみの順番です。



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 A）小学校低学年 ○× 国語 文字 ひらがなとカタカナは漢字を元に作られた。○？×？ ○ ひらがなは漢字を崩しできた文字です。カタカナは漢字の一部からとってできました。

2 A）小学校低学年 ○× 国語 文字 文字と共に使われる「クエスチョンマーク」とは「？」のことである。○？×？ ○ 日本語では「疑問符」といいます。

3 A）小学校低学年 ○× 国語 文字 手で触って読む文字がある。○？×？ ○
目の不自由な人が読む点字というものがあります。点字は6つの点の組み合わせで文字を表すもので
す。

4 A）小学校低学年 ○× 国語 文字 日常で使われる漢字はすべて小学生のうちに習う。○？×？ × 中学で習う漢字もあります。

5 A）小学校低学年 ○× 国語 文字
メールなどで使う、カッコや記号などを組みあわせた「(^o^)」のような文字を「頭
文字」という。○？×？

× 一般に「顔文字」と呼ばれます。カッコや記号を組みあわせて人の気持ちや表情などを表します。

6 A）小学校低学年 ○× 国語 文字 「一」「二」「三」などを「漢数字」という。○？×？ ○ 「1」「2」「3」などは算用数字やアラビア数字といいます。

7 A）小学校低学年 ○× 国語 文字 漢字を使う国は日本だけである。○？×？ ×
漢字はもともと中国で生まれ、日本に入ってきました。現在の中国でも使われています。中国と同じ漢字
もありますが、日本で生まれたオリジナルの漢字もあります。

8 A）小学校低学年 ○× 国語 文字 「日」という漢字は太陽を元にして作られた。○？×？ ○
その物の形を表すところから生まれた漢字は「象形文字」と呼ばれます。「日」は太陽の丸い形から、月も
丸い形ですが満ち欠けするところから「月」という漢字になったといわれています。

9 A）小学校低学年 ○× 国語 文字
ひらがなと英語のアルファベット。種類が多いのはひらがなである（ただし、ア
ルファベットの大文字・小文字の区別はつけません）。○？×？

○ ひらがなは現在は48種類。アルファベットは26種類です。

10 A）小学校低学年 ○× 国語 文字 小学校で習う漢字は1000字以上である。○？×？ ○
一年生が80字、二年生が160字、三年生、四年生が200字、五年生が185字、六年生が181字の合計1006
字を小学校で習います。



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 A）小学校低学年 4択 理科 虫
「昆虫」と呼ばれる虫が持つ足の数は
何本でしょう？

2本 4本 6本 8本 3 6本
「昆虫」の足の数は6本です。ムカデやダンゴ虫のよ
うに足の数が多い虫は「節足動物」と呼ばれていま
す。

2 A）小学校低学年 4択 理科 虫

虫が幼虫から成虫に成長する間、食べ
ものなどをとらず、じっとしてからだをつ
くりかえる間の姿のことを何というでしょ
う？

まゆ さなぎ だっぴ とうみん 2 さなぎ
幼虫→さなぎ→成虫へと成長していることを「完全変
態」といいます。さなぎの期間がなく成長する昆虫も
います。

3 A）小学校低学年 4択 理科 虫
ハチの巣に一匹しかいない、中心と
なっているハチのことを何というでしょ
う？

王様バチ 大王バチ 王子バチ 女王バチ 4 女王バチ
普通のハチより体が大きく、卵を産む能力を持って
います。

4 A）小学校低学年 4択 理科 虫
するどい針を持つミツバチ。人間を刺す
のは、次のうちどのミツバチでしょう？

オスのミツバチ メスのミツバチ オスメス両方 － 2 メスのミツバチ
巣の外に出て働くミツバチはメスのミツバチです。女
王バチやオスは巣の中にいるので人を襲うことはあ
りません。

5 A）小学校低学年 4択 理科 虫
成虫になったセミはどのぐらい生きるで
しょう？

1、2週間 3、4週間 2、3か月 6か月 1 1、2週間
卵として生まれたセミは土の中で実に数年から長い
もので17年もかけて地上に出て成虫になりますが、
わずか1、2週間だけ生きて死んでしまいます。

6 A）小学校低学年 4択 理科 虫
チョウの口はある物のと同じような働き
をしますが、それは次のうちどれでしょ
う？

ストロー フォーク お箸 ナイフ 1 ストロー
花の蜜を吸って生きているので、蜜を吸いやすいよ
うにストローのような形をしています。

7 A）小学校低学年 4択 理科 虫
テントウムシの「テントウ」とは何のこと
でしょう？

丸い点 太陽 赤 まんじゅう 2 太陽
「テントウ」とは太陽のことで、テントウムシが太陽に
向かって飛び立つ習性があることから名付けられま
した。「お天道様」の「てんとう」です。

8 A）小学校低学年 4択 理科 虫
コオロギは「鳴き声」をどうやって出して
いるでしょう？

足で地面を叩いて
羽根をこすり合わ
せて

木の葉に体をこす
りつけて

口を開けて口笛を
吹くように

2
羽根をこすり合わ
せてい

羽根の一部が「やすり」のようになっていて、それを
こすり合わせて音を出しています。

9 A）小学校低学年 4択 理科 虫
カイコが作るまゆからは「生糸」という
糸がとれます。さて、カイコは何という
虫の仲間でしょう？

チョウ セミ ガ クモ 3 ガ
生糸はカイコのるまゆをていねいに解きほぐしてつく
られます。この生糸は5000年も前からずっと人に利
用されています。

10 A）小学校低学年 4択 理科 虫
チョウが味を感じる体の部分は、次のう
ちどこでしょう？

羽 目 触覚 前あし 4 前あし
前あしにある特殊な毛の部分で、植物の味を区別す
ることができます。



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 A）小学校低学年 ○× 理科 虫 モンシロチョウの「紋」の色は白である。○？×？ × 白い体に黒色の斑点があり、これがモンシロチョウの「モン（紋）」の由来となっています。

2 A）小学校低学年 ○× 理科 虫 セミは地上にいる時間よりも、土の中で成長する時間のほうが長い。○？×？ ○
セミは地上では10日から20日の間しか生きられませんが、土の中でアブラゼミは6年、最大では17年も過
ごすセミもいます。

3 A）小学校低学年 ○× 理科 虫 トンボは幼虫が飛びやすいように、木の上に卵を産む。○？×？ × トンボの幼虫は「ヤゴ」と呼ばれ、陸上ではなく水の中で育ちます。そのため水辺に卵を産みます。

4 A）小学校低学年 ○× 理科 虫 虫を食べる植物がいる。○？×？ ○
ハエなどの昆虫を捕まえて消化吸収する植物があります。それらは「食虫植物」と呼ばれています。昆虫
を捕まえやすいように落とし穴に似た「ツボ」を持っていたり、虫が触れると葉っぱが閉じる習性を持つ植
物が知られています。

5 A）小学校低学年 ○× 理科 虫 人間や動物の血を吸う蚊はオスである。○？×？ ×
人や動物の血は卵を育てるための栄養の元となるため、メスだけが血を吸います。オスの蚊は血を吸い
ません。

6 A）小学校低学年 ○× 理科 虫 ハチの巣の巣穴の1つ1つの部屋の入り口は丸い形をしている。○？×？ × 六角形をしています。

7 A）小学校低学年 ○× 理科 虫
世界最大のカブトムシの体の大きさは、ふつうの鉛筆の長さほどもある。○？
×？

○ 最大のカブトムシはヘラクレスオオカブトというカブトムシで、大きさは18cmほどです。

8 A）小学校低学年 ○× 理科 虫 働かない「働きアリ」もいる。○？×？ ○ 「働きアリ」と呼ばれているアリでも、その一部はほとんど働かないということがわかっています。

9 A）小学校低学年 ○× 理科 虫 アメンボは、雨の日によく見かけられることから名前がついた。○？×？ × アメンボはまるでお菓子のアメのような匂いがするということから、この名前がつきました。

10 A）小学校低学年 ○× 理科 虫 お尻を光らせるホタルはオスだけである。○？×？ ×
お尻を光らせながら飛んでいるホタルはオスですが、メスも草や木に止まりながら小さな光を出していま
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 A）小学校低学年 ○× 生活 ケーキ 誕生日のケーキに立てるロウソクは、年齢を表している。○？×？ ○
誕生日を迎えた人がフーっと吹き消します。あまり数が多くなってくると、10歳分をちょっと大きなロウソク
で表したりする場合もあります。

2 A）小学校低学年 ○× 生活 ケーキ ウェディングケーキはお誕生日に食べられるケーキである。○？×？ × お誕生日ではなく結婚式に食べられるケーキのことです。

3 A）小学校低学年 ○× 生活 ケーキ クリスマスにケーキを食べるのは日本だけである。○？×？ ×
日本のようなデコレーションケーキを食べるのは他には韓国だけとされていますが、ヨーロッパの国では
それぞれ色々な種類のケーキを食べる習慣があるそうです。

4 A）小学校低学年 ○× 生活 ケーキ パンケーキの「パン」とはフライパンのことである。○？×？ ○
パンケーキはフライパンなどで焼いたケーキの総称です。フライパンで焼いたものなら甘くなくてもパン
ケーキと呼ばれる場合もあります。ちなみにこのパンは「鍋」という意味です。

5 A）小学校低学年 ○× 生活 ケーキ
ケーキ作りに使う「ボウル」とは、材料をかき混ぜる「へら」のことである。○？
×？

× ボウルは材料を入れる器のことです。

6 A）小学校低学年 ○× 生活 ケーキ ロールケーキは巻きずしをヒントに日本で生まれた。○？×？ × ロールケーキは今から500年ほど前にヨーロッパで生まれたとされているケーキです。

7 A）小学校低学年 ○× 生活 ケーキ
バームクーヘンは、丸いケーキを焼いてから最後に穴を開けて作られる。○？
×？

× 棒の回りに生地を塗りつけて焼き上げることで完成するので、最初から穴は開いています。

8 A）小学校低学年 ○× 生活 ケーキ ケーキ作りの世界大会がある。○？×？ ○
「クープ・デュ・モンド・ドゥ・ラ・パティスリー」という長い名前の大会で、2年に一度フランスで開催されま
す。

9 B）小学校高学年 ○× 生活 ケーキ
シュークリームを作るときは、生地の中にクリームを詰めてから焼き上げる。
○？×？

× 中に何も入っていない空っぽな状態の生地を焼き上げてから、その中にクリームを詰めて作り上げます。

10 A）小学校低学年 ○× 生活 ケーキ シュークリームの「シュー」は「ふわふわの泡」という意味である。○？×？ ×
フランス語の「シュー・ア・ラ・クレーム」がなまってシュークリームと呼ばれるようになりました。「シュー」は
野菜のキャベツという意味です。形がキャベツに似ているところからついた名前です。



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 A）小学校低学年 ○× 国語 昔話 『浦島太郎』で、乙姫様が暮らしていたのは竜宮城である。○？×？ ○
浦島太郎が海辺でいじめられていたカメを助けたあと、海の底にある竜宮城に連れてもらい、そこで乙姫
様と会いました。

2 A）小学校低学年 ○× 国語 昔話 『桃太郎』で、お供のイヌ、サル。キジに与えたのは「あめ玉」である。○？×？ × おばあさんが作ってくれた「きび団子」をあげます。

3 A）小学校低学年 ○× 国語 昔話 『かぐや姫』で、かぐや姫は桃から生まれた。○？×？ ×
「かぐや姫」と呼ばれる昔話は『竹取物語』という古くから日本にある物語です。かぐや姫は竹から生まれ
ています。

4 A）小学校低学年 ○× 国語 昔話
『花咲じいさん』で、おじいさんが枯れ木にまいて花を咲かせたのは灰である。
○？×

○ おじいさんは枯れ木に灰をまいて花を咲かせました。

5 A）小学校低学年 ○× 国語 昔話 『鶴の恩返し』で、鶴が隠れて行った恩返しは「洗濯」である。○？×？ × 助けてもらった恩を返すため、一人部屋で機（はた）を織ります。

6 A）小学校低学年 ○× 国語 昔話
『こぶとりじいさん』で、おじいさんのこぶを取ったのはおばあさんである。○？
×？

× 鬼にこぶを取ってもらいます。

7 A）小学校低学年 ○× 国語 昔話
『舌切りすずめ』で、すずめは甘い水あめをなめてお婆さんに舌を切られた。
○？×？

× すずめがなめたのは洗濯するときに使われる洗濯のりでした。

8 A）小学校低学年 ○× 国語 昔話 『一寸法師』で、小さかった法師は最後に大きくなる。○？×？ ○ 都に行き鬼を退治した法師は、最後に「打ち出の小づち」によって体が大人の大きさになります。

9 A）小学校低学年 ○× 国語 昔話 『笠地蔵』で、おじいさんが売りに行った傘はすべて売り切れた。○？×？ × 売れ残った笠を地蔵にかぶせたので、その恩返しを受けるという話です。

10 A）小学校低学年 ○× 国語 昔話
『ねずみの嫁入り』で、最終的にねずみが嫁にいく相手はねずみである。○？
×？

○
世界一強い相手に嫁入りをということで太陽→雲→風→壁ときて、最終的には壁に穴を開けられるねず
みが一番強い、というわけでねずみに嫁入りします。



番号 対象年齢A／B 形式 ジャンル タイトル 問題文 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 A）小学校低学年 4択クイズ 国語 昔話
『浦島太郎』で、浦島太郎が助けた動
物は何でしょう？

ツル イヌ サル カメ 4 カメ
海辺でいじめられていた亀を助けたお礼に、竜宮城
に案内されます。

2 A）小学校低学年 4択クイズ 国語 昔話
『かぐや姫』で、かぐや姫を見つけて家
に連れて帰ったのは誰だったでしょう？

おじいさん おばあさん イヌ 鬼 1 おじいさん
山で竹取りをしていたおじいさんが金色に光る竹を
発見。その中に入っていたのがかぐや姫でした。

3 A）小学校低学年 4択クイズ 国語 昔話
『花咲じいさん』で、おじいさんが灰をま
いて咲かせた花は何だったでしょう？

ヒマワリ バラ サクラ ユリ 3 サクラ
灰をまいて桜の花を咲かせたおじいさん。その話を
聞いてやってきた殿さまからたくさんのご褒美をもら
います。

4 A）小学校低学年 4択クイズ 国語 昔話
『傘地蔵』で、お話しの季節はいつで
しょう？

春 夏 秋 冬 4 冬
一年の終わりで、雪が降り積もっていたころのお話
です。

5 A）小学校低学年 4択クイズ 国語 昔話
『さるかに合戦』で、カニの応援をした
昆虫は何でしょう？

セミ ハチ アリ チョウ 2 ハチ
臼やハチがカニの仲間に加わり、サルをこらしめまし
た。

6 A）小学校低学年 4択クイズ 国語 昔話
『かちかち山』で、タヌキが乗るのは何
でできた船でしょう？

紙 泥 石 木 2 泥
ウサギが用意した泥の船に乗りますが、やがて船は
沈んでしまいます。

7 A）小学校低学年 4択クイズ 国語 昔話
『一寸法師』で、一寸法師の体を大きく
するために使われたものは何でしょ
う？

玉手箱 三枚のお札 打ち出の小槌 大きいつづら 3 打ち出の小槌
鬼が持っていた打ち出の小槌を振ると一寸法師の
体が大きくなりました。

8 A）小学校低学年 4択クイズ 国語 昔話
『わらしべ長者』で、物語のはじめにわ
らでしばったアブと交換した果物は何
だったでしょう？

ミカン ブドウ リンゴ ナシ 1 ミカン
泣きじゃくる赤ん坊をあやすためにわらでしばったア
ブを赤ん坊の母親に渡しました。そのお礼にもらった
のがミカンでした。

9 A）小学校低学年 4択クイズ 国語 昔話
『ねずみの嫁入り』で、雲が自分より強
いといったものは何でしょう？

太陽 雨 風 人間 3 風
雲は風に飛ばされるので風のほうが強い、といいま
した。

10 A）小学校低学年 4択クイズ 国語 昔話
『ぶんぶく茶釜』で、タヌキがやった芸
は次のうちどれでしょう？

お手玉 火の輪くぐり 手品 つなわたり 4 つなわたり
古道具屋に助けてもらったタヌキが、古道具屋を助
けようと町でつなわたりの芸を見せることでお金を稼
ぎ、古道具屋をお金持ちにしてあげました。



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 A）小学校低学年 4択クイズ 国語 絵本
オランダ生まれの絵本に登場するミッ
フィーとは何の動物のキャラクターで
しょう？

ネコ クマ コアラ ウサギ 4 ウサギ
1955年に初めて登場し、60年も愛されてきたキャラ
クターです。×の形をした口が特徴的です。

2 A）小学校低学年 4択クイズ 国語 絵本
『ぐりとぐら』で、ぐりとぐらが森の中で見
つけた大きな卵で作ったお菓子は何で
しょう？

カステラ ビスケット ドーナツ バームクーヘン 1 カステラ
巨大なカステラを作り、森の仲間と一緒に食べまし
た。食べ終わった後は使った卵の殻で自動車を作っ
て乗って帰りました。

3 A）小学校低学年 4択クイズ 国語 絵本
次のアニメキャラクターのうち、絵本か
ら生まれたのは何でしょう？

クレヨンしんちゃん かいけつゾロリ ドラえもん ちびまる子ちゃん 2 かいけつゾロリ
元々、原ゆたかさんが描いた絵本から登場したキャ
ラクターです。

4 A）小学校低学年 4択クイズ 国語 絵本
『スイミー』で、主人公の魚スイミーの体
の色は何色でしょう？

青 黒 赤 白 2 黒

他の兄弟の体の色は赤ですが、スイミーだけは黒色
です。最後、大きな魚に食べられそうになったスイ
ミーたちは、集まることでそれよりも大きな魚のふり
をして、追っ払います。

5 A）小学校低学年 4択クイズ 国語 絵本
『みにくいアヒルの子』で、みんなからの
けものにされたアヒルの子の正体は何
だったでしょう？

白鳥 カラス ダチョウ ペンギン 1 白鳥
大きくなり、実は美しい白鳥の子であったと気がつき
ます。

6 A）小学校低学年 4択クイズ 国語 絵本

『おおかなかぶ』では大きなかぶをみん
なで引き抜こうとしましたが、最後に引
き抜くのを手伝ってくれたのは何の動
物だったでしょう？

ロバ イヌ ネズミ ウサギ 3 ネズミ

最初おじいさんが一人で引き抜こうとしましたがぬけ
ず、おばあさんや孫娘たちと手伝いますが人間の力
だけでも無理で、最終的にはイヌ、ネコ、ネズミが手
伝うことでやっと抜けました。

7 A）小学校低学年 4択クイズ 国語 絵本
『ひとまねこざる』に出てくる、サルの子
どもの名前は何でしょう？

ヒューイ サム ジョージ ポール 3 ジョージ
「おさるのジョージ」シリーズで人気の絵本です。知り
たがりやの子ザルのジョージが主人公です。

8 A）小学校低学年 4択クイズ 国語 絵本
『カラスのパンやさん』に出てくるカラス
の4羽の子どもたちのうち、体の色が白
い子の名前は何でしょう？

ウドンちゃん オモチちゃん ゴハンちゃん チーズちゃん 2 オモチちゃん

いろいろなパンが出てくる絵本『カラスのパンやさ
ん』。カラス夫婦の4羽の子どもは、体の色からチョコ
ちゃん、リンゴちゃん、レモンちゃん、オモチちゃんと
いう名前がついています。

9 A）小学校低学年 4択クイズ 国語 絵本
『はらぺこあおむし』に出てくるあおむし
が、月曜日に食べた果物は何でしょ
う？

イチゴ ブドウ ナシ リンゴ 4 リンゴ

日曜日の朝にたまごからかえったあおむしは、月曜
日にはリンゴをひとつ、火曜日にはナシをふたつとど
んどん果物を食べてふとっちょになり、さなぎへと変
わっていきます。

10 A）小学校低学年 4択クイズ 国語 絵本
『モチモチの木』に出てくる豆太が、一
人で行けない「せっちん」。この「せっち
ん」とは次のうち何のことでしょう？

幼稚園 お風呂 トイレ プール 3 トイレ
「せっちん」とはトイレを意味する昔の言葉。おじいさ
んと暮らす臆病な豆太を主人公とする物語です。



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 A）小学校低学年 4択クイズ 音楽 童謡
『夕焼け小焼け』で、一緒に帰ろうと歌
われている鳥は何でしょう？

カラス スズメ ツバメ ヒバリ 1 カラス
1番の歌詞の中で、「カラスも一緒に帰りましょう」と
歌われています。

2 A）小学校低学年 4択クイズ 音楽 童謡
『でんでんむし』の歌詞で、どこにあると
聞くのは「あたま」と何でしょう？

あし めだま かみのけ くち 2 めだま
1番の歌詞で「あたま」、2番の歌詞で「めだま」はどこ
にある？とかたつむりに問いかけます。

3 A）小学校低学年 4択クイズ 音楽 童謡
『ふしぎなポケット』で、ポケットの中の
ビスケットを増やす方法は何でしょう？

叩く 祈る 食べる 水をかける 1 叩く
ポケットの中のひとつのビスケットを叩くたびにふた
つ→みっつと増えていく歌です。

4 A）小学校低学年 4択クイズ 音楽 童謡
『どんぐりころころ』で、ころころ転がった
どんぐりにそのあと起こった出来事は
何でしょう？

二つに割れた 竜巻にさらわれた 池に落ちた 鳥に食べられた 3 池に落ちた
池におちたどんぐり対し、どじょうが「一緒に遊びま
しょう」と現れます。

5 A）小学校低学年 4択クイズ 音楽 童謡
童謡『ちょうちょう』で、菜の葉に飽きた
ら「とまれ」と歌われている花は何でしょ
う？

バラ タンポポ チューリップ サクラ 4 サクラ 明治時代から歌われている古い童謡です。

6 A）小学校低学年 4択クイズ 音楽 童謡
『アイアイ』で、アイアイはどんな島にい
るお猿さんと歌われているでしょう？

みなみの島 ひとのいない島 雲がない島 すてきな島 1 みなみの島
実際にアイアイというお猿さんはアフリカのマダガス
カルという島で暮らしています。

7 A）小学校低学年 4択クイズ 音楽 童謡
『こいのぼり』で、こいのぼり達はどんな
風に泳いでいる？

たのしそう うれしそう おもしろそう かなしそう 3 おもしろそう
最後に「おもしろそうに　およいでる」と歌われていま
す。

8 A）小学校低学年 4択クイズ 音楽 童謡
『シャボン玉』の歌詞に出てくるお天気
に関することばはどれでしょう？

雨 風 晴れ 雪 2 風
壊れやすいシャボン玉に対する「風　風　吹くな」と願
う歌詞が出てきます。

9 A）小学校低学年 4択クイズ 音楽 童謡
『おばけなんてないさ』で、もしおばけを
見つけたらどこに入れようと歌われて
いるでしょう？

タンス お風呂の湯船 洗濯機 冷蔵庫 4 冷蔵庫
冷蔵庫に入れてカチカチにしようと歌われています。
でも怖いとされていたおばけですが、最後には子ど
も（のおばけ）だったら仲良くしたいなとなります。

10 A）小学校低学年 4択クイズ 音楽 童謡
「うさぎおいしかの山」と歌う童謡『ふる
さと』。この「おいし」とはどのような意味
でしょう？

追いかけた 食べた 遊んだ 石を投げた 1 追いかけた
狩りをしたり釣りをした、故郷を懐かしむ内容の歌で
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 A）小学校低学年 4択クイズ 生活 お菓子
次のお菓子のうち、オーブンなどで焼
かずにつくるものはどれでしょう？

クッキー ゼリー マドレーヌ ビスケット 2 ゼリー
ゼリーは冷えると固まるゼラチンや寒天などを材料
にして作るお菓子です。

2 A）小学校低学年 4択クイズ 生活 お菓子
細長く、どこを切っても同じ顔が出てく
る飴のことを何飴というでしょう？

一寸法師飴 金太郎飴 花さか爺さん飴 桃太郎飴 2 金太郎飴

その名の通り金太郎の絵柄が使われていました。関
西では「おかめ」などの絵柄だったのですが、関東で
は近くに金太郎というお話の舞台である足柄山が近
かったことから金太郎の絵柄を使ったそうです。

3 A）小学校低学年 4択クイズ 生活 お菓子
「お菓子くれなきゃいたずらするぞ」とい
う意味の言葉が使われるイベントとい
えば、次のうちどれでしょう？

バレンタインデー こどもの日 ハロウィン クリスマス 3 ハロウィン
英語で「Trick or treat」。ハロウィンで仮装した子ども
たちが使う言葉です。

4 A）小学校低学年 4択クイズ 生活 お菓子
パイの一種、パンプキンパイとはどん
な野菜を使って作られるパイでしょう？

カボチャ キャベツ ニンジン トウモロコシ 1 カボチャ
英語でかカボチャのことをパンプキンといいます。ア
メリカの行事、ハロウィンでよく食べられるお菓子で
す。

5 A）小学校低学年 4択クイズ 生活 お菓子
アイスクリームやソフトクリームを乗せ
るための、食べられる逆三角形型の土
台のことを何というでしょう？

カーン キーン ケーン コーン 4 コーン
このコーンとは、とうもろこしのことではなく、あのよう
な「円すい」と呼ばれる形の英語で呼び方です。

6 A）小学校低学年 4択クイズ 生活 お菓子
ショートケーキやロールケーキの土台
として使われるケーキ生地のことを何と
いうでしょう？

クッション パイ スポンジ マット 3 スポンジ
卵、砂糖、小麦粉を使ってつくるスポンジのようなふ
んわりとしたケーキ生地です。

7 A）小学校低学年 4択クイズ 生活 お菓子
次のお菓子のうち、ひな祭りに食べら
れる四角い形のお餅を何というでしょ
う？

鏡餅 あんころ餅 柏餅 菱餅 4 菱餅
上から見ると菱型をしたお餅で、ふつう上から赤、
白、緑の3段重ねになっています。

8 A）小学校低学年 4択クイズ 生活 お菓子
次のお菓子のうち、もともとお薬として
使われていたのはどれでしょう？

チョコレート マシュマロ キャンディ クッキー 1 チョコレート

現在のメキシコのあたりにかつてあった国・アステカ
帝国では、チョコレートの液体を飲むことで疲れがと
れたり、病気やケガが治ると信じられていました。た
だ当時のチョコレートは現在のように砂糖は入ってお
らず、どろどろとした苦い飲み物でした。

9 A）小学校低学年 4択クイズ 生活 お菓子
和菓子の「ようかん」を漢字で書くと、あ
る動物を表した漢字が出てきますが、
その動物とは何でしょう？

ヒツジ ウサギ ネコ イヌ 1 ヒツジ
もともとは中国で羊の肉を使ったお吸い物のことを
「羊羹（ようかん）」といいました。これが日本に伝
わって今のお菓子のようかんの形になりました。

10 A）小学校低学年 4択クイズ 生活 お菓子
ようかんやトコロテンをつくるときに使う
「寒天」は、次のうち何の仲間になるで
しょう？

イモ 海藻 クラゲ 豆 2 海藻
「テングサ」と呼ばれる海藻を煮て、その煮汁を乾燥
させてつくるのが寒天です。みつまめやようかんなど
の和菓子に多く利用されています。



番号 対象年齢A／B 形式 ジャンル タイトル 問題文 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 A）小学校低学年 4択クイズ その他 なぞなぞ
家の窓にいつもとまっている鳥は何で
しょう？

カラス スズメ オウム キュウカンチョウ 1 カラス 窓には窓ガラスがついています。

2 A）小学校低学年 4択クイズ その他 なぞなぞ
お風呂場や広場にいる動物といえば何
でしょう？

シマウマ ロバ キリン ラクダ 2 ロバ
「おふ“ロバ”」「ひ“ロバ”」と中にロバが入っていま
す。

3 A）小学校低学年 4択クイズ その他 なぞなぞ
いつも転んでばかりいる虫ってどんな
虫でしょう？

カブトムシ テントウムシ ダンゴムシ スズムシ 2 てんとう虫 転ぶことを「転倒」といいます。

4 A）小学校低学年 4択クイズ その他 なぞなぞ
食べると歯から変な匂いがする野菜は
何でしょう？

ニンジン キュウリ ダイコン ハクサイ 4 ハクサイ 「歯、臭い」だからです。

5 A）小学校低学年 4択クイズ その他 なぞなぞ
延ばすと曲がってしまう野菜は何でしょ
う？

ネギ レタス カブ ナス 3 カブ カブを延ばすと「カーブ」で、曲がってしまいます。

6 A）小学校低学年 4択クイズ その他 なぞなぞ
「ドレミ」の上にある家具って何でしょ
う？

タンス ソファー テーブル 本棚 2 ソファー
音階の「ドレミ」の上にあるのは「ファ」と「ソ」ですの
で、それを並べ替えたら「ソファー」になります。

7 A）小学校低学年 4択クイズ その他 なぞなぞ
飲むと怒られる飲み物といえば何で
しょう？

コーラ 牛乳 紅茶 ウーロン茶 1 コーラ 怒るときには「コラー！」と言ったりします。

8 A）小学校低学年 4択クイズ その他 なぞなぞ
滝の中にいることを嫌がる食べ物とい
えば何でしょう？

ドラヤキ タイヤキ タコヤキ オコノミヤキ 2 タイヤキ
最初のタと最後のキの間に「イヤ」という文字が挟
まっています。

9 A）小学校低学年 4択クイズ その他 なぞなぞ
食べると心が落ち着くケーキといえば
何ケーキでしょう？

ショートケーキ チーズケーキ ロールケーキ ホットケーキ 4 ホットケーキ
食べると心が落ち着く＝ホッとする、ということから
「（心が）ホッと（する）ケーキ」、「ホットケーキ」となり
ます。

10 A）小学校低学年 4択クイズ その他 なぞなぞ
次のうち、スポーツに負けてしまう職業
はどれでしょう？

漫画家 先生 歯医者 運転手 3 歯医者 負けた人を敗者（歯医者）といいますね。



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 A）小学校低学年 ○× その他 おもちゃ すごろくのゴールのことを「ふりだし」という。○？×？ × 「ふりだし」はスタートのことをいいます。ゴールは「あがり」です。

2 A）小学校低学年 ○× その他 おもちゃ 食べられるねんどがある。○？×？ ○
「ヤミードー」という食べられるねんどがあります。考えたのはドイツの8歳と5歳の姉妹です。ねんど遊び
の時、口に入れてはお母さんに怒られていた2人ですが、だったら食べられるねんどを作ろうと、お父さん
の助けを借りて、家にある材料で作ったことがきっかけだそうです。

3 A）小学校低学年 ○× その他 おもちゃ 剣玉で、玉を持って剣に刺す技がある。○？×？ ○ 玉を持って、普段握る方である剣をその上に立てる「灯台」といった技などがあります。

4 A）小学校低学年 ○× その他 おもちゃ 剣玉についている皿の数は、2つである。○？×？ ☓ 大皿、小皿と、剣の下にある中皿の合計3つの皿があります。

5 A）小学校低学年 ○× その他 おもちゃ 回して飛ばす竹とんぼ。昔は本物のトンボの羽根が使われていた。○？×？ × トンボの羽根ではさすがに柔らかすぎて飛びません。

6 A）小学校低学年 ○× その他 おもちゃ 糸電話の糸を途中でつまむと、音が伝わらなくなる。○？×？ ○
言葉を発すると糸が振動し、その振動が音を伝えています。そのため途中でつまむと振動が途絶えるた
め、音が伝わらなくなります。

7 A）小学校低学年 ○× その他 おもちゃ
くまのぬいぐるみ・テディベアの「テディ」とは、「かわいらしい」という意味の言葉
である。○？×？

×
テディとは、アメリカの昔の大統領セオドア・ルーズベルトのあだ名のことです。ルーズベルト大統領が死
にかけている子グマを助けてあげた、という話にちなんで名づけられました。

8 A）小学校低学年 ○× その他 おもちゃ
風船にセロハンテープを貼ると、貼ったところに針をさしても割れない。○？
×？

○
風船はゴムでできているので、穴をあけるとゴムが引っ張られる勢いで割れますが、セロハンテープを貼
ると引っ張られる力が抑えられるため、ゆっくり空気が抜けていくだけで割れることはありません。

9 A）小学校低学年 ○× その他 おもちゃ ベーゴマは、もともと貝がらを使って作られた。○？×？ ○ 江戸時代には「バイ貝」という貝につめ物をしていて、それがベーゴマの元になりました。

10 A）小学校低学年 ○× その他 おもちゃ
バラバラになった絵や写真をつなぎ合わせるジグソーパズル。絵がまったく描
かれていない真っ白なパズルもある。○？×？

○
真っ白な色から牛乳にたとえて「ミルクパズル」といい、宇宙飛行士になるための試験に使われたりしてい
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 A）小学校低学年 4択クイズ 理科 鳥
ヒヨコが大きくなると、何の鳥になるで
しょう？

ワシ ニワトリ ハクチョウ ツバメ 2 ニワトリ
卵からかえったばかりのニワトリのヒナがヒヨコで
す。大体、羽が生えそろうくらいまではヒヨコと呼ばれ
ます。

2 A）小学校低学年 4択クイズ 理科 鳥
ニワトリの「とさか」は、体のどこについ
ているでしょう？

頭 くちばし 羽 脚 1 頭
オスの頭の上にある、赤くて目立つ部分のことです。
恐竜にもとさかがあるものがいたそうです。

3 A）小学校低学年 4択クイズ 理科 鳥
ペリカンのくちばしは普通の鳥とは違う
形をしていますが、どのような形をして
いるでしょう？

すごく尖っている とても短い 曲がりくねっている
下側に袋がついて
いる

4
下側に袋がついて
いる

これを網のように使って魚を捕まえ、水だけを出して
魚を食べます。

4 A）小学校低学年 4択クイズ 理科 鳥
今、世界一大きな卵を産む鳥は何で
しょう？

クジャク ハクチョウ ワシ ダチョウ 4 ダチョウ
ダチョウはニワトリの卵の25～30倍の大きさの卵を
産みます。昔いた「エピオルニス」という鳥じゃダチョ
ウの4倍くらいの大きさの卵を産んでいました。

5 A）小学校低学年 4択クイズ 理科 鳥
次の空を飛ぶ動物のうち、鳥の仲間な
のはどれでしょう？

コウモリ ハヤブサ ムササビ モモンガ 2 ハヤブサ
コウモリもムササビもモモンガも、「ほ乳類」という私
たち人間と同じ仲間です。

6 A）小学校低学年 4択クイズ 理科 鳥
次のうち、実際にいる鳥はどれでしょ
う。

バナナ ブドウ レモン キウイ 4 キウイ
ニュージーランドにすんでいる飛べない鳥です。ちな
みに、甘くておいしい果物・キウイフルーツは、この
鳥に見た目が似ていることから名付けられました。

7 A）小学校低学年 4択クイズ 理科 鳥
次のうち、空をとべる鳥はどれでしょ
う？

ダチョウ ペンギン フラミンゴ エミュー 3 フラミンゴ
走って助走をつければフラミンゴは飛べます。アフリ
カの湖ではフラミンゴが飛んでいるのを見ることがで
きます。

8 A）小学校低学年 4択クイズ 理科 鳥
次のうち、私たちとは違って夜に元気に
なる鳥はどれでしょう？

ツル スズメ タカ フクロウ 4 フクロウ
フクロウは昼間に寝て、夜活動します。ちなみに、フ
クロウは広い範囲を見るために、首をぐるっと一回
転させることができます。

9 A）小学校低学年 4択クイズ 理科 鳥
次のうち、実際にいる鳥はどれでしょ
う？

あ い う え 3 う
「鵜（う）」は水の中に潜って魚を食べます。鵜を使っ
て魚を捕まえる人のことを「鵜匠（うしょう）」といいま
す。

10 A）小学校低学年 4択クイズ 理科 鳥
次のうち、一年中日本にいる鳥はどれ
でしょう？

スズメ ハクチョウ ツバメ カッコウ 1 スズメ

ハクチョウやツバメ、カッコウのように季節によってす
む場所を変えるために長い距離を移動する鳥のこと
を「渡り鳥」といいます。カッコウやツバメは夏に、コ
ハクチョウは冬に日本へ飛んできます。



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 A）小学校低学年 ○× 音楽 楽器 楽器のタンブリンは、両面に皮が張られている。○？×？ × タンブリンはタンバリンともいいます。革が張られているのは片方だけです。

2 A）小学校低学年 ○× 音楽 楽器 葉っぱで笛を作ることができる。○？×？ ○ 「草笛」といいます。口をできるだけすぼめて吹くと音が出やすいそうです。

3 A）小学校低学年 ○× 音楽 楽器 オーケストラで使うシンバルは、2つで一組である。○？×？ ○
シンバルは叩いて音を出す打楽器の仲間で、主に青銅や真ちゅうという金属で作られています。ちなみ
に、真ん中には、おわんの形をしたへこみの部分があります。

4 A）小学校低学年 ○× 音楽 楽器
ギターに穴が開けられているのは、中に大切なものを入れられるようにするた
めである。○？×？

× ギターの穴は、音をきれいに響かせるためにあいています。中には絶対にものを入れてはいけません。

5 A）小学校低学年 ○× 音楽 楽器 ピアノを弾くときは、手だけでなく足も使う。○？×？ ○ 足元にペダルがあって、それを踏んで音の感じを微妙に調整しながら演奏します。

6 A）小学校低学年 ○× 音楽 楽器 楽器のトライアングルは「三角形」という意味である。○？×？ ○
三角形のことを英語で「トライアングル」といいます。楽器のトライアングルも三角形をしているところから、
名前がつきました。

7 A）小学校低学年 ○× 音楽 楽器 ハーモニカは、左右逆にすると音が出ない。○？×？ × 普通は左の方が低い音がでますが、逆にしたら右の方が低い音が出ます。

8 A）小学校低学年 ○× 音楽 楽器
みんなが病気がないか健康診断を受けるように、ピアノもたまには検査しなけ
ればならない。○？×？

○
ピアノは演奏を続けたり、天候の変化などによって、少しずつですが音がおかしくなってきます。そのた
め、ピアノは「調律」という検査をうけて、正しい音が出るように直してあげる必要があります。

9 A）小学校低学年 ○× 音楽 楽器 動物から作られる楽器がある。○？×？ ○
馬やロバの顎の骨から作られた「キハーダ」やアルマジロの甲羅を利用した「チャランゴ」などの楽器があ
ります。

10 A）小学校低学年 ○× 音楽 楽器 オカリナに空いている穴の大きさはすべて同じである。○？×？ × 同じではありません。大きい穴もあれば、小さい穴もあります。



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 A）小学校低学年 4択クイズ 生活 くだもの
次のくだもののうち、主に秋から冬にか
けて食べられるのはどれでしょう？

メロン スイカ カキ モモ 3 カキ
カキは9月ごろから12月ごろにかけて食べられます。
その他は6月から9月にかけて出回るくだものです。

2 A）小学校低学年 4択クイズ 生活 くだもの
バナナの食べごろとされるのは、どん
なときでしょう？

色が青いとき
茶色のはんてんが
出てきたとき

実が小さいとき 黒くなってきたとき 2
茶色のはんてんが
出てきたとき

茶色のはんてんを「シュガースポット（スイートスポッ
ト）」といいます。それが出ると、柔らかくなって、甘み
が強くなります。

3 A）小学校低学年 4択クイズ 生活 くだもの
次のうち、鳥の名前にちなむくだものは
どれでしょう？

マンゴー パパイヤ パイナップル キウイ 4 キウイ
キウィフルーツは、鳥のキーウィに見た目がにてい
ることから名づけられました。

4 A）小学校低学年 4択クイズ 生活 くだもの
ある国の名前がついている、ナシの種
類は何でしょう？

ラ・イギリス ラ・アメリカ ラ・フランス ラ・ドイツ 3 ラ・フランス
その名前のとおりフランス生まれの洋ナシです。柔ら
かくて、とても甘いくだものです。

5 A）小学校低学年 4択クイズ 生活 くだもの
次のうち、野菜の仲間にも含まれるくだ
ものはどれでしょう？

スイカ リンゴ カキ ブドウ 1 スイカ

野菜とくだものの分け方の1つに、1年で収穫して、次
の年は新しく苗から植えなおすかどうか、というもの
があります。スイカはその条件に合うため、「野菜」に
分けらることがあります。リンゴやカキ、ブドウは木に
なっていて、収穫しても翌年はまた同じ木からとれる
ので「くだもの」です。

6 A）小学校低学年 4択クイズ 生活 くだもの
次のうち、肉を柔らかくするはたらきが
あり、中華料理の酢豚などに入ってい
ることがあるくだものはどれでしょう？

パイナップル マンゴー バナナ キウイ 1 パイナップル

肉を作っているタンパク質をパイナップルの成分が
分解するからです。パイナップルをたくさん食べると
舌がピリピリすることがありますが、それもその成分
のしわざです。

7 A）小学校低学年 4択クイズ 生活 くだもの
名前のとおりとても大きい、「世界一」と
いう品種があるくだものは何でしょう？

スイカ ミカン メロン リンゴ 4 リンゴ
青森県で誕生した品種で、大きいものでは1kgを超え
るものもあるそうです。

8 A）小学校低学年 4択クイズ 生活 くだもの
次のうち、すりおろしたリンゴが茶色く
ならないように、かけておくと良いもの
はどれでしょう？

水 砂糖 お茶 レモン汁 4 レモン汁
レモン汁をかけると、リンゴの中に含まれる茶色い色
をつけてしまう成分の効き目が弱くなります。レモン
汁の他に塩などにも同じ働きがあります。

9 A）小学校低学年 4択クイズ 生活 くだもの
スイカを英語で言ったときに出てくるく
だものの名前は何でしょう？

アップル メロン オレンジ レモン 2 メロン

スイカを英語でウォーターメロンといいます。水分を
多く含むため、水を意味する「ウォーター」がついたと
考えられます。ちなみにメロンもスイカも同じウリの
仲間です。

10 A）小学校低学年 4択クイズ 生活 くだもの
次のうち、本当にあるイチゴの種類は
どれでしょう？

まだたべる もういっこ ちょうだい ありがとう 2 もういっこ
宮城県で生まれたイチゴです。甘さととすっぱさのバ
ランスがいいそうです。



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 A）小学校低学年 4択クイズ 理科 ネコ
ネコが嬉しいときにする行為は、次のう
ちどれでしょう？

体の毛を逆立てる 前足の爪を出す
飛びかかり噛みつ
く

喉を鳴らす 4 喉を鳴らす
ゴロゴロという音を立てるこの行為は「喉鳴らし」と呼
ばれます。どのように鳴らすのか、詳しいメカニズム
は完全にはわかっていません。

2 A）小学校低学年 4択クイズ 理科 ネコ
次のうち、ネコと同じ仲間の動物はどれ
でしょう？

キツネ ライオン カピバラ ハムスター 2 ライオン
ライオンやトラ、チーターなどもネコと同じネコ科とい
う科に分けられています。

3 A）小学校低学年 4択クイズ 理科 ネコ
次のうち、ネコが自由に体の中から外
に「出し入れ」できるものはどれでしょ
う？

ひげ 両方の耳 足の爪 しっぽ 3 足の爪

爪についている「腱」の伸び縮みにより、出したり入
れたりが可能になっています。足音（爪音？）を立て
ずに静かに歩くことができ、獲物を獲るのにも適して
います。

4 A）小学校低学年 4択クイズ 理科 ネコ
ネコがしっぽを立てているときは、ネコ
がどんな気分のときでしょう？

うれしいとき 泣いているとき 怒っているとき こわいとき 1 うれしいとき
甘えているときにもしっぽを立てます。逆にしっぽを
だらんと下げているときは、誰かに怒られたりして
しょんぼりしているときです。

5 A）小学校低学年 4択クイズ 理科 ネコ
あるものが苦手なネコの修正からつい
た、本当にある言葉はどれでしょう？

まぶしいものが嫌い
とげとげしたものが
嫌いな「猫手」

熱いものが嫌いな
「猫舌」

くすぐられることが
嫌いな「猫腹」

3
熱いものが嫌いな
「猫舌」

人間でも熱いものが苦手な人のことを「猫舌」といい
ます。なぜ熱いものがダメかはわかってませんが、こ
のことにより口などをヤケドするのを防いでいるそう
です。

6 A）小学校低学年 4択クイズ 理科 ネコ
次の感覚のうち、ネコが最も優れてい
るものはどれでしょう？

音を聴く 匂いを嗅ぐ 目で見る 舌で味わう 1 音を聴く
いわゆる「五感」の中で、ネコがもっとも優れている
のが音を聴く能力、いわゆる「聴覚」です。

7 A）小学校低学年 4択クイズ 理科 ネコ
雑草の一種「エノコログサ」の、ネコに
例えた別名は何でしょう？

ネコカブリ ネコジャラシ ネコマタギ ネコカワイガリ 1 ネコジャラシ
穂を振るとネコがじゃれるところからこう呼ばれま
す。ちなみにエノコロとは「犬っころ」から来ているそ
うです。

8 A）小学校低学年 4択クイズ 理科 ネコ
三毛猫の特徴として正しいことは、次の
どれでしょう？

ひげが生えていない
オスがほとんど生
まれない

50年以上生きる 冬眠をする 2
オスがほとんど生
まれない

三つの毛色を形成する遺伝子の関係で、オスがほと
んど生まれません。生まれる割合はメスの3000分の
1とも1万分の1ともいわれています。

9 A）小学校低学年 4択クイズ 理科 ネコ
次のうち、ネコが食べではいけないの
はどれでしょう？

チーズ ゆで卵 お刺身 チョコレート 2 チョコレート

チョコレートの中にはネコが食べると体がおかしくな
るようなもの（カカオの成分であるデオブロミン）が
入っていて、場合によっては死んでしまうこともある
そうです。

10 A）小学校低学年 4択クイズ 理科 ネコ
ペット保険会社が発表しているネコの
名前ランキング。2014年、総合で1位に
なった名前は何でしょう？

ソラ レオ ココ モモ 1 ソラ

ペット保険シェア№1のアニコム損害保険会社が毎
年2月22日のネコの日に発表するランキング。1位の
ソラは3年連続でトップです。ちなみにオスのネコの
名前の1位はレオ、メスのネコの名前の1位はモモで
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 A）小学校低学年 4択クイズ 理科 パンダ
パンダの好物の植物は、次のどれで
しょう？

笹 松 桜 稲 1 笹
笹は竹の仲間です。七夕で短冊や飾りをつけるのも
この笹ですね。パンダは1日に20キログラムも笹を食
べることがあるそうです。

2 A）小学校低学年 4択クイズ 理科 パンダ
自然のパンダはどこの国にすんでいる
でしょう？

アメリカ インド 中国 日本 3 中国
高さ1300m～3500mくらいの、中国の山奥で暮らして
います。敵から逃げるために、どんどん山奥に移動
していったと考えられています。

3 A）小学校低学年 4択クイズ 理科 パンダ
次のうち、パンダの白い部分はどこで
しょう？

耳 目の周り 脚 しっぽ 4 しっぽ
しっぽは黒いかと思われがちですが、実際は白で
す。

4 A）小学校低学年 4択クイズ 理科 パンダ
日本にはパンダを見られる動物園は、
いくつあるでしょう？

1つ 2つ 3つ 4つ 3 3つ
東京都・上野動物園、和歌山県・アドベンチャーワー
ルド、兵庫県・王子動物園の3カ所です。

5 A）小学校低学年 4択クイズ 理科 パンダ
パンダの赤ちゃんはとても小さいので
すが、赤ちゃんが何頭分で親パンダの
体重になるでしょう？

30頭 100頭 300頭 1000頭 4 1000頭
大きさは10cm～15cmほどです。体重は90グラム～
130グラムで、親パンダの1000分の1ほどです。

6 A）小学校低学年 4択クイズ 理科 パンダ
次のうち、ジャイアントパンダがふつうし
ないことはどれでしょう？

冬眠 木登り 1頭だけで動く 肉を食べる 1 冬眠
ジャイアントパンダはクマの仲間ですが、ほかのクマ
と違って冬眠はしません。

7 A）小学校低学年 4択クイズ 理科 パンダ
次のうち、パンダについて本当のことは
どれでしょう？

100年くらい生きる 手の指が6本ある ほとんど眠らない
年をとると真っ白に
なる

2 手の指が6本ある
手首の部分の肉が盛り上がってできた6本目の指が
ありあます。この指のおかげで、ものを上手につか
むことができます。

8 A）小学校低学年 4択クイズ 理科 パンダ
次のうち、パンダの赤ちゃんが生まれ
てから、一番初めに起こることはどれで
しょう？

目が開く はいはいする 木に登る 白黒模様ができる 4 白黒模様ができる
生まれて1週間くらいで白黒の模様が出てきます。目
が開くのは40日後のことです。

9 A）小学校低学年 4択クイズ 理科 パンダ パンダはどんな風に鳴くでしょう？ ガォー ケロケロ パォーン メェー 4 メェー
ウマとヒツジの鳴き声を混ぜたような声でなくというこ
とです。けんかをするときはイヌみたいに「ワンワン」
と吠えることもあるそうです。

10 A）小学校低学年 4択クイズ 理科 パンダ
パンダの1日の食費はいくらくらいでしょ
う？

100円 1000円 1万円 10万円 3 1万円
上野動物園のパンダの食費は1日1万850円ほどか
かります。上野動物園で最も食費がかかる生き物で
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 A）小学校低学年 ○× 理科 天気 太陽が出ていても雨が降ることがある。○？×？ ○
「天気雨」といいます。何かに化かされているような不思議な感じがすることから、特別な力があるといわ
れるキツネを引き合いに出して、「キツネの嫁入り」ともいいます。

2 A）小学校低学年 ○× 理科 天気
昔の日本の天気予報では、靴を飛ばして、落ちた靴のおもてうらで決めてい
た。○？×？

× そんなことはありません。子どもの遊びとしては表が出ると晴れ、逆さになると雨ですね。

3 A）小学校低学年 ○× 理科 天気 虹の外側の色は赤である。○？×？ ○ 虹の色は外から、赤、オレンジ、黄色、緑、青、藍色、紫の7色です。

4 A）小学校低学年 ○× 理科 天気 台風の中心のことを、人の体にたとえて「台風のへそ」という。○？×？ × 「台風の目」といいます。台風の目には雲がなく、風もおだやかで良い天気になります。

5 A）小学校低学年 ○× 理科 天気 雨水はきれいなので、そのまま飲んでもよい。○？×？ × 空気中のゴミや工場の煙などが混じっているため、そのまま飲んではいけません。

6 A）小学校低学年 ○× 理科 天気 カラカラでとても暑い砂漠でも、雨が降ることがある。○？×？ ○ 砂漠でも回数は多くはないですが、大雨が降ることがあります。

7 A）小学校低学年 ○× 理科 天気
日本で記録された最も高い温度は、お風呂のお湯の温度くらいである。○？
×？

○ 2013年に高知県で41度という気温が観測されました。これは熱めのお風呂のお湯の温度くらいです。

8 A）小学校低学年 ○× 理科 天気 空の半分が雲で覆われているとき、天気はくもりである。○？×？ × 曇りとは、空の9割以上が雲で覆われている場合を指します。

9 A）小学校低学年 ○× 理科 天気 南国の沖縄県で、雪が積もったことがある。○？×？ × 久米島という島でみぞれが降ったことはありますが、雪が積もったことはありません。

10 A）小学校低学年 ○× 理科 天気
雷の電気の強さは、ピカチュウの出す技にもある10万ボルトよりも強い。○？
×？

○
電気の強さのことを「電圧」といい、ボルトという単位で測ります。雷の電圧は1億ボルトで、10万ボルトの
1000倍の強さです。つまり1000匹のピカチュウがいて雷と同じ強さになります。



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 A）小学校低学年 4択クイズ 理科 イヌ
チワワは世界で一番どんなイヌとして
知られているでしょう？

足が速い
子どもをたくさん産
む

鼻がいい 小さい 4 小さい
メキシコの「チワワ」という土地の名前がついた、世
界で1番小さなイヌです。

2 A）小学校低学年 4択クイズ 理科 イヌ
飼っているイヌにしてあげるとよいの
は、次のうちどれでしょう？

高くジャンプさせる つよくたたく
タマネギを食べさせ
る

走らせる 3 走らせる

小さなイヌを高くジャンプさせると、足が折れてしまう
かもしれません。たたくと、イヌは私たちを怖がってし
まいます。タマネギを食べると、イヌは体の調子が悪
くなってしまいます。イヌは走ることが大好きで、スト
レス解消になります。

3 A）小学校低学年 4択クイズ 理科 イヌ
次のうち、イヌが人間よりも100万倍か
ら1億倍も優れているという能力はどれ
でしょう？

匂いを嗅ぐ 早く走る 遠くを見る 病気に強い 1 匂いを嗅ぐ

「イヌの嗅覚は人の1億倍」とよくいいますが、これは
酸っぱい匂いに限ったものです。匂いによっては人
の100万倍ほどの場合もありますが、それでもすごい
能力です。

4 A）小学校低学年 4択クイズ 理科 イヌ
10歳のイヌは、人間でいうと何歳くらい
でしょう？

15歳くらい 30歳くらい 45歳くらい 60歳くらい 4 60歳くらい
10歳のイヌは、人間でいうとおじいさん・おばあさん
の仲間入りをしてしまいます。

5 A）小学校低学年 4択クイズ 理科 イヌ
次のうち、イヌのもとになったとされる
動物はどれでしょう？

トラ ネコ オオカミ タヌキ 3 オオカミ
人間に慣れて一緒に生活するようになったオオカミ
がイヌになったといわれています。

6 A）小学校低学年 4択クイズ 理科 イヌ
イヌが舌を出して「ハァハァ」しているの
はなぜでしょう？

お腹が減っている
体温を調節してい
る

遊んでほしいと伝
えている

特に意味はない 2
体温を調節してい
る

イヌは人と違って汗をかかないので、口を開けて
「ハァハァ」言うことで体温を調節しています。

7 A）小学校低学年 4択クイズ 理科 イヌ
アニメ『アルプスの少女ハイジ』で、おじ
いさんが飼っているヨーゼフは何という
イヌでしょう？

セント・バーナード
シベリアン・ハス
キー

マルチーズ ダックスフンド 1 セント・バーナード

ハイジが住んでいるスイスの山は、冬にたくさんの
雪が降ります。ぎっしりと毛が生えているセント・バー
ナードは寒さに強く、深い雪の中でものっしのっしと
歩くことができます。

8 A）小学校低学年 4択クイズ 理科 イヌ
目の不自由な人のお手伝いをするイヌ
を何というでしょう？

ちょうどうけん もうどうけん かいじょけん ばんけん 2 もうどうけん
盲導犬は、目の不自由な人の外出などを助けるよう
にしっかり訓練を受けたイヌのことです。

9 A）小学校低学年 4択クイズ 理科 イヌ
ブルドッグのドッグは「イヌ」という意味
ですが、ブルは何のことでしょう？

ウシ ウマ ゾウ トラ 1 ウシ

特にオスのウシのことを指します。昔のイギリスでは
イヌとウシを戦わせることがはやっていました。この
戦いににブルドッグが使われたため、ブルドッグには
ウシを意味する「ブル」という言葉が名前につけられ
たということです。

10 A）小学校低学年 4択クイズ 理科 イヌ

イヌの品種に、ゴールデンレトリバーや
ラブラドールレトリバーなどがあります
が、この「レトリバー」とはどういう意味
でしょう？

物を取ってくるもの 賢いもの 言うことをきくもの 早く走るもの 1 物を取ってくるもの
元々は猟で獲物をつかまえた時、それを主人のとこ
ろへ持ってくるイヌだったため、「物をとってくるもの」
という意味で「レトリバー」という名前がつきました。



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 A）小学校低学年 ○× 生活 家族
お父さんのお母さんも、お母さんのお母さんも、どちらもおばあさんである。
○？×？

○ 同じように、お父さんのお父さんも、お母さんのお父さんも、どちらもおじいさんです。

2 A）小学校低学年 ○× 生活 家族 兄弟では、必ずお兄さんの方が弟よりも背が高い。○？×？ ×
お兄さんよりも弟の方が背が高くなることもあります。兄弟漫才コンビの「中川家」も弟の礼二さんの方が
体が大きいです。

3 A）小学校低学年 ○× 生活 家族 ひいおじいさんのお父さんのことを、ひいひいおじいさんという。○？×？ ○
難しいことばでは、おじいさんのことは「祖父」、そのお父さん（ひいおじいさん）を「曽祖父（そうそふ）」、さ
らにそのお父さん（ひいひいおじいさん）のことを「高祖父（こうそふ）」といいます。

4 A）小学校低学年 ○× 生活 家族 結婚すると、女の人は名字を変えなければならない。○？×？ ×
法律で、結婚した夫婦は名字を一緒にしなければならないと決まっています。しかし、女の人がだけが変
える必要はなく、男の人が変えても構いません。

5 A）小学校低学年 ○× 生活 家族
犬やパンダなど、ほ乳類は子どもを産んだ時、お父さんとお母さんが協力して
子どもを育てる。○？×？

× 多くのほ乳類はお母さんだけが子育てをして、お父さんは子どもを育てません。

6 A）小学校低学年 ○× 生活 家族 自分のお兄さんやお姉さんとは結婚することが出来ない。○？×？ ○ 自分のきょうだいとは結婚できませんが、いとことは結婚することが出来ます。

7 A）小学校低学年 ○× 生活 家族
自分の子どもの子どもを「孫」といいますが、孫の子どもを「小孫（こまご）」とい
う。○？×？

× 「ひまご」と言います。ひまごにとっては「ひいおじいさん」「ひいおばあさん」に自分が当たります。

8 A）小学校低学年 ○× 生活 家族
『サザエさん』に出てくるカツオくんにとってのタラちゃんのように、自分のきょう
だいの子どものことを「いとこ」という。○？×？

×
自分のきょうだいの子どものことを男の子なら「おい」、女の子なら「めい」と呼びます。逆にタラタラちゃん
にとってのカツオくんのように、自分の親のきょうだいのことを男の人なら「おじ」、女の人なら「おば」とい
います。

9 A）小学校低学年 ○× 生活 家族 世界には1人のお母さんから同時に5人産まれた、五つ子がいる。○？×？ ○ 日本でも五つ子が誕生しています。世界には八つ子が生まれた例もあります。

10 A）小学校低学年 ○× 生活 家族 昔、50人以上も子どもがいた人がいる。○？×？ ○ 江戸時代の将軍・徳川家斉（いえなり）には、55人もの子どもがいました。



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 A）小学校低学年 ○× その他 キャラクター きかんしゃトーマスのからだのいろはあおである。○？×？ ○ からだがあかいジェームスやからだがみどりのパーシーなど、トーマスにはなかまがたくさんいます。

2 A）小学校低学年 ○× その他 キャラクター ミッキーマウスにはひげが6本ある。○？×？ × ミッキーマウスにはひげはありません。

3 A）小学校低学年 ○× その他 キャラクター キティちゃんの耳にはリボンがついていますが、それは右耳である。○？×？ ×
キティちゃんのリボンは左耳についています。ちなみに、キティちゃんには双子の妹のミミィがいます。ミ
ミィちゃんはキティちゃんと見分けがつくように右耳にリボンをつけています。

4 A）小学校低学年 ○× その他 キャラクター くまのぷーさんは、生きた熊ではなく、ぬいぐるみである。 ○
クリストファー・ロビンという男の子のぬいぐるみです。その証拠にプーさんの背中には縫い目がありま
す。

5 A）小学校低学年 ○× その他 キャラクター
『妖怪ウォッチ』のキャラクター、ジバニャンがお腹にしているのはベルトであ
る。○？×？

× ジバニャンがお腹にしているのは腹巻です。

6 A）小学校低学年 ○× その他 キャラクター ドラえもんは、ネズミに鼻を食べられてしまった。○？×？ ×
ドラえもんがネズミにかじられてしまったのは耳です。ドラえもんのガールフレンドは真ん丸の顔を見ると
大笑い。あまりの悲しさに大泣きしたため、その振動で元の黄色い塗装がはがれ、真っ青なドラえもんに
なってしまったそうです。

7 A）小学校低学年 ○× その他 キャラクター 『ワンピース』の主人公、モンキー・D・ルフィは泳げない。○？×？ ○ 悪魔の実のせいで泳げなくなりました。悪魔の実を食べた他の人も同じく泳げません。

8 A）小学校低学年 ○× その他 キャラクター
アニメ『サザエさん』で、サザエさんはカツオくんはタラちゃんのお兄さんであ
る。○？×？

×
タラちゃんはカツオくんのお姉さんであるサザエさんの子どもです。なので、カツオくんの弟ではなく「おい
（自分のきょうだいの男の子ども）」にあたります。

9 A）小学校低学年 ○× その他 キャラクター アンパンマンの頭に入っているあんこは「つぶあん」である。○？×？ ○
アンパンマンのあんこは、小豆の形が少し残っている「つぶあん」です。ちなみに、あんこがパン工場から
無くなったときには、中にクリームを入れたこともあります。

10 A）小学校低学年 ○× その他 キャラクター ゆるキャラの「ふなっしー」は、実は桃も好きである。○？×？ ○ ふなっしーの好物は、（なぜか）洋ナシに加えて桃や肉などです。嫌いな食べ物はもずくだそうです。



番号 対象年齢A／B 形式 ジャンル タイトル 問題文 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 A）小学校低学年 4択クイズ 国語 擬音語・擬態語
次のうち、音や様子を表す言葉が名前
に使われているキャラクーはどれでしょ
う？

ドラえもん ピカチュウ キティちゃん ミッキーマウス 2 ピカチュウ
「ピカ」は雷などが光る様子で、「チュウ」はネズミの
鳴き声です。

2 A）小学校低学年 4択クイズ 国語 擬音語・擬態語
のどが渇いた時は、「のどが○○○○
だ」といいます。何というでしょう？

あらあら からから さらさら たらたら 2 からから
のどがからからのときは体の中の水分が足りていま
せん。すぐに水やお茶を飲みましょう。

3 A）小学校低学年 4択クイズ 国語 擬音語・擬態語
次のうち、「ごろごろ」とは言わないのは
どれでしょう？

花びらが落ちる 雷がなる 岩が転がる
何もせずに寝る転
がっている

1 花びらが落ちる
花びらのように軽いものが落ちるときは「ひらひら」
「はらはら」などと言います。

4 A）小学校低学年 4択クイズ 国語 擬音語・擬態語
布が薄いことや、英語を滑らかに話す
ときに使われる言葉はどれでしょう？

ぼりぼり つるつる ぐるぐる ぺらぺら 4 ぺらぺら
人の秘密をすぐしゃべってしまうときや、本のページ
を勢いよくめくるときにも使われます。

5 A）小学校低学年 4択クイズ 国語 擬音語・擬態語
次の言葉のうち、「痛い」様子を表して
いるのはどれでしょう？

きりきり ぽかぽか くるくる ころころ 1 きりきり
「お腹がきりきりと痛む」のように使います。鋭く突き
刺すような痛みを表す言葉です。

6 A）小学校低学年 4択クイズ 国語 擬音語・擬態語
煙突から煙が上がっている時に使う言
葉はどれでしょう？

すべすべ もくもく しとしと ざーざー 2 もくもく
「すべすべ」は表面が滑らかな様子、「しとしと」は静
かに降る雨の音、「ざーざー」は激しい雨の音を表し
ます。

7 A）小学校低学年 4択クイズ 国語 擬音語・擬態語
大変そうに歩くときに使う言葉はどれで
しょう？

すたすた とぼとぼ えっちらおっちら しゃなりしゃなり 3 えっちらおっちら
「すたすた」は急いで歩くとき、「とぼとぼ」は力なく歩
くとき、「しゃなりしゃなり」は女の人がきどって歩くと
きに使います。

8 A）小学校低学年 4択クイズ 国語 擬音語・擬態語
次の言葉のうち、仲間はずれはどれで
しょう？

がちゃがちゃ ごとごと どんどん きらきら 4 きらきら
「きらきら」は実際には音が聞こえないものの様子で
すが、他はすべて音を表しています。

9 A）小学校低学年 4択クイズ 国語 擬音語・擬態語
次のうち、「なみなみ」という言葉の意
味として正しいのはどれでしょう？

小川が流れる音や様
水がコップの中に
あふれるほどある
様子

水が少しずつ流れ
る様子

雨や水ですっかり
濡れる様子

2
水がコップの中に
あふれるほどある
様子

小川が流れる音や様子は「さらさら」、水が少しずつ
流れる様子は「ちょろちょろ」、雨や水ですっかり濡れ
る様子は「びしょびしょ」などと言います。

10 A）小学校低学年 4択クイズ 国語 擬音語・擬態語
英語では「バウワウ」というのは何の鳴
き声でしょう？

ネコ ウマ イヌ ヒツジ 3 イヌ
イヌの鳴き声も世界では様々で、中国では「ウー
ウー」、ロシアでは「ガフガフ」、ドイツでは「ハフハフ」
などと表現します。



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 A）小学校低学年 ○× 国語 昔話
竜宮城の乙姫様からもらった「玉手箱」を開けて、おじいさんになってしまった
のは桃太郎である。○？×？

×
正解は「浦島太郎」です。浦島太郎は助けてあげたカメの背中に乗って竜宮城に行きました。そこから帰
るときにもらったおみやげが玉手箱です。

2 A）小学校低学年 ○× 国語 昔話
『おむすびころりん』で、おむすびが落っこちた穴の中にいたのはネズミである。
○？×？

○
おむすびを追いかけて穴に落ちてしまったおじいさんは、ネズミと踊っておむすびのお礼にお宝をもらいま
した。

3 A）小学校低学年 ○× 国語 昔話 『ぶんぶく茶釜』で、うまく茶釜に化けたのはタヌキである。○？×？ ○
茶釜とはお茶ちゃをいれるお湯を沸かすための道具のことです。タヌキはうまく茶釜に化けましたが、火に
かけられてしまい、あまりの熱さに逃げ出してしまいました。

4 A）小学校低学年 ○× 国語 昔話
『舌切りすずめ』で、おじいさんはおみやげに大きなつづらを持って帰った。
○？×？

×
おじいさんは小さなつづらを持って帰ったところ、中から大判小判がたくさん出てきました。それを聞いた
おばあさんが大きなつづらを持って帰ると、中から虫やおばけが出てきました。

5 A）小学校低学年 ○× 国語 昔話 『金太郎』で、金太郎が熊としたのはかくれんぼである。○？×？ ×
金太郎が熊としたのは相撲です。金太郎は熊に勝つくらい強く、武士になるために森の動物たちといろい
ろな稽古をしました。

6 A）小学校低学年 ○× 国語 昔話
『一寸法師』で、一寸法師が鬼と戦うときに使った武器きはお箸しである。○？
×？

× 一寸法師は針で鬼を倒しました。お箸は船として乗ったお椀を漕ぐときに使いました。

7 A）小学校低学年 ○× 国語 昔話 『さるかに合戦』で、柿の種をもともと持っていたのはサルである。○？×？ ○
サルはカニが持っていたおにぎりがほしくなり、自分の柿の種と交換したのが始まりです。カニは柿の種を
育てて立派な柿の木にしましたが、柿の実はサルに食べられてしまい、カニの仲間がサルに仕返しをする
お話です。

8 A）小学校低学年 ○× 国語 昔話 『桃太郎』で、最初に桃太郎の家来になったのはイヌである。○？×？ ○ イヌ→サル→キジ、の順番で桃太郎の家来になりました。

9 A）小学校低学年 ○× 国語 昔話
『かぐや姫』で、かぐや姫はおじいさん、おばあさんといつまでも幸せに暮らし
た。○？×？

× かぐや姫は実は月の世界にすむお姫様で、物語の最後に月へ帰っていきました。

10 A）小学校低学年 ○× 国語 昔話 『わらしべ長者』の主人公は、最後は何も残らなくなってしまう。○？×？ ×
昔話は地方や時代によっていろいろなストーリーがある場合がありますが、『わらしべ長者』の主人公は
最後に大きな家を手に入れたり、結婚したりします。



番号 対象年齢A／B 形式 ジャンル タイトル 問題文 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 A）小学校低学年 4択クイズ 生活 行事
節分で、「鬼は外、福は内」といってまく
ものはなんでしょう？

飴 豆 水 種 2 まめ
悪い鬼をやっつける力があるという豆をまいて、家の
中にいついた鬼を追い払います。

2 B)小学校低学年 4択クイズ 生活 行事
バレンタインデーは女の子が男の子に
何というお菓子を渡す日でしょう？

マシュマロ ポテトチップス クッキー チョコレート 4 チョコレート
アメリカなどでは家族や友だちにカードやプレゼント
などを贈ります。

3 A）小学校低学年 4択クイズ 生活 行事

雛祭りの時に飾られる雛人形。一番上
の段はお内裏さまとお雛さまですが、
そのすぐ下の段には誰がいるでしょ
う？

五人囃子 兵隊さん 三人官女 お坊さん 3 三人官女
上の段から順番に、「お内裏様とお雛様」、「三人官
女」、「五人囃子」、「随臣（ずいしん…警備係）」、「仕
丁（じちょう…身の回りのお世話係）」となります。

4 A）小学校低学年 4択クイズ 生活 行事

4月1日は「エイプリルフール」といって、
1年でこの日だけあることをしてもゆるし
てもらえます。そのあることとは何で
しょう？

嘘をつく 人をたたく
お菓子をたくさん食
べる

人の悪口を言う 1 嘘をつく
ただし、誰かを困らせてしまうような嘘はいけませ
ん。また、嘘をついてもよいのは午前中までとされて
います。

5 A）小学校低学年 4択クイズ 生活 行事 ふつう、お花見で見る花は何でしょう？ 桜 ばら ひまわり 朝顔 1 桜
お花見は春の行事ですが、沖縄など温かい場所で
は1月の終わりから楽しむことができます。

6 A）小学校低学年 4択クイズ 生活 行事
七夕で願いごとを書いた短冊などをつ
けて飾る植物は何でしょう？

松 笹 すすき 桜 2 笹
笹に飾る理由ははっきりとはわかっていませんが、
笹には昔から、悪い気を追い払うと考えられていた
からではないかなどといわれています。

7 A）小学校低学年 4択クイズ 生活 行事
次の行事のうち、夏にするものはどれ
でしょう？

書初め 盆踊り ハロウィーン 雪合戦 2 盆踊り
盆踊りは、8月の真ん中にあるお盆の時期に帰ってく
るといわれるご先祖様の霊を供養するために開かれ
たのが始まりです。

8 B)小学校低学年 4択クイズ 生活 行事
次のうち、紅葉狩りをしにいく場所はど
こでしょう？

学校 海 動物園 山 4 山 紅葉狩りは、秋に山などに紅葉を見に行くことです。

9 A）小学校低学年 4択クイズ 生活 行事
12月25日はある偉い人の誕生日とされ
ているクリスマスですが、その人とは誰
でしょう？

王様 お釈迦様 キリスト 大統領 3 キリスト
キリストはアメリカやヨーロッパの国々などで信じら
れているキリスト教を始めた人物です。

10 A）小学校低学年 4択クイズ 生活 行事
大みそかに長生きすることを願って食
べるものとは何でしょう？

そば おにぎり おもち おせち料理 1 そば
大みそかには「年越しそば」を食べる習慣がありま
す。そばはその形から「細く長く」生きることを願って
食べられるようになったといいわれています。



番号 対象年齢A／B 形式 ジャンル タイトル 問題文 正解選択肢 解説

1 A）小学校低学年 ○× 国語 絵本 『おおきなかぶ』で、最後にはかぶを抜くことができた。○？×？ ○ おじいさん、おばあさん、まご、いぬ、ねこ、ねずみがいっしょに引っぱって、ようやくかぶは抜けました。

2 A）小学校低学年 ○× 国語 絵本 『てぶくろを買いに』に出てくる動物は、うさぎである。○？×？ ×
うさぎではなくきつねです。このお話の作者である新見南吉は、他にも『ごんぎつね』などの作品を書いて
います。

3 A）小学校低学年 ○× 国語 絵本
『ウォーリーをさがせ！』に出てくるウォーリーは、赤と白の水玉模様の服を着
ている。○？×？

×
ウォーリーは、赤と白のしま模様の服を着ています。ウォーリーを探すときには服だけではなく、赤と白の
帽子、眼鏡、杖、青いズボンなどをヒントに探すと見つけやすいです。

4 A）小学校低学年 ○× 国語 絵本 『バムとケロ』に出てくるバムは、犬である。○？×？ ○ バムは犬、ケロはかえるです。絵本には、他に「おじぎちゃん」という名前の3本耳のうさぎも出てきます。

5 A）小学校低学年 ○× 国語 絵本 『はらぺこあおむし』に出てくるあおむしは月曜日に生まれた。○？×？ ×
あおむしは日曜日の朝に生まれました。月曜から土曜日まで色々なものを食べ過ぎてお腹をこわしてしま
います。

6 A）小学校低学年 ○× 国語 絵本
『おおかみと七ひきのこやぎ』で、おおかみに食べられずに助かったのは長男
だけである。○？×？

×
長男は机の下に逃げましたが、すぐに見つかって食べられてしまいます。助かったのは柱時計の箱の中
に隠れた末っ子だけです。

7 A）小学校低学年 ○× 国語 絵本 『ぐりとぐら』でぐりとぐらは、もぐらである。○？×？ ×
ぐりとぐらは「野ねずみ」の双子の兄弟です。ちなみに、青い帽子をかぶっているのがぐり、赤い帽子をか
ぶっているのはぐらです。

8 A）小学校低学年 ○× 国語 絵本 『スイミー』でスイミーの体の色は黒である。○？×？ ○
スイミーは小さな黒い魚です。たくさんの小さな赤い魚と一緒に泳いで大きな魚のように見せて、小さな魚
を食べる大きな魚を追い払いました。

9 A）小学校低学年 ○× 国語 絵本 『かわいそうなぞう』は、実際のお話がもとになっている。○？×？ ○
東京にある、上野動物園で実際にあったお話です。戦争の時に、逃げ出してしまうと危ないので、その前
に人によって殺されてしまうぞうのお話です。

10 A）小学校低学年 ○× 国語 絵本
『100万回生きたねこ』で、主人公のねこは、自分をを飼ってくれている飼い主の
ことがいつも大嫌いだった。○？×？

○
ねこは飼い主のことが大嫌いだったので、自分が死んで飼い主と別れることをちっとも悲しく思いませんで
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 A）小学校低学年 ○× 社会／理科 海 地球上の海より陸の方が広い。○？×？ × 地球の表面を海と陸で分けると、およそ海が7、陸が3の大きさになります。

2 A）小学校低学年 ○× 社会／理科 海 世界には海に面していない国もある。○？×？ ○
アジアのネパールやヨーロッパのスイスなどのように、周囲がすべてほかの国によって囲まれているとい
う国もあります。

3 B)小学校低学年 ○× 社会／理科 海 元日やこどもの日と同じ祝日に「海の日」というのがある。○？×？ ○
7月の第3月曜日が「海の日」と定められています。周りが海に囲まれた島国は世界にいくつもあります
が、「海の日」という祝日があるのは日本だけです。

4 A）小学校低学年 ○× 社会／理科 海 海はすべてつながっているので、どこの海もしょっぱさは変わらない。○？×？ × 海がある場所の気候や潮の流れのせいで、世界中どこでも同じというわけではありません。

5 A）小学校低学年 ○× 社会／理科 海 海の上にも国と国の境目がある。○？×？ ○
国と国の境を国境といいますが、これは陸だけでなく海の上でも定められています。陸からおよそ22キロ
メートルまでがその国の領土です。

6 A）小学校低学年 ○× 社会／理科 海 世界一深い海の底にも、あらゆる生き物がいない。○？×？ × 世界一深い海、マリアナ海溝のチャレンジャー海淵の泥の中にバクテリアなどの微生物ががいます。

7 A）小学校低学年 ○× 社会／理科 海 海の中にも火山がある。○？×？ ○
海の中には、陸よりもたくさんの火山があります。日本の海でも2013年に海底火山の噴火により島がで
き、現在も大きくなっています。

8 A）小学校低学年 ○× 社会／理科 海
世界で一番広い海「太平洋」をヨットに乗って、風の力だけで日本からアメリカ
にたどり着いた人がいる。○？×？

○
1962年、堀江謙一さんがマーメイド号という全長5.8メートルの小さなヨットで、日本からアメリカのサンフラ
ンシスコに渡りました。これが、日本人による単独での太平洋横断の初めての記録です。

9 A）小学校低学年 ○× 社会／理科 海 海よりもしょっぱい湖がある。○？×？ ○ 海とつく湖「死海」は海のおよそ10倍ものしょっぱさです。このため人の体もぷかぷかと浮いてしまいます。

10 B)小学校低学年 ○× 社会／理科 海 地球が出来て、最初の海の水は甘かった。○？×？ ×
地球ができて間もなく誕生した海は、最初に溶け込んだ成分のため、もし飲んだとしたら相当すっぱい味
であったろうといわれています。



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 A）小学校低学年 4択クイズ 理科 魚
次のうち、魚じゃないのはどれでしょ
う？

イルカ サメ タツノオトシゴ ウナギ 1 イルカ
イルカやクジラはほ乳類といって魚ではなく、私たち
ヒトと同じ仲間です。お母さんのお腹の中で育ってか
ら生まれます。

2 A）小学校低学年 4択クイズ 理科 魚
次のひれのうち、泳いでいる状態の魚
の下の方についているのはどれでしょ
う？

胸びれ 背びれ 尻びれ 尾ひれ 3 尻びれ
尻びれは腹びれとともに、体の下向きについていま
す。胸びれは体の横に2つついています。

3 A）小学校低学年 4択クイズ 理科 魚
ちりめんじゃこの中にまぎれている生き
物のことを何というでしょう？

チリメンモンスター チリメンおばけ チリメンマン チリメンハンター 1 チリメンモンスター
ちりめんじゃこは、幼いイワシを煮た後、干して作ら
れます。その中に混じっている小さな海産物がチリメ
ンモンスターです。

4 A）小学校低学年 4択クイズ 理科 魚 世界で一番大きな魚は何でしょう？ マグロ シャチ マンボウ ジンベエザメ 4 ジンベエザメ
ジンベエザメは体長が最大13メートルくらいにまで大
きくなるそうです。性格は穏やかで小さなエビの仲間
を食べます。

5 A）小学校低学年 4択クイズ 理科 魚
お祭りでもおなじみの「キンギョ」。この
キンギョは、どこの国で生まれたもので
しょう？

日本 中国 アメリカ オランダ 2 中国
キンギョは今から約2000年前の中国で、フナを改良
して生まれたとされています。

6 A）小学校低学年 4択クイズ 理科 魚
次の4種類の生き物のうち、メダカと一
緒に飼うことができないのはどれでしょ
う？

イモリ ドジョウ エビ タニシ 1 イモリ

イモリはメダカを食べてしまいます。そのため、メダカ
と一緒に飼うことはできません。エビやタニシ、ドジョ
ウは水槽についたコケやエサの食べ残しを食べてそ
うじしてくれます。また、メダカを滅多に食べることは
ありません。

7 A）小学校低学年 4択クイズ 理科 魚
次のうち、マグロについて本当のことは
どれでしょう？

ほとんどのマグロが
ある特定の海にだ
けしかいない

眠っている間も泳
いでいる

卵ではなく小さなマ
グロを産む

3
眠っている間も泳
いでいる

マグロは泳ぐことでえらに水を通して息をします。そ
のため、泳ぐのを止めると死んでしまい、眠っている
間も泳ぎ続けることができるようになりました。

8 A）小学校低学年 4択クイズ 理科 魚
赤いつぶつぶの卵「イクラ」は次のどの
魚の卵でしょう？

タラ サケ キンギョ コイ 2 サケ
イクラはサケの卵です。そもそも「イクラ」はロシア語
で「魚の卵」という意味があることばです。

9 A）小学校低学年 4択クイズ 理科 魚
次のうち、一番電気が強いのはどれで
しょう？

電気エイ 電気ナマズ 電気ウナギ 電気クラゲ 3 電気ウナギ

電気ウナギの出す電気は500～800ボルトで一番で
す。電気ナマズは300～500ボルト、電気エイは70～
80ボルトです。電気クラゲは本当は電気を流してい
ません。刺さるとしびれるのでそう呼ばれています。

10 A）小学校低学年 4択クイズ 理科 魚
次のうち、本当にいる魚はどれでしょ
う？

ニンジンウオ ナスビウオ ピーマンウオ キュウリウオ 4 キュウリウオ
キュウリのような匂いがするため、この名前がつきま
した。アユやシシャモはこの魚の仲間です。



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 A）小学校低学年 ○× 家庭科 お菓子 チョコレートの材料はカカオという豆である。○？×？ ○ カカオ、牛乳、砂糖などを混ぜて作られます。

2 A）小学校低学年 ○× 家庭科 お菓子 チョコレートはもともとは食べ物ではなく、飲み物だった。○？×？ ○ もともとはすりつぶしたカカオにトウモロコシなどを混ぜて煮込んだ飲み物でした。

3 A）小学校低学年 ○× 家庭科 お菓子
ガムをチョコレートといっしょに食べると、ガムは溶けてなくなってしまう。○？
×？

○ ガムは木の液から作られますが、チョコレートに含まれる油によって、この木の液は溶けてしまいます。

4 A）小学校低学年 ○× 家庭科 お菓子 「砂糖ゼロ」というお菓子には、まったく砂糖が入っていない。○？×？ × 少し（100gのうち0.5gまで）なら入っていても良い、と法律で決められています。

5 A）小学校低学年 ○× 家庭科 お菓子 綿菓子は、砂糖からできている。○？×？ ○ ザラメという砂糖を使います。それ以外の食べ物は何も使われていません。

6 A）小学校低学年 ○× 家庭科 お菓子 ドーナツはその昔、穴が空いていなかった。○？×？ ○ ドーナツはもともと穴は空いておらず、丸い形のお菓子でした。

7 A）小学校低学年 ○× 家庭科 お菓子 千歳あめという細長いあめは、20歳になった人が食べてお祝いする。 × 七五三のお祝いで食べます。その細長い形は、「長生きできるように」という願いがこめられています。

8 A）小学校低学年 ○× 家庭科 お菓子 きなこ餅の「きなこ」は、ピーナッツからできている。○？×？ ×
「きなこ」はピーナッツではなく、大豆から作られます。大豆に火を通した後、ミキサーで粉々にしたものが
きなこです。

9 A）小学校低学年 ○× 家庭科 お菓子 「おめでとう」という、ちょっとかわった名前のお菓子がある。○？×？ ○ 3月に食べる「ひなあられ」のことを「おめでとう」とも言います。

10 A）小学校低学年 ○× 家庭科 お菓子 どらやきは、『ドラえもん』の作者が考えだしたお菓子である。○？×？ × お寺にあった楽器「ドラ」に似ていることから、そう呼ばれるようになったという説が一般的です。



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 A）小学校低学年 ○× 理科 動物 チーターが本気を出すと、新幹線よりも早く走ることができる。○？×？ × チーターの最高速度は時速110kmぐらいなので、時速300kmを超える新幹線にはかないません。

2 A）小学校低学年 ○× 理科 動物
えものをつかまえる「狩り」をしているライオンは、ほとんどオスのライオンであ
る。○？×？

× 狩りの多くはメスのライオンがしています。オスのライオンはいざというときに活躍します。

3 A）小学校低学年 ○× 理科 動物 子どもの手のひらにのってしまうくらいのサルがいる。○？×？ ○
世界一小さいとされているサルは「ピグミーネズミキツネザル」といいます。動物の名前が3つもついてい
るのはおもしろいですね。体長はおとなでも7㎝ほどで、しっぽも長くて15㎝くらいというミニサイズです。

4 A）小学校低学年 ○× 理科 動物 キツネとタヌキは同じ動物の仲間である。○？×？ ○ どちらもイヌ科のどうぶつです。

5 A）小学校低学年 ○× 理科 動物 ラクダのこぶのなかには水がたまっている。○？×？ ×
ラクダのこぶの中には脂肪（あぶら）がはいっています。何も食べるものがないときは、この脂肪を取り入
れて栄養にします。

6 A）小学校低学年 ○× 理科 動物 キリンの長い首には、人の首よりもたくさんの骨がある。○？×？ × キリンと人の首の骨の数はどちらも７本です。これは、ほかのほ乳類でもいっしょです。

7 A）小学校低学年 ○× 理科 動物 ウサギは1羽、2羽と数えることがある。○？×？ ○ 鳥と同じように数えるのは、「長い耳が鳥の羽のように見えるから」などいろいろな由来があります。

8 A）小学校低学年 ○× 理科 動物 コウモリは鳥のなかまではないので、赤ちゃんをうむ。○？×？ ○
コウモリは空を自由に飛び回りますが、卵をうむ鳥の仲間ではなく、赤ちゃんをうむ、私たち人間と同じほ
乳類です。

9 A）小学校低学年 ○× 理科 動物 ネコよりイヌの方が種類が多い。○？×？ ○
動物の種類の分け方は決まりが難しいのですが、イヌはおよそ700～800種類。きちんと登録されているも
ので3百数十種にのぼります。方やネコは、60種類ほどしか登録されていません。

10 A）小学校低学年 ○× 理科 動物 ハムスターは、ハムが大好物だから、その名前がついた。○？×？ ×
ドイツ語で「買いだめ、貯蓄」を意味する言葉からついたという説が有力です。口いっぱいに食べ物をほお
ばる様子からその名前がついたのかもしれません。



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 A）小学校低学年 ○× 社会 乗り物 自転車で足を乗せる部分を「サドル」という。○？×？ × 「サドル」は、おしりを乗せるところ。足を乗せるところは「ペダル」と言います。

2 A）小学校低学年 ○× 社会 乗り物 日本で打ち上げているロケットには宇宙飛行士が乗っている。○？×？ ×
残念ながら、日本では人を乗せたロケットを打ち上げたことは今までありませんが、2025年の実用化に向
けて有人宇宙船の開発に取り組んでいます。

3 A）小学校低学年 ○× 社会 乗り物
消防車の仲間「はしご車」には、50mの高さまではしごがのびるものがある。
○？×？

○ ビル16階くらいの高さまでのびるはしご車があります。

4 A）小学校低学年 ○× 社会 乗り物
どんなに急いでいるパトカーでも、これ以上出してはいけないスピードがある。
○？×？

○ 高速道路では時速100km、ふつうの道路では時速80kmまでと原則決められています。

5 A）小学校低学年 ○× 社会 乗り物 バイクが運転できると、自動車を運転してもよい。○？×？ ×
自動車の免許で原動機付自転車という小さなバイクは乗れますが、どの種類のバイクの免許であっても
自動車を運転することはできません。

6 A）小学校低学年 ○× 社会 乗り物 飛行機が通ったあとには、いつも飛行機雲ができる。○？×？ ×
空の上の空気が乾いていると、飛行機雲はできません。逆に、飛行機雲ができるときは空気中の水分が
多く、近いうちに雨がふりやすいのだそうです。

7 A）小学校低学年 ○× 社会 乗り物 最初に発明された自転車は、足で蹴って進んだ。○？×？ ○
自転車は1813年に発明されましたが、その頃の自転車はペダルがなく、足で地面を蹴って走る仕組みで
した。

8 A）小学校低学年 ○× 社会 乗り物 車の免許をとれるのは20歳になってからである。○？×？ × 18歳になったら取ることができます。

9 A）小学校低学年 ○× 社会 乗り物
黄色い車体の新幹線「ドクターイエロー」は、線路などを調べるための車両であ
る。○？×？

○ ドクターイエローは、10日に1回くらい走っていて、事故が起きないように線路などのチェックをしています。

10 A）小学校低学年 ○× 音楽 乗り物 テレビやキッチン、お風呂、トイレまで中にそろっている車がある。○？×？ ○
住むために必要なものがそろった、キャンピングカーという車があります。名前のとおり、キャンプができる
車です。



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 A）小学校低学年 4択クイズ 音楽 童謡
次のうち、『おべんとうばこのうた』の中
に出てこない食べ物はどれでしょう？

ごぼう だいこん ふき れんこん 2 だいこん
この他にもいくつか登場しますが、地方や時代の違
いで、「さくらんぼ」が入っていることもあります。

2 A）小学校低学年 4択クイズ 音楽 童謡
『もりのくまさん』で、おじょうさんが落と
してしまった白いものは何でしょう？

傘 帽子 イヤリング 指輪 3 イヤリング
「白い貝がらの小さなイヤリング」です。落し物を届
けてくれたくまさんに、おじょうさんは歌のお礼をしま
す。

3 A）小学校低学年 4択クイズ 音楽 童謡
『うれしいひなまつり』で、笛太鼓（ふえ
だいこ）を演奏しているのは何人囃子で
しょう？

三人 五人 七人 十人 2 五人
1番で、「五人囃子の笛太鼓、今日はたのしいひなま
つり」と歌います。

4 A）小学校低学年 4択クイズ 音楽 童謡
『虫のこえ』で「がちゃがちゃがちゃが
ちゃ」と鳴いている虫は何でしょう？

くつわむし こおろぎ すずむし まつむし 1 くつわむし
まつむしは「ちんちろちんちろちんちろりん」すずむし
は「りんりんりんりんりーんりん」こおろぎは「きりきり
きりきり」と鳴きます

5 A）小学校低学年 4択クイズ 音楽 童謡
「カラス　なぜなくの　カラスは山に」と
いう歌の題名はなんでしょう？

七つの子 カラス なぜなくの カラスは山に かわいいこ 1 七つの子
タイトルにもなっている「七つの子」の「七」が何を指
しているのかは、よくわかっていないそうです。

6 A）小学校低学年 4択クイズ 音楽 童謡
『とんぼのめがね』に実際に出てくるめ
がねは、次のうちどれでしょう？

ぴかぴかめがね きらきらめがね ごつごつめがね つるつるめがね 2 ぴかぴかめがね
一番に「みずいろめがね」、二番に「ぴかぴかめが
ね」三番に「あかいろめがね」が出てきます。

7 A）小学校低学年 4択クイズ 音楽 童謡
『サッちゃん』で、サッちゃんが好きな果
物は何でしょう？

ぶどう りんご バナナ いちご 3 バナナ
三番では、遠くに引っ越してしまうかもと、ちょっぴり
悲しい歌詞になっています。

8 A）小学校低学年 4択クイズ 音楽 童謡
『めだかの学校』で、その学校はどこに
あるでしょう？

川の中 池の中 海の中 水の中 1 川の中
この歌の舞台となったのは、神奈川県小田原市にあ
る小さな用水だということです。

9 A）小学校低学年 4択クイズ 音楽 童謡
『チューリップ』の中に出てこない色は
どれでしょう？

赤 青 黄色 白 2 青
花すべてが青いチューリップは、世界中でまだだれ
も咲かせたことがありません。

10 A）小学校低学年 4択クイズ 音楽 童謡
『アルプス一万尺』の中で、アルペン踊
りをどこで踊ろう、と歌っているでしょ
う？

こやぎ こやし こやま こやり 4 こやり
「こやり」とは武器の槍ではなく、「槍ヶ岳」という山の
頂上近くにある岩のことといわれています。
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1 A）小学校低学年 4択クイズ 理科 虫
「リーンリーン」となくスズムシは、どの
ようにしてきれいな音を出しているで
しょう？

お腹を震わせる 強く息を吹く
羽をこすり合わせ
る

まばたきをたくさん
する

3
羽をこすり合わせ
る

右の羽の裏に、細かいやすりが並んでいて、左の羽
でそこをこすることで音を出します。ちなみに、音を
出すのはオスだけです。

2 A）小学校低学年 4択クイズ 理科 虫
テントウムシをひっくりかえすと黄色い
汁を出しますが、これはテントウムシの
何でしょう？

汗 おしっこ 血 よだれ 3 血
この黄色い汁には毒が入っていて、とても苦い味が
します。このように苦い汁を出すことで、テントウムシ
は食べられないように、身を守っています。

3 A）小学校低学年 4択クイズ 理科 虫
ミツバチの巣は、どんなかたちの穴が
集まってできているでしょう？

三角形 四角形 五角形 六角形 4 六角形
つぶれにくく、しかもハチが中に入りやすいように、
穴の形が六角形になったといわれています。

4 A）小学校低学年 4択クイズ 理科 虫
オスのクワガタムシにあるはさみのよう
なものは、実は何でしょう？

あご つの あし きば 1 あご
オスのクワガタムシは、はさみのようなあごで他のク
ワガタムシと戦い、木の蜜やメスのクワガタムシを取
り合います。

5 A）小学校低学年 4択クイズ 理科 虫
アゲハチョウの幼虫のことを、何虫とい
うでしょう？

赤 青 緑 黒 2 青
青虫の体の色は、大好物の葉っぱの色にそっくりな
ので、敵から隠れやすくなっています。

6 A）小学校低学年 4択クイズ 理科 虫
トンボの幼虫は、どんな場所にすんで
いるでしょう？

土の中 水の中 家の中 木の中 2 水の中
トンボの幼虫はヤゴといって、水中で魚やオタマジャ
クシを食べて育ちます。

7 A）小学校低学年 4択クイズ 理科 虫
次のうち、本当にいるバッタはどれで
しょう？

ダッコバッタ タカイタカイバッタ カタグルマバッタ オンブバッタ 4 オンブバッタ メスがオスをおんぶしているように見えます。

8 A）小学校低学年 4択クイズ 理科 虫
昆虫の脚はみんな同じ本数です。何本
でしょう？

4本 6本 8本 10本 2 6本
昆虫は、体を安定させるためや、6本のうち4本は体
を支え、2本は手の代わりとして使ったりするため
に、脚が6本あると考えられています。

9 A）小学校低学年 4択クイズ 理科 虫
次の虫のうち、さながぎにならないのは
どれでしょう？

アリ セミ カマキリ カブトムシ 3 カマキリ
カマキリやバッタのように、さなぎにならない昆虫も
います。

10 A）小学校低学年 4択クイズ 理科 虫
地球上には、およそ何種類の昆虫がい
るでしょう？

10種類 100種類 1万種類 100万種類 4 100万種類
全世界の見つかっている生き物は175万種類ほどで
すが、そのうち約95万種類は昆虫です。
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1 A）小学校低学年 4択クイズ その他 なぞなぞ
1週間のうち、2日しか使うことができな
い楽器は何でしょう？

カスタネット たいこ タンバリン もっきん 4 もっきん 木曜日と金曜日。

2 A）小学校低学年 4択クイズ その他 なぞなぞ 魚の中にいる虫はなんでしょう？ はえ か はち ちょう 2 か 「さかな」というもじの真ん中に「か」があります。

3 A）小学校低学年 4択クイズ その他 なぞなぞ
逆立ちし読むことができるのは何でしょ
う？

絵本 教科書 日記 新聞紙 4 新聞紙
後ろから読んでも「しんぶんし」となるからです。この
ように、逆から読んでも同じになる文を「回文」といい
ます。

4 A）小学校低学年 4択クイズ その他 なぞなぞ
次の動物のうち、どこかにいってしまう
のはどれでしょう？

さる ねこ うし たぬき 1 さる ある場所から離れることを「去る」と言います。

5 A）小学校低学年 4択クイズ その他 なぞなぞ
食べると安心できるお菓子って何でしょ
う？

ビスケット ゼリー ホットケーキ チョコレート 3 ホットケーキ 食べると「ほっと」するからです。

6 A）小学校低学年 4択クイズ その他 なぞなぞ
「くり」は「くり」でも、驚いたときに出てく
る「くり」は何でしょう？

しゃっくり そっくり ぱっくり びっくり 4 びっくり
おどろくと「びっくり」しますよね。しゃっくりは驚くと止
まるかもしれません。

7 A）小学校低学年 4択クイズ その他 なぞなぞ
本を書くのが仕事の作家さんは、ボー
ルをどうすることが得意でしょう？

蹴る 打つ 投げる 転がす 1 蹴る
「作家」と「サッカー」、良く似ていますね。だからボー
ルを蹴ることが得意というわけです。

8 A）小学校低学年 4択クイズ その他 なぞなぞ
タンスや机を売っている昔話のお姫さ
まは誰でしょう？

おとひめ おやゆびひめ かぐやひめ しらゆきひめ 3 かぐやひめ
タンスや机は家具ですね。家具を売るのは家具屋さ
んということで、「かぐやひめ」が答えです。

9 A）小学校低学年 4択クイズ その他 なぞなぞ
いつも壊れているという調味料は何で
しょう？

さとう しお みそ こしょう 4 こしょう 機械などが壊れていることを故障といいます。

10 A）小学校低学年 4択クイズ その他 なぞなぞ
次のうち、持ち上げると手が震えてしま
う家具があります。それはどれでしょ
う？

テーブル ソファ タンス ベッド 1 テーブル テーブル、手、ぶる(て ぶる)。
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