
こえうた検定 2013 
問題用紙 

 

【実施要綱】 

1. この検定試験は非公式なものであり、試験内に記載している声優および声優事務所、アニメ

ーション制作会社などとは一切関係がない。就職が有利になることもない。 

2. 出題範囲は「2013年の声優楽曲に関する事柄全て」であり、特に断りがない場合でも、それ

は 2013年 1月から 12月にかけて起こった事柄として扱う。 

3. 問題用紙は 6 ページ(P24～29)、解答用紙、模範解答は 2 ページ(それぞれ P30～31、P32～

33)、模範解答補足は 1ページ(P34)に渡り印刷されている。 

3. 試験は 1問 1点の全 100問で構成されており、満点は 100点である。 

4. 試験時間は特に設けていないが、60分を目安とする。 

5. 解答に際して、アルファベットの大文字・小文字の区別は問わないものとする。 

6. 試験の著作権は全て、巻末に記載するこの本の著者および発行サークルに帰属する。 

7. 点数報告、問題不備、疑問点、感想・意見などがあれば、お気軽に巻末に記載するメールア

ドレス、もしくは Twitterアカウントに送ってください。 

 

(試験問題はこの注意書きの下から始まる。) 

 

 

 

 

 

第１問  (配点 50) 

 

(1) 2013 年に次の CD シングルをリリースした声優、および声優ユニットの名称を書きなさい。(1

点×15) 

(ア) 『時空ツアーズ』 (イ) 『WALK』 (ウ) 『終わらない詩』 

(エ) 『REASON』 (オ) 『プリズム』 (カ) 『CHAIN REACTION』 

(キ) 『フリップ フロップ』 (ク) 『SUMMER MAGIC』 (ケ) 『はじまりの海』 

(コ) 『All right』 (サ) 『恋する惑星』 (シ) 『スターテイル』 

(ス) 『innocent prisoner』 (セ) 『君はぼくが帰る場所』 (ソ) 『O.P.E.N FANTASY』 
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(2) 2013 年に次の CD アルバムをリリースした声優、および声優ユニットの名称を書きなさい。(1

点×15) 

(ア) 『Bunny』 (イ) 『Sunny Side Story』 (ウ) 『Blooming Line』 

(エ) 『ハレイロ』 (オ) 『この雲の果て』 (カ) 『THEE Futures』 

(キ) 『Get Set』 (ク) 『Enjoy☆Full』 (ケ) 『Dear friends』 

(コ) 『Hat Trick』 (サ) 『Ring』 (シ) 『moi』 

(ス) 『ミアゲタケシキ』 (セ) 『Call Me』 (ソ) 『Feeling Life』 

 

 

(3) 次の表の空欄に当てはまる歌手名、曲名、および作品名を書きなさい。なお、作品名を回答する

際に OP、EDなどの区別は付けなくてよい。(1点×10) 

歌手名 曲名 作品名 

北白川たまこ(洲崎綾) (ア) たまこまーけっと(OP) 

瀬戸麻沙美 茜空 (イ) 

因幡洋(諏訪部順一) (ウ) キューティクル探偵因幡(OP) 

上坂すみれ (エ) 波打際のむろみさん(OP) 

(オ) SPLASH FREE Free! 

山神ルーシー(茅野愛衣)、他 めいあいへるぷゆー？ (カ) 

(キ) 君のいる町 君のいる町 

(ク) セイシュンビギナー! ふたりはミルキィホームズ 

(ケ) INNOCENT NOTE ガッチャマン クラウズ 

南條愛乃 君が笑む夕暮れ (コ) 

 

 

(4) 次の(ア)～(コ)の曲と、その歌詞(A)～(J)を正しく組み合わせなさい。(1点×10) 

 

(ア)『ユニバーページ』 (イ)『僕らの翼』 (ウ)『リンクス』 (エ)『スタッカート・デイズ』 

(オ)『メニメニマニマニ』 (カ)『偏愛の輪舞曲』 (キ)『カノン』 (ク)『14 to 1』 

(ケ)『レモネイドスキャンダル』 (コ)『Next Destination』 

 

(A) 明日(あす)なんて見えない だけど踏み出せる 

(B) 光ったはずのあの星 迷った雲が邪魔して見えなくなる 

(C) 並んで歩いてたら自然に 二人三脚なってたね 

(D) 遥かな想い 静寂の丘で すべての愛を… 

(E) マカロニサラダから ヤンバルクイナまで 手に入らないものなど なくってよ 
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(F) 踏み出した この世界(マチ)は 私には広すぎて 

(G) My Sister めちゃくちゃにアイシテル! たったひとりを選んで欲しいのさ 

(H) 当たり前だった過去の形 君の隣で変わっていく 

(I) 見える愛の種類は果てなく 孤独とひきかえに染まる lie 

(J) ソーダポップなため息 胸の奥が騒がしい 

 

 

 

第 2問  (配点 20) 

 

(1) 『THE IDOLM@STER』の楽曲に関する次の記述を読み、下線部が正しければ○、正しくな

ければ×を書きなさい。(1点×5) 

(ア) 『LIVE THE@TER PERFORMANCE』の第一弾シングルは 『Thank You!』 である。 

(イ) 『Orange Sapphire』を歌唱したシンデレラガールズのユニットは Cute jewelries! である。 

(ウ) 8周年ツアーライブのアンコール前ラストに歌唱された曲は 『カーテンコール』 である。 

(エ) 『ぷちます!』の関連楽曲で『まほろば』を歌唱しているのは 四条貴音 である。 

(オ) 『My Best Friend』は『GRE@TEST BEST!』シリーズの LOVE&PEACE! に入っている。 

 

 

(2) 『ラブライブ! School idol project』に関する次の記述を読み、下線部が正しければ○、正し

くなければ×を書きなさい。(1点×5) 

(ア) TVアニメ版の OP主題歌のタイトルは 『僕らの LIVE 君との LIFE』 である。 

(イ) 『微熱からMystery』を歌唱したμ'sのユニット内ユニットは lily white である。 

(ウ) 3rdライブのアンコール前ラストに歌唱された曲は 『きっと青春が聞こえる』 である。 

(エ) 6thシングル『MUSIC S.T.A.R.T!!』でセンターを飾っているのは 西木野真姫 である。 

(オ) BD第 7巻に同封されているμ'sの楽曲のタイトルは 『loneliness baby』 である。 

 

 

(3) 『アイカツ! -アイドルカツドウ!-』に関する次の記述を読み、下線部が正しければ○、正しく

なければ×を書きなさい。(1点×3) 

(ア) 第 2部の 1stオープニングテーマのタイトルは 『KIRA☆Power』 である。 

(イ) わか・ふうり・すなお の組み合わせで『Take Me Higher』を歌ったことがある。 

(ウ) 「うかない顔して わかりやすいよね」という歌詞で始まる曲は 『Angel Snow』 である。 
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(4) 『プリティーリズム・レインボーライブ』に関する次の記述を読み、下線部が正しければ○、

正しくなければ×を書きなさい。(1点×2) 

(ア) i☆Risが歌う 2ndエンディングテーマのタイトルは 『RainBow×RainBow』 である。 

(イ) 『と・き・め・き Days』を歌唱しているのは、主人公の 彩瀬なる(加藤英美里) である。 

 

 

(5) 『うたの☆プリンスさまっ♪』に関する次の記述を読み、下線部が正しければ○、正しくな

ければ×を書きなさい。(1点×3) 

(ア) CD『マジ LOVE2000％』のカップリングに収録されているのは 『未来地図』 である。 

(イ) 愛島セシル(鳥海浩輔)が歌唱しているキャラクターソングは 『星のファンタジア』 である。 

(ウ) 3rdライブのアンコール後ラストに歌唱された曲は 『マジ LOVE1000%』 である。 

 

 

(6) その他のアイドル作品に関する次の記述を読み、下線部が正しければ○、正しくなければ×

を書きなさい。(1点×2) 

(ア) 『世界でいちばん強くなりたい!』の主 EDテーマを歌唱しているのは Sweet Diva である。 

(イ) 『スタプラ!』で『シャララ☆ランデヴー』を歌唱しているのは team.スピカ である。 

 

 

 

第 3問  (配点 15) 

 

以下の文章 A～Eを読み、与えられた設問に答えなさい。 

 

A. ( a )、沼倉愛美、山村響 の 3 人により結成。アニメ『( あ )』の ED 主題歌『ブルー・フ

ィールド』を歌唱している。 

B. ( b )、田村ゆかり、金元寿子、茅野愛衣の 4人により結成。アニメ『( い )』の OP主題歌

である『Girlish Lover』を歌唱している。 

C. 西明日香、田中真奈美、( c )、内山夕実、東山奈央の 5人により結成。アニメ『きんいろモザ

イク』の OP主題歌『( う )』などを歌唱している。 

D. 鹿野優以、( d )、一木千洋、後藤友香里、高橋未奈美、田上真里奈の 6 人により結成。アル

バムの表題曲『キズナの物語』は、ゲーム『( え )』の主題歌に起用されている。 

E. 伊藤かな恵、中原麻衣、金元寿子、水橋かおり、斎藤千和、( e )、沢城みゆきの 7人により結

成。アニメ『フォトカノ』の EDテーマ『( お )』を歌唱している。 
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(1) ( a ) ～ ( e ) に入る声優を以下から一人ずつ選び、記号で答えなさい。(1点×5) 

  ア. 木戸衣吹  イ. 種田梨沙  ウ. 日高里菜  エ. 小倉唯  オ. 大亀あすか 

  カ. 石川由依  キ. 赤崎千夏  ク. 田村奈央  ケ. 渕上舞  コ. 田所あずさ 

(2) ( あ ) ～ ( お ) に入る作品名および曲名を、解答欄に記述しなさい。(1点×5) 

(3) A～Eのユニット名を解答欄に（記号がある場合は正確に
．．．．．．．．．．．

）記述しなさい。(1点×5) 

 

 

 

第 4問  (配点 15) 

 

以下の文章を読み、与えられた設問に答えなさい。 

 

  今年も夏から秋の休暇期間にかけて、数多くの声優アーティストによるライブが開催された。その

様子を簡単に振り返ってみよう。 

 8月 3日・4日、水樹奈々のライブツアー「NANA MIZUKI LIVE ( あ ) 2013」の埼玉公演が西

武ドームで開催された。a.このツアーライブの 1 曲目は全ての公演で共通している が、各公演毎に

セットリストは少しずつ変化していて、2日目のアンコールでは b. サプライズゲストと共にとある 

曲が歌唱される など、同じツアーながら何回でも楽しめる構成となっていた。 

 同日、山梨県の河口湖ステラシアターで、毎年恒例となっている茅原実里のライブが「MINORI 

CHIHARA LIVE 2013 "SUMMER ( い )"」と名前を変え、装いも新たに開催された。このライブ

では隔年でカバー曲を歌唱するのが恒例となっているが、1 日目は裏で開催されている水樹奈々のラ

イブを意識したのか、c. 水樹奈々の楽曲をカバーして 観客を沸き立たせた。また、d.「旗曲」では

観客の中から選ばれた数人をステージ上に招待するという新しい試みも見られた。 

 夏も終わりに近付いた 8月 23日から 25日にかけて、さいたまスーパーアリーナで日本最大のアニ

ソンフェス e.「Animelo Summer Live 2013 -FLAG NINE-」 が開催された。今年のアニサマは史

上初の 3days 開催となり、特に 3 日目は「声優フェス」と呼ばれるほど、2013 年を代表する声優が

一堂に会する、声優ファンにとっては垂涎モノのイベントであった。 

9月 16日、f. 田村ゆかりとスフィアのワンマンライブが別の会場で同日開催 された。田村ゆかり

のライブでは、新人歌手の ( う ) が前座を務め、『ときめきフォーリンラブ』など 4曲を華麗に歌

い上げた。また、この日のライブでは田村ゆかりの「帰りたくない」発言と会場全体の土下座により、

g. 予定外のダブルアンコール が起こるという珍しい一幕もあった。一方、スフィアのライブは h. 

2days開催の 2日目 に当たり、恒例の新作コントや新曲の『( え )』がアンコール後の 2曲目に披

露されるなど、こちらもファンにとって思い出に残るライブとなった。 
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(1) 空欄 ( あ ) ～ ( え ) に当てはまる言葉を書きなさい。(1点×5) 

  

(2) 下線部 aについて、このツアーの 1曲目に演奏された曲を一つ選びなさい。(1点) 

 (ア)『Lovely Fruits』 (イ)『Gimmick Game』 (ウ)『ミラクル☆フライト』 

  

(3) 下線部 bについて、ある
．．

曲
．
のタイトルを書きなさい。(1点) 

  

(4) 下線部 cについて、茅原実里がカバーした水樹奈々の曲名を書きなさい。(1点) 

  

(5) 下線部 dについて、2日目の 5曲目に演奏された「旗曲」を一つ選びなさい。(1点) 

 (ア)『Lush March!!』 (イ)『Best mark smile』 (ウ)『アイノウタ』 

  

(6) 下線部 eに関連する以下の問いに答えなさい。(3点) 

 (A). 茅原実里が 1日目の 1曲目でコラボした人物を一人選びなさい。(1点) 

 (ア) 中川翔子 (イ) May'n (ウ) ZAQ (エ) 宝野アリカ 

 (B). 田村ゆかりが 3日目に歌唱したキャラクターソングの曲名を書きなさい。(1点) 

 (C). 水樹奈々が 3 日目に歌唱した『魔法少女リリカルなのは』シリーズの挿入歌を一つ選び

なさい。(1点) 

 (ア)『Take a Shot』 (イ)『BRAVE PHOENIX』 (ウ)『Pray』 

  

(7) 下線部 fについて、それぞれのライブが行われた会場名を書きなさい。(1点×2) 

  

(8) 下線部 gについて、ダブルアンコールで歌唱された曲名を書きなさい。(1点) 

  

(9) 下線部 hについて、この日のライブで歌唱されていない
．．．．．．

曲を一つ選びなさい。(1点) 

 (ア)『夢奏レコード』 (イ)『MOON SIGNAL』 (ウ)『キミが太陽』 
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