「おとボク」斜め上クイズ！

on 「おボク様が見てる？ ５」 問題用紙

【問】 以下の「おとボク」関連年表（一部）につき、空欄（ａ）～（ｍ）にあてはまる語を答えよ。また、
付問１～３にも答えよ。なお、回答は、付問を含め、すべて「選択肢一覧表」から選び、回答用紙に番号の
み記入すること。同じ選択肢を二回以上使うことがある。
2004/09/03

新作タイトル・イラスト発表。（ａ）もの 2005/08/16
か（ｂ）ものかはまだ不明。

［付問２］姿の広告（ソフマップ秋葉原 4
号店＝当時）が朝ワイドで TV 全国放送。

2004/09/21

テックジャイアン誌での発表で（ｂ）もの 2005/09/21
と判明。9/3 発表のイラスト（（ｃ）と
（ｄ）が手をつないでいる）のどちらが主
2005/09/30
人公かにつき、予想がはずれる人が続出。

初のオンリーイベント（同人誌即売会）開
催。大盛況の上に素晴らしいアフターも。

2004/11/26

OHP 等にて（ｅ）が公開、ネット上で大反
響を呼ぶ。

当初の予定より約 1 ヶ月遅れで[6]（ｈ）
発売。

2005/01/14

[1]初回版特典、ならびに[2]店舗特典の内 2006/04/28
容が発表。特に[1]は話題を呼び、初回版
中古の希少価値を高めるとともに、（ｆ）
2006/08/21
作品の映像特典としても取り上げられる。

[7] DVD フルボイスバージョン発売。フル
ボイス化で（ｃ）萌え度がさらに高まる。

2005/01/17

初回版ロットアップ発表、これと前後して 2006/10/07
早めに予約を締め切る店が続出。

[8]（ｆ）作品 TV 放送開始。評価高く、原
作ソフトが秋葉原や OHP 通販で品切れに。

2005/01/28

[5]初回版発売。秋葉原では午前中に在庫 2006/11/24
がなくなる事態に。
OHP ではカウントダウンボイス・「おボク
さま」更新にアクセスが殺到し一時閲覧不
可に（その後ホスティング先変更 3 回！）

（ｇ）の抱き枕カバー通販に予約が殺到、
一時「受付中止」となり急遽増産に。冬コ
ミ会場では（ｃ）の抱き枕カバー再販分も
含め、すべて売り切れに。

2005/02/18

[3]通常版一次ロット発売。これもすぐに
店頭から姿を消す。

冬コミで「おとボク」 30 ークル 上
から出 。
コミはそれをさらに上回る。

2005/03/03

OHP でのキャラクター人気投票、台湾から 2007/01/10
の「不正投票」分を差し引き、1 位（ｇ）、
僅差で 2 位（ｃ）。

2005/04/01
制作発表
2005/06/24
発売

フ ン ィスク制作発表。「 イプリル
2007/03/26
フール」の に発表され
めその
と、[4]（ｃ）の
い姿が大きな話題
2007/05/03
に。2007/01/26 には 1
も
してか
ら 「
版」が発売。

2005/07/27

（ｈ）制作発表。
定版」は なし

(
(

)

日)

2005/08/12

ァ デ

” 復刻

日

2005/12/27

2006/12/31

エ
たた
“真偽”
色っぽ
“ 年半 経過

“おまけ”付きの「初回
限
“ ”。
夏コミにて（ｃ）の抱き枕カバーが「瞬
殺」。3 日目は販売物がないブースに。

2007/08/27
2007/10/19

（ｆ）制作発表。「十条家慶びの舞」も話
題に。

（ｉ）制作発表。9 月発売号より連載開始。

本 サ
以
展 翌夏
（ｆ）作品 DVD 第一巻発売。通販・店舗と
も品切れ続出。（ｋ）本店では盛大なディ
スプレイのほか（ｂ）コスプレ売り子も。
（ｊ）本がようやく発売。売り切れ店続出
で重版に。すでに第四巻まで発売。
完全後付け制作にて（ｆ）作品の「設定資
料集」発売。（ｌ）だけでなく、（ｋ）や
（ｍ）でも販売される異常事態に。
（ｉ）単行本第一巻発売。（ｌ）限定カ
バー版は一週間ほどで売り切れに。
ファンディスク第二弾発売。FD 二作連続
「おとボク」コンテンツ収録は異例。

［付問１］ 下線部［１］［２］［３］に当てはまる特典の品物は、それぞれ何か。
［付問２］ 下線部［４］で、（ｃ）はどんな姿（コスプレ）をしていたか。
［付問３］ 下線部［５］［６］［７］［８］それぞれにおける女学院の名称を答えよ。
【選択肢一覧表】
(1) コミカライズ版 (2) 周防院奏 (3) 男装 (4) 聖應 (5) 宮小路瑞穂 (6) 「おボクさま」ステッカー
(7) 振り袖 (8) TVアニメ化 (9) 体験版 (10) 上岡由佳里 (11) 百合 (12) ゲーマーズ (13) 恵泉
(14) チャイナドレス (15) 十条紫苑 (16) メロンブックス (17) PS2 版 (18) 実写化 (19) 厳島貴子
(20) PSP 版 (21) 御門まりや (22) 薔薇 (23) 聖桜 (24) 巫女 (25) とらのあな (26) スペシャル CD-ROM
(27) メイド (28) 女装 (29) 「ツンデレラ」絵本 (30) 高島一子 (31) アンソロジー 4 コマ (32) ナース
(33) ノベライズ版 (34) 聖央 (35) アニメ映画化 (36) バニー (37) OP デモムービー (38) アニメイト

「おとボク」斜め上クイズ！
氏 名

on 「おボク様が見てる？ ５」 回答用紙
得 点

【問】（ａ）～（ｍ）の内容
（ａ）
（ｂ）
（ｃ）
（ｄ）
（ｅ）
（ｆ）
（ｇ）
（ｈ）
（ｉ）
（ｊ）
（ｋ）
（ｌ）
（ｍ）
（以下余白）
［付問１］
［１］
［２］
［３］
《正答数》各 5 点
［付問２］
【問】＋［付１］＋［付２］＋［付３］
［４］
［付問３］
［５］
［６］
［７］
［８］
－－－－－－－ ※以下は折り目をつけて会場内のパネルに掲示される可能性があります。 －－－－－－－
［あん♪けーと］「おとボク」時空にいつから、どのように迷い込んできましたか？（得点には関係なし）

［Free Space］あなたの「おとボク」への萌える思いを表現してはいかが？（得点に関係する……かも？）

