クイズ・歌詞完璧主義

企画者：Adak レポート発行日：2011/09/20

【実施日】
2011 年 8 月 27 日 KIP（関西イントロの会）
2011 年 8 月 28 日 本舗初音堂
2011 年 9 月 19 日 北のイマサラ 愛の愛のふじのくに合宿
【基本ルール】
・PART1 が 8 問、PART2 が 7 問、計 15 問のボードクイズ。
・曲のタイトルと歌詞を示し、該当部の音を流すので、

？

に当てはまるフレーズ

を答える。
・音は 2 回流す予定（企画時間により変更の可能性あり）。
・1 問あたりの満点は 10 点。
・全問終了時に最も得点の高い人が優勝となる。
●PART1 日本語詞編
・

？

部分の歌詞を、歌詞カードの表記通り正確に答える。

（漢字、ひらがな、カタカナ、記号など全て正確に）
例：
＜問題＞

＜正解＞

SAY YES／CHAGE and ASKA
愛には愛で 感じ合おうよ
？
何度も言うよ 残さず言うよ

硝子ケースに 並ばないように
（×ガラス ×ならばない）

君があふれてる
採点基準：
・各問にはそれぞれ「大ポイント」が設定されており、そこを間違ったら不正解となる。
（上記の場合、
「硝子」が漢字で書けていなければ×となる）
※

北イマ合宿ではこの基準を緩和し、大ポイント間違いで-6 点とした
（KIP および初音堂での結果を踏まえて）

・その他のところでのミス（上記の例で「ならばない」とひらがなで書いた場合など）は、
減点方式で企画者が採点する（単語ミスは-2 点、表記ミスは-1 点など、ある程度の基準
はある）
。

●PART2 非日本語詞編
・

？

部分の歌詞をヒアリングして答える。

（今回は全問英語詞なので、アルファベットで解答）
例：
＜問題＞

＜正解＞

CAN YOU CELEBRATE?／安室奈美恵
Can you celebrate?
Can you kiss me tonight?

？
We will love long long time

（
「?」はなくても可）

永遠ていう言葉なんて
知らなかったよね
採点基準：
・PART1 のような「大ポイント」はなし。
・スペルミス、時制の違い、単数・複数形の違い、省略形の有無、冠詞の有無や間違い、
そもそもヒアリングできなかった場合などで減点していく（これも企画者が採点）。
・大文字・小文字の違い、記号の有無は問わない。

【問題】

【 】内が穴埋め部分

●PART1 日本語詞編
１．シャボン玉／モーニング娘。
「愛する人はあなただけ」

そう信じてたけど

結局 女 女だね 【ペースは常に向こう】
（ペースはつねにあっち）
２．十戒(1984)／中森明菜
すぐに愛を口にするけど
それじゃ何も解決しない
ちょっと甘い顔をするたびに
【ツケ上るの悪い習性だわ】
（つけあがるのわるいクセだわ）
３．この情熱はダイヤモンド／瀬戸朝香
この情熱はダイヤモンド 今こそあいつに 当たって砕けろ
ダメならダメで くよくよしない
Jump Up! Step Up!

【明日からの行動決めなきゃ】
（あしたからのスケジュールきめなきゃ）
４．夢みたあとで／GARNET CROW
【ユメヲミタアトデ

君はまだ遠くて】（ゆめをみたあとで

きみはまだとおくて）

気持ちだけ先走って空回り
花の雨が降るこの道は変わらず
腕を絡め歩きたいな
５．ハイスクールララバイ／イモ欽トリオ
【放課後満員のバスの中】
（ほうかごすしづめのバスのなか）
ブレーキよろめいた偶然に
息までかかるほど急接近
いきなり平手打 ハイスクール・ララバイ
６．TRUTH ～A Great Detective of Love～／TWO-MIX
QUEST FOR LOVE, QUEST FOR DREAM, QUEST FOR ALL TRUTH!!
抑えられない 情熱が
目指した未来を 引き寄せる
【"答え"は＝"自分自身"だから!!】（こたえはいつもきみだから）
７．UN バランス／河合奈保子
【うなじに触れた西風の切なさ】（うなじにふれたあきのせつなさ）
あなたの背中思わず抱いた
青い感じの息苦しさね
振り返らずに海を見ていて

恥しい…

８．砂の果実／中谷美紀 with 坂本龍一
あの頃の僕らが 【嘲笑って軽蔑した】
（わらってけいべつした）
恥しい大人に あの時なったんだね
●PART2 非日本語詞編
９．Hungry Spider／槇原敬之
I'm a hungry spider 【You're a beautiful butterfly】
叶わないとこの恋を捨てるなら
この巣にかかる愛だけを食べて あの子を逃すと誓おう

10．恋はスリル、ショック、サスペンス／愛内里菜
見つけたよ あの日の答
君との刻まれた記憶たちは心のどこかで静かに息づいていくよ
【－looking for exit to escape－】
11．セツナレンサ／RADWIMPS
I was about to fall into this place where I can never crawl up
I should've been to 【Hollywood and meet Eddie Murphy】 and say
'tike tike yo tike tike yo kiddy yo Hi Mr. Please entertain us'
12．Hello, Again ～昔からある場所～／My Little Lover
君は少し泣いた？ あの時見えなかった
Hello, again a feeling heart 【Hello, again my old dear place】
13．グロリアス／GLAY
憧れていた あの雲を Glory days Glory days 追いかけてく
I sing my dream forever, 【I wish you will be happy life】
14．恋において／小林明子
If my wishes can be true
Will you change my sighs 【to roses, whiter roses decorate them for you】
Thinkin’ ‘bout you every night and find out where I am
I am not livin’ in your heart
15．Beginner／AKB48
開き直って 開き直って どうにかなるさ
古いページは破り捨てろ さあ 始めようぜ！
【We can be reborn all the time】
【結果】 それぞれ上位 3 名を掲載（HN 表記，敬称略）
※

北イマでは PART1 の採点基準（大ポイントの扱い）が変更になっている

KIP

初音堂

北イマ

① かわじゅん

54 点

①

MAN

49 点

① 今更ユウキ

56 点

② 【エス】

52 点

②

ジノイ

38 点

② BC

55 点

③ なかちゃん

51 点

③

K

36 点

③ あるでん茶

44 点

