一般問題（１問 5 点）
※名称については漢字で書くべきところは漢字で書くこと

【問題１】
ウクライナに面している内海の名称は？
黒海
【問題 2】
ブラジルでサッカーのワールド・カップが開催されるのは西暦何年？
2014 年
【問題３】
次の氏名がまちがっています。正しく直しなさい。

八代将軍

徳川吉宗

松平

健

【問題４】
エクセルの数式で積（掛け算）は次のうちのどれか、記号で答えなさい。
（Ａ）PRODUCT

（Ｂ）ROUNDUP

（Ｃ）SERIESSUM

Ａ
【問題５】
ワードで文章を作成する際、12 ポイントの文字で行送りを 24 ポイントにした
いとき、行間を次のうち、どれで指定するか、記号で答えなさい。
（Ａ）1 行 （Ｂ）２行 （Ｃ）倍数
Ｂ
【問題６】
昭和 64 年１月２日に生まれた人はいま満何歳？
25 歳
【問題７】
三角形のふたつの内角が 45°と 30°。では、残りひとつの内角は何度？
105°
【問題８】
東京駅午前 6 時発の「のぞみ１号」は何時何分に博多駅に着くか、次のうちか
ら記号で答えなさい。
（Ａ）午前 10 時 06 分 （Ｂ）午前 10 時 56 分 （Ｃ）午前 11 時 36 分
Ｂ

【問題９】
先日、分党した日本維新の会が合流する党（江田憲司代表）の名称は？
結いの党
【問題 10】
本能寺の変で織田信長を討った武将は？
明智光秀
【問題 11】
関ヶ原の戦いと七対子（チートイツ）に共通する数字を書きなさい。
1600（1600 年と 1600 点）
【問題 12】
ヴィトンのロゴマークは何と何で作られているか、次の中から記号で選びなさい。
（Ａ）ＬとＶ （Ｂ）ＩとＶ （Ｃ）ＲとＶ
Ａ
【問題 13】
水は酸素と水素で作られるが、ももクロによれば酸素は何と何で作られる？
ワニとシャンプー
【問題 14】
一週間を英語で表示すると最も文字数が多いのは何曜日？
水曜日（Wednesday）
【問題 15】
国民年金の被保険者となるのは何歳から？
20 歳
【問題 16】
いきものがかりの卒業ソング「YELL」の歌詞では「飛び立つよ
空へ」の「未来」を何と読んでいるか、ひらがなで答えなさい。
つぎ

独りで未来の

【問題 17】
堀辰雄の「風立ちぬ」のヒロイン（私の婚約者）の名前は次のうちのどれか、記
号で答えなさい。
（Ａ）菜穂子 （Ｂ）節子 （Ｃ）聖子
Ｂ
【問題 18】
角２封筒サイズ、厚さ１センチ以内の荷物。クロネコメール便とゆうメール、ど
ちらが安い？
クロネコヤマトメール便
【問題 19】
次のことわざはまちがっています。正しいものを書きなさい。
てんぱい

人事を尽くして聴牌を待つ

人事を尽くして天命を待つ
【問題 20】

結局、つちやかおりは和食店主Ａさんと付き合っていたのか、いなかったのか。
和食店主Ａさんの報道向けコメントを尊重して、記号で答えなさい。
（Ａ）付き合っていた （Ｂ）付き合っていなかった
Ｂ

麻雀問題（１問 10 点）
【問題１】
次の手牌（西家）だが、東家がリーチをしている。そこへ、ツモ ,。何を切る？
そして、それを切る理由は？

uiddffvbnm ツモ ,
6&6
東家の捨牌

31.x"a
jhe
赤
他にも場に s １枚、g が切られている
f

d が待ちになるケースが多い

カン d は s ３枚、f ２枚で６通り。カン f は d ２枚、g ３枚で６通り。シャ
ンポンは同じ。ペン d がある分、d の方が危険。
【問題２】
西家と北家は 7000 点差で北家がリード。ドラは i。そのとき、西家は yo
のテンパイ、o 高め（ピンフ・サンショク・ドラ１）で２着で妥協しないトッ
プ狙いに決めていた。東家が打 o。しかし、7 をポンしていた北家が「ロン」。
西家は頭ハネなのにアガれなかった。
考えられるケースを書きなさい。

y

y

o

。西家は見逃し。北家が
をポン。同巡に東家が打
東家が打
（北家も yo と記し忘れたため、北家が打 y、o をシャンポン、タンキでロン
も正解）
【問題３】
次の手牌で一番待ち枚数が多くなるのは何切り？

wwwrtyuisdfvb ツモ n
w
【問題４】

6 を必要とする手役をすべて書きなさい（カタカナ可）。
国士無双

大三元

小三元

（字一色・チートイツも可）

【問題５】
東家が次の手牌でリーチ。出アガリで最も高い点数は？

weeeerrssddff
18000 点（w でメンタンピン・リャンペーコー）
【問題６】

wwwrsdfxcv,,, ツモ r
上の手牌はリーチをかけている東家のアガリ（ドラなし）。何点オール？
2600 オール
【問題 7】
左の有名人に関連性の強い変則３メンチャンのテンパイ形をマン
ズのある牌にかぎり３枚使いで作りなさい。

xxccvve999999
東１局

東家

出アガリで 2000 点

xxccvveeert44

きたじまさぶろう

（4 島 ey）

【問題 8】

9 を埋めて、ey4 の待ちを 2 つ作りなさい。ey4 は２枚までしか使えない。

777e999999999
777eerrrttt44
777eerrttyy44

【問題９】

a6lk2w
r,5t
999999 Fgh Bvn
トイメンが上の仕掛け。b チー、打 ,。f チー、打 t。トイメンの待ちで
最もあり得るのは？ （カンャンならカン i、リャンメンなら gk と表記）。
ey
チーテンはソバテン。rrtt から打 r、f チー、打 t で ey 待ちが濃厚。
【問題 10】

zzxxccvbbb
7'7 赤
ハイテイツモ b
ドラ m
オーラスのトップ目。トイメン（北家）と 19400 点差だが、手牌すべてがトイ
メンのアタリ牌。
そこである牌を切ると、8000 点でトップを維持できた。なんと、他の牌を切る
とすべて逆転されていたというのだ。
切った牌とトイメンの和了形は？
打

z

トイメンの和了形

xxccvvvnnn666
z ならメンホン・ハイテイ・6 で 8000。
xcv は緑一色、b はメンホン・イーペーコー・ハイテイ・6 で 12000 で逆転。
6 は 2457 でも正解。

