令和４年９月吉日
学校長 様
各 クイズ研究部・同好会
担当教員 様

顧問 様
JQA/国際クイズ連盟日本支部
AQL/全日本クイズリーグ実行委員会
会長 佐々木 康彦
AQL/全日本クイズリーグへの
ご参加・ご登録について（依頼）

時下ますます御清祥のこととお喜び申し上げます。
私共「国際クイズ連盟日本支部・全日本クイズリーグ実行委員会」は、「全国の中学・高校・大学・社会人を含
む様々なクイズ愛好団体が、知識を競いながら学び楽しむ場」を創ることを目指し、2017 年度から団体戦によるク
イズの全国リーグ「AQL/全日本クイズリーグ」（以下「AQL」）を実施しております。
2021 年度に開催致しました『AQL2021』は全国で 253 団体・2397 人にご参加いただいており、日本最大規模の
早押しクイズリーグとなっております。
主催となります「AQL/全日本クイズリーグ実行委員会」は、全国の 288 の学校クイズ研・クイズ団体メンバーが
加盟・登録する有志組織です（2022 年 9 月 4 日時点）。クイズの国際団体 IQA の承認を受けている JQA/国際クイ
ズ連盟日本支部との連携を図りつつ、クイズを愛する全国の有志と共に開催を進めております。
コロナウイルス感染拡大に伴い不透明な状況が続いてはおります。ですが本年度 2022 年度も、クイズの全国リー
グ「AQL」を、「オンライン開催」を交えるなど感染拡大防止と両立しながらの開催に向け準備を進めているとこ
ろであり、高校生以下のメンバーからなる教育機関での活動を主体とした団体については、「教育機関関係者から、
教育機関名を含むクイズ団体名称（例：「○○高等学校クイズ研究部」など）を名乗る許可を得ていること」を条
件として、「ジュニア正式登録団体」としてリーグ登録を行った上で、参加いただくこととしております。
つきましては、貴校の生徒様が活動している団体が AQL にご参加いただく場合の「リーグ登録」にご同意をいた
だきたく、ご案内をさせていただきました。
別紙大会概要及び参考資料をご参照いただき、リーグ登録にご同意いただける場合は、別紙「学校同意書」を
下記によりご提出くださいますようお願い申し上げます。
AQL は「クイズ」の出題・解答を通じて「様々なことを学ぶ」と共に、皆と共に「知を楽しむ」イベントになっ
ております。特に AQL は「クイズをつくる」というところを重視しております。クイズの問題作成・出題を通じて
物事を多角的に学ぶことは、総合学習の一環につながると注目を集めております。貴校のご理解とご協力のほど、
よろしくお願いいたします。
記
１ 提出書類
２ 提出方法

別紙３「学校同意書」
以下の方法によりご提出をお願いいたします。
（１）下記メールアドレス宛に、本状を撮影もしくはスキャンをした画像を送付願います。
（生徒様を通じて行っていただいても結構です。）
（２）原本は、AQL 大会当日に参加する生徒様を通じてご提出ください。
（オンライン開催の場合、原本提出は省略していただいてかまいません）

３ そ の 他
・ 「学校同意書」記載事項中、同意しかねる項目がある場合は、当該項目を線で抹消の上でご提出ください。
また、同意に当たっての条件や、その他ご要望等がありましたら、余白にご記載ください。
・ 「学校同意書」の発行者（代表者）は、学校代表者としての学校長様、団体（クイズ研究会等）代表者と
しての顧問教員様、担任教員様等を想定しております。
お問合せ・連絡先：
JQA/国際クイズ連盟日本支部 AQL/全日本クイズリーグ実行委員会
〒105-0001 東京都港区虎ノ門三丁目 18 番 6 号 614
電話番号
090-6937-7563（代表・佐々木康彦）
メールアドレス aql_official＠quiz-schedule.info

別紙１

『AQL2022』及び『第 3 回夏のセンバツ AQL』の概要について
以下、全て予定となります。
１ 開催概要
５人以上によって構成されるチームによる早押しクイズの団体戦
詳細：https://www.quizaql.com/
（１）ジュニアの部
高校生以下によって構成されるチームのみ出場が可能
（２）一般の部
年齢制限なし
２ 開催スケジュール
（１）第 3 回夏のセンバツ AQL
「生徒同士で作る、No.1 決定戦」をコンセプトに掲げ、生徒同士でクイズを創ることを重視いたします。
ア トップリーグ（ここ 2 年の AQL 成績上位校が参加）
2022 年 7 月 31 日
2022 年 8 月 23 日（クイズ LIVE チャンネルによる Web 生放送予定）
イ ミドルリーグ、チャレンジリーグ
2022 年 8 月 20 日、21 日、28 日
ウ 問題作成部門 42 問の早押しクイズ問題を各校で作成し、その完成度を競います。
（２）AQL2022（本戦）
ア AQL2022 地域リーグ（地域リーグ一覧参照）
2022 年 8 月~2023 年 1 月 全国各地・もしくはオンライン開催
全国 15 リーグと、どこの地域にも参加できない中高を対象とした「オンライン共通予選」を予定し
ております。現状リアル開催を予定している地域も、感染拡大等の状況次第で、オンライン開催に
切り替える可能性があります。
イ AQL2022 全国大会
2023 年 3 月 18 日 北とぴあ（東京都北区王子）
３

参加申し込み
公式サイトに設置されたフォームからエントリーしていただきます。
夏のセンバツ AQL：https://www.quizaql.com/senbatsu2021/（申し込み一次締切：6 月 18 日（土））
AQL2022 本戦：https://aql2022.entry.shakenbu.org/（申し込み締切は各リーグにて設定）
なお、AQL への参加については、「主催者」「参加者ご本人」及び「（未成年者の場合）参加者の保護者」
の責任において参加いただいているところであり、高校生以下の大会参加に当たっては、全参加者から保護者
同意書（別紙「参考資料１」参照）を提出いただいております。
参考：保護者 FAQ https://www.quizaql.com/parentfaq/

４

参加費（ジュニアの部）
無料～1000 円程度（地域リーグにより異なります）

５

交通費・通信費
原則自己負担となります。
※オンライン開催の際の、接続機器及び通信費用は、参加者各人の負担となります。

６

安全対策
弊団体策定による「AQL 安全対策マニュアル」「AQL 新型コロナウイルス対策マニュアル」に従い運用
しております。大会中事故やクラスター感染が起きないよう、最善を尽くさせていただきます。
また、万一の事故に備え、高校生以下の出場者については、イベント保険へ加入・登録致します。

７

取材及び中継
インターネットクイズ番組『クイズ LIVE チャンネル』による放送や、メディアによる取材が行われる場合
があります。※取材に応じられない団体は、予め連絡をお願いいたします。

別紙２：AQL オンライン 2022 地域リーグ開催日程

AQL2022 ジュニアの部

地域リーグ一覧

以下より、都合の良い地域・日程で一か所のみ参加できます。

北海道リーグ
東北リーグ
北関東リーグ
埼玉リーグ
千葉リーグ
東京西部リーグ

開催日程
2022 年 12 月 4 日（日）
2022 年 10 月 2 日（日）
2022 年 12 月 4 日（日）
予選：2022 年 8 月 11 日（木）
本戦：2022 年 12 月 18 日（日）
2022 年 12 月 18 日（日）
2022 年 9 月 25 日（日）

場所
オンライン
オンライン
未定
武蔵浦和コミュニティ
センター
未定
立川市女性総合センタ
ー アイム

対象地域(*1)
北海道
東北 6 県
茨城、栃木、群馬
埼玉県

千葉県
東京の多摩地区及び杉
並・世田谷・練馬・中
野・渋谷区
東京東部リーグ 2022 年 11 月 13 日（日）
かつしかシンフォニー 東京 18 区（東京西部
ヒルズ
対象以外）
神奈川リーグ
2022 年 11 月 3 日（木・祝） 川崎市総合自治会館
神奈川県
甲信越・北陸リ 2022 年 10 月 30 日（日）
未定
長野、山梨、新潟、富
ーグ
山、石川
静岡リーグ
2022 年 12 月 11 日（日）
未定（静岡市内を予定） 静岡県
東海リーグ
2022 年 10 月 23 日（日）
知多市・旭まちづくりセ 愛知、岐阜、三重
ンター
関西東部リーグ 未定
未定
関西地区東部
関西西部リーグ 未定
未定
関西地区西部
中四国リーグ
2022 年 9 月 23 日（金・祝） 倉敷市芸文館
中四国９県
九州リーグ
予選：2022 年 11 月 6 日（日） オンライン
九州７県
2022 年 11 月 13 日（日）
本戦：進出校間で調整
全国共通オンラ 2022 年 12 月 11 日（日）
オンライン
各地域リーグに参加で
イン予選(*2)
きなかった団体（特に
沖縄等。リーグ戦開催
地域も事情があれば振
替参加可能）
以上は予定です。新型コロナ等の影響次第で、変更になる場合があります。
エントリー締め切りは各大会開催日の 3 週間前までを原則とし、締め切り前でも定員が埋まり次第受付終了としま
す。
(*1)対象地域は目安です。近隣リーグが定員オーバーとなった場合や、学校行事の事情等を事前にご相談いただけれ

ば、参加可能な近接リーグに代替出場することも検討致します。
(*2)各地域リーグに諸事情で参加できなかった学校も参加可能です。
ただし、2 つ以上のリーグに参加はできません。

地域リーグ一覧
https://www.quizaql.com/aql2022-regional/
エントリー受付
https://aql2022.entry.shakenbu.org/

別紙３：学校同意書

学校同意書
AQL/全日本クイズリーグ実行委員会

宛

本校は、今後開催される「AQL/全日本クイズリーグが主催・共催するクイズイベン
ト（具体的には「AQL 地域リーグ」「AQL プレーオフ」「AQL 全国大会」「日経/AQL 共催のクイ
ズイベント」など）」「AQL が安全基準を満たすことを確認したクイズ大会・イベント」
に対して、「主催団体」「生徒本人」「生徒の保護者」の責任による参加であること
を前提に、本校生徒が参加することに同意します。
また、本校生徒が AQL にリーグ登録を行うことを許可し、AQL 及び上記 AQL 関連
大会についての Web サイトや SNS、新聞社等（主に協力団体である日本経済新聞社）
の報道、関連出版物等において、「学校名」及び「学校名を含むチーム名」を用いて
の結果報告・報道・紹介・表彰等がなされることに同意します。

年

月

日

学校所在地

学校名
（団体名）

代表者名

担当者
（代表者と同一の場合省略可）

連絡先
（電話又はメールアドレス）

印

【参考資料１：保護者同意書（一部抜粋）】
（未成年参加者に保護者捺印の上、提出をお願いしております）

保護者同意書
AQL/全日本クイズリーグが主催・共催するクイズイベント（AQL 地域リーグ、AQL 全国大会など）、また AQL 安全基準を
満たすことを AQL が認めたクイズイベントへの参加にあたり、下記の内容について同意します。
1. 「AQL 主催の大会」並びに「AQL 安全基準を満たすことを AQL が認めたクイズイベント」に参加するにあたり、大会
参加者は主催者の指示に従って行動します。
2. 「AQL 主催の大会」並びに「AQL 安全基準を満たすことを AQL が認めたクイズイベント」に参加中の貴重品、その他
の荷物管理は参加者自身で行います。盗難や紛失については、自責・他責に関わらず主催者・施設側に対して一切責
任を問いません。
3. 「AQL 主催の大会」並びに「AQL 安全基準を満たすことを AQL が認めたクイズイベント」の実施に当たり、以下の状
況で発生した事件・事故・感染症への感染等による損害について、主催者・施設側に対して一切責任を問いません。
⚫ 大会開催時間外や会場外（会場までの行き・帰り、宿泊、休み時間等の自主的な外出等）で発生したもの
⚫ 参加者が、主催者の指示に従わないことで発生したもの
⚫ 参加者が大会参加前から持つ持病等に起因するもの
⚫ オンライン開催時に、参加者各人の環境で発生したもの
⚫ 主催が予期できない状態で発生したもの（公式サイトの安全対策マニュアル等に記載した「事件・事故・感染症
対策」を行った上で発生したものや、突発的な天災等）
また他人に怪我を負わせた場合、その責任は参加者自身にあり、主催者、施設側いずれに対しても怪我等に関する費
用や損害賠償等の請求をいたしません。
4. AQL 公式サイトに掲載するプライバシーポリシーに同意し、大会中の静止画・動画等や、登録いただいた個人名につ
いて、大会公式サイト並びに主催者が認めたテレビ・新聞・雑誌・ネット番組・結果報道サイト等に掲載されること
を許諾します。写真や動画のメディア及びサイト掲載について許諾できない場合、エントリー時に事前に申し出るも
のとします。なお、AQL のプライバシーポリシーは以下で確認できます。
AQL のプライバシーポリシー https://www.quizaql.com/privacy/
5. その他、AQL 公式サイトに掲載される規定に従います。AQL の各種説明は以下 URL です。
AQL の安全対策 https://www.quizaql.com/safety/
未成年の保護者様への FAQ https://www.quizaql.com/parentfaq/
AQL 安全基準準拠クイズイベント https://www.quizaql.com/safetyrule/

年

月

日

参加者学校名・学年

年

参加者氏名
保護者氏名
緊急連絡先
参加者誕生年度＊１）

印
－
西暦

－
年度

保護者の方がご記入ください。
＊１）誕生年度：学年の判定に用いる。4 月 1 日生まれの場合は、前年度を記入。例：2005 年 3 月 1 日生まれ→2004 年度」。
同意書はこちらの Web フォームからも提出できます https://ws.formzu.net/fgen/S90587905/（印鑑不要）

以上

【参考資料２：学校関係者様への FAQ】 https://www.quizaql.com/schoolfaq/
Q. 大会の趣旨は何か？
A. AQL は「みんなで出題し、答え、学び、楽しもう！」というフレーズを掲げるように、「クイズ」の出題・解
答を通じて「様々なことを学ぶ」と共に、皆と共に「知を楽しむ」イベントになっております。「早押しクイズ
の団体戦」という普段行うことのできない形式をメインとすることで、団体スポーツのような感覚で、楽しみな
がら知識を得ることができます。
また、与えられたクイズを解くだけでなく「クイズをつくる」というところも本イベントは重視しております。
クイズの問題作成・出題を通じて物事を多角的に学ぶこと、そして多人数でクイズイベントを作り上げる過程で
「人を動かす力」を身に付けていただければと考えております。
Q. リーグ登録に際して、学校側に発生する義務等があれば教えてほしい。
A. AQL から学校関係者様や学校側にお願いする義務は、原則としてありません。
クイズに参加される生徒の皆様には「AQL が掲げる「クイズを皆で盛り上げる」という目的にご賛同いただけ
ること」という条件が課されますが、各学校側にこちらからお願いする義務はありません。
ただし、登録団体一覧や、大会の結果報告・報道等において、学校名及び学校名を含んだチーム名を出させて
いただくことについて、ご了承いただければと存じます。
Q. 登録料等は必要ないのか。
A. リーグ登録に際して金銭を頂くことはしておりません。
大会への参加にあたっては、会場費のシェア程度の参加費を頂くことはあります。
ただし、会場の都合で現地の集金ができない場合などに、あらかじめ「登録料」という形で金銭をいただくこ
とはあります。その場合も同額程度とお考え下さい。
Q. 金銭も義務も発生しないなら、なぜリーグ登録を行っているのか？
A. 学校の皆様に「事故等が起きた場合の責任（原則、主催者・本人・保護者にあると規定）」「学校名の扱い」
などについて、事前にご確認いただくためです。リーグ登録の手続きを通じ、結果の報告・報道等で「学校名」
を扱うことの許可を明示的に頂いております。また、AQL では各地域の登録団体数により、全国大会の枠数や、
開催規模を決定しております。さらに、毎年度 5 月末日までにリーグ登録を行った学校につきましては、リーグ
への参加優先権が与えられます。円滑な大会運用のためにも、リーグ登録にご協力ください。
Q. 運営費はどのように捻出しているのか？
A. 各大会に参加する団体（社会人団体を含む）の参加費、日本経済新聞社様をはじめとした企業からの支援、そ
して大会にご協力いただいているサポーターズクラブの寄付等を原資により運営しております。
Q. 大会中の事故や感染症発生などに対する責任は、誰が持つのか？
A. 原則として、地域リーグでは「各地域代表者」が、全国リーグでは「AQL 会長」が、「安全の責任者」となり
ます（事情により代理を立てる場合はあります）。したがって、高校生以下の大会中の事故の最終責任は、各大
会の「安全の責任者」が負います。ただし、大会会場までに向かう最中に発生する事故、また大会中でもレクリ
エーション保険適用の対象外となるような主催者が対策しえない事故・感染症等（大きな地震災害等や、事前に
明示した感染症対策を着実に履行した上で発生した感染等）については、保護者の皆様の同意を得た上で参加者
の自己責任とさせていただきますのでご了承下さい。
Q. どのような安全対策を行っているのか？
A. 過去に多くのクイズ大会開催経験がある地域代表者で真剣に議論し、安全マニュアルを定めております。
https://www.quizaql.com/safety/

また、地域代表者を含めた執行部で、大会中の安全に対するディスカッションを年 1 回実施しております。詳
細は公開中の議事録をご覧ください。
以上、大会中事故が起きないように大会主催者としては最大限務めますが、万一事故が発生した時に備え、AQL
各大会では高校生以下のイベント保険加入を原則としております（保険料は参加費を原資に運営側が負担します)。
Q.新型コロナ感染症に対する対策はどうなっているのか？
A.政府による感染症対策が指示されている期間中にリアル開催を行う場合、AQL 実行委員会で策定した AQL 新型
コロナウイルス対策マニュアルに従って運用致します。
https://www.quizaql.com/safety/

Q. 大会において、教員の引率は必要か？
A. AQL 運営としては、必要ありません。各学校で必要と判断された場合は、引率いただければと思います。

Q. 大会運営との連絡窓口は、教員が行う必要があるか？
A. AQL としては、生徒様が行っていただいても、教員様が行っていただいても、参加者にきちんと情報が伝わる
ならどちらでもかまいません。多くの学校において、生徒様と直接やり取りをするケースが殆どです。
Q. 生徒のご両親の見学は可能か？
A. 可能です。各大会の参加申し込みの際、見学者としてご記入ください。
Q. 高校生が地域代表を務めることがあるようだが、大丈夫か？
A. AQL は「クイズクリエイターに年齢は関係ない」という考えのもと、高校生も希望すれば地域代表を務めてい
ただくことができます。2017 年度の AQL では、東北リーグの代表が高校生でした。ただし、この際「安全の責
任」を高校生が持つのは難しいことから、別途成人の安全責任者を置く形にしております。
Q. リーグ登録することで、会場として学校の提供などの義務が発生しないのか？
A. リーグ登録したからといって会場提供の義務が発生することはありません。場合によっては、会場として学校
の校舎等をお借りすることを依頼することはあり得ますが、その場合は改めてご相談させていただきます。
また、逆に「AQL に会場を提供したい」という学校側からの申し出は歓迎致します。もちろんその際は、各学
校側が定めるルールを順守するよう、参加者に徹底致します。
Q. 開催実績はあるのか？
A. AQL は 2017 年度より毎年開催を続けております。2021 年度に開催致しました『AQL2021』は全国で 253 団
体・2397 人にご参加いただいており、日本最大規模の早押しクイズリーグとなっております。
また、役員や各地域代表は、多くのクイズ大会・クイズイベントを開催してきた経験・実績がある者がほとん
どです。
Q. リーグ登録の更新手続きや同意書の再提出等は必要ないか？
A. 原則として、一度同意書をご提出いただきましたら、再提出いただく必要はありません。ただし、「AQL 安全
基準」など、学校同意の前提となる内容が大幅に変更となった場合は、改めてご同意をいただく必要があると考
えておりますので、ご案内いたします。
また、学校として「同意の内容は年度限りとし、年度ごとに同意書を提出する」という御判断をいただくこと
は可能です。その場合は、恐れ入りますが「学校同意書」本文１行目の「今後」を二本線等で抹消し、「今年度」
に修正してご提出ください。
Q. リーグ登録を抹消したい場合は、どのようにすればよいか？
A. 大会公式サイトのお問い合わせ窓口から、リーグ登録抹消を希望する旨をご連絡下さい。なお、「登録した状
態で、その年度は生徒が集まらず出場しない」ということは問題ありませんので、翌年度以降参加の見込みがあ
る場合は抹消の手続きの必要はありません。
Q. FAQ の掲載内容に、今後変更はないか？
A. 表現等の微変更や誤字修正等は随時修正することがあります。
本方針が大幅に変更する場合、広くお知らせする予定です。

【別紙４：AQL/全日本クイズリーグ運営体制】
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春日 誠治
（2022 年 6 月 3 日の第 8 回 AQL 総会にて全国 310 団体を代表する形で、地域代表並びに会長を選出。その後、同
日発足した体制）

