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2021 駒場祭 

 
 

ごあいさつ 
 
 
 こんにちは。 
 
 
 
 本日はペンシルパズル同好会の「パズルスケッチブック」をご覧いただきありがとうございま

す。 
 
 
 
 昨年度からの新型コロナウイルスの影響により、オフラインイベントの開催が難しくなってい

るため、皆様が冊子を手に取っている様子を見ることができないことは少々残念ですが、この冊

子を通して、ペンシルパズルを知ってもらう、ペンシルパズルをもっと好きになってもらうこと

ができたらと思っています。 
 
 
 この冊子には 17 種類のペンシルパズルが載っています。その中には、数字を書くパズルや線

を引くパズル、言葉を作るパズルなど、様々なものがあります。また、初めての方でも解けるよ

うな簡単なものから、慣れていないと難しいものまで様々な難易度の問題があります。 
 是非この冊子から自分に合った問題を探して解いてみてください。 
 
 
 
※今年度は冊子の一部を「ぱずぷれ v3」「puzzlink」「penpa-edit」上で公開しています(外部ペ

ージへ飛びます)。冊子を印刷することができない場合も問題をクリックするとブラウザ上で問

題をお楽しみいただけます。
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パズルスケッチブック 目次 
 
 
 

p. 4 へやわけ* 
p. 6 フィルオミノ* 
p. 8 ヤジリン* 
p.10 ぬりかべ* 
p.12 スリザーリンク* 
p.14 四角に切れ* 
p.15 美術館* 
p.16 Tapa* 
p.17 数独* 

p.18 ダブルチョコ* 
p.19 シャカシャカ* 
p.20 スターバトル* 
p.21 シークワーズ* 
p.22 推理パズル* 
p.24 セレクトワーズ* 
p.25 よみどおり* 
p.26 クロスワード 
p.28 メンバー紹介 

 
 

*の付いた問題は「ぱずぷれ v3」「puzzlink」「penpa-edit」へのリンクがあります 
 
 
 

 難易度について 
問題にはそれぞれ難易度をつけています。解く際の目安にしてください。 
☆    ：パズルって、簡単だね。 
☆☆   ：パズルって、楽しいね。 
☆☆☆  ：パズルって、手応えがあるね。 
☆☆☆☆ ：パズルって、難しいね。 

 
 
 
 
 
 

※ ここに載っているパズルは、㈱ニコリのものがほとんどです。 
また、以下の名称はいずれも㈱ニコリの登録商標です。 
「数独」「スリザーリンク」「ましゅ」「推理パズル」「ペンシルパズル」 
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へやわけ  HEYAWAKE 

❶ ☆     作●もや 

 

❷ ☆☆    作●ホーム 

 

❸ ☆☆☆   作●Apppp!! 

 

 
1. 以下のルールに従って盤面に黒マスを配

置します。 

2. 出ている数字は、太線で区切られた四角

(部屋)の中に入る黒マスの数です。数字の

入っていない部屋には、いくつ黒マスが入

るか分かりません。 

3. 白マスはタテまたはヨコにまっすぐに3つ

の部屋にわたって続いてはいけません。 

4. 黒マスはタテヨコに連続しません。また、

黒マスによって盤面が分断されることは

ありません。 

 
 ●例題●     ●途中経過● 

 
●答え● 

 

 

❹ ☆☆☆   作●泡沫 

http://pzv.jp/p.html?heyawake/10/10/96id4q9ki94i94i94ivv0000vv0000vv00vv0g0g0g0g0g0g0h0g0j
http://pzv.jp/p.html?heyawake/10/10/lbaml98ih52a5hb2m50000su00v000vv003o223g2324g0i2g0
https://puzz.link/p?heyawake/10/10/ackpeit5g1l7aeki941ovv600vvvv000fv00j20j21m2g32g
https://puzz.link/p?heyawake/10/10/80g1016id4q9kj96id0000vv0000vgs0s0002735g6h4h
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❺ ☆☆☆☆  作●かいらんばん 

 
 
 
 

 
 

❻ ☆☆☆☆  作●謎垢 

❼☆☆☆☆    作●同好会一同 

 

 

  

https://puzz.link/p?heyawake/10/10/8l5aakl8o3gn1e2s5ovg0000fvvfug00u00fg21g2g32g2h4g22h2
https://puzz.link/p?heyawake/10/10/plj952q5c6kb8kiplj03ov70pouf3j0sv3o0h3g2i2j2g2h11h41k
https://puzz.link/p?heyawake/17/17/2lmvarflbnqlqta5el2nahbl8lpkk4qa25512ijh8hok8sa4e41720gu0g1370k0be1vo0000000001jpvv00c7g01s07g7u3u0c0030fv00002g13g1h4g0i06l3h51g2g52g431h2g536h232
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フィルオミノ FILLOMINO 

❶ ☆    作●かいらんばん 

 

❷ ☆☆    作●Apppp!! 

 

❸ ☆☆☆   作●ひこうき 

 

 
1. すべてのマスに数字を 1 つずつ入れ、さら

に点線の上にタテヨコに線を引いて、盤面

をいくつかのブロックに分けましょう。 
2. 同じ数字が入ったマスがタテヨコに隣り

合っている場合、それらは同じブロックに

入ります。 
3. ブロックに入るマスの数は、そのブロック

に入る数字と同じになるようにします。 
 
 
 

 ●例題●     ●途中経過● 

 
●答え● 

 
 
 

 
 

❹ ☆☆☆   作●ゆずっこ 

https://puzz.link/p?fillomino/10/10/h343i33g23l231n36j66h765h6134h3566h315h35j55n626l66g15i563h
https://puzz.link/p?fillomino/10/10/315j412k4p1i346h3g142i8r5i283g9h765i9p8k961j876
https://puzz.link/p?fillomino/10/10/g13g41g22h24g43g34t24i73i21i7334i43i43i21t32g44g41h31g33g25g
https://puzz.link/p?fillomino/10/10/434i4h3m4g2h2g3g3g3j3g3g4g54g2g2g2g2h4g3g3g4j2g2g2g5h4g4g4g4h2g4i2j2i4g424
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❺ ☆☆☆   作●Apppp!! 

 
 
 
 

 
 

❻ ☆☆☆☆  作●謎垢 

❼☆☆☆☆    作●ゆずっこ 
 

 

https://puzz.link/p?fillomino/10/10/g1i7i3g4g43i3g7l3i4g4g312m56j1g31j2i56g6g6g5g5i6g61g5i56g6g5g5g4i1g
https://puzz.link/p?fillomino/10/10/1h-2cj21g-2c4k44g4-2cj-2ci-2c4h-2co4n-2co-2ch-2c4i4j4-2cg4-2ck-2c4g12j5h1
https://puzz.link/p?fillomino/17/17/x225i555i555h1g5g5g5g6g4g6g6h455i666i555k585i655l5g5g6g5g5g6g5l665i566k526i888i666h5g6g5g8g8g1g3g3h566i888i363k668i213l5g6g8g5g5g3g-23l555i544k565i558i443h-23g5g1g6g5g3g3g3h666i665i315x
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ヤジリン YAJILIN 

❶ ☆      作●EctoPlasma 

 

❷ ☆☆     作●Apppp!! 

 

❸ ☆☆    作●もや 

 

 
1. 盤面に線を引き、全体で 1つの輪っかを作

ります。線が通らない白マスは、黒マスに

します。 

2. 線はタテヨコにマスの中央を通り、1 マス

に 1本だけ通過できます。線は交差や枝分

かれはしません。 

3. 黒マスはタテヨコに連続しません。 

4. 数字は矢印の方向に入る黒マスの数を表

します。数字のマスに線は通りませんが、

黒マスにもなりません。 

 
 ●例題●     ●途中経過● 

 
●答え● 

 
 
 
 
 

❹ ☆☆    作●ホーム 

https://puzz.link/p?yajilin/10/10/a40o2221d42h23c22g32g22p31b21f34i21e30d
https://puzz.link/p?yajilin/10/10/q22c41c10f20g20f11f31a31n11a42k12a21d41g
https://puzz.link/p?yajilin/10/10/k10a10a31n21a21a31a31b10x10a10a10c30k20a10a10c30g
http://pzv.jp/p.html?yajilin/10/10/q30d42j22j21c21b31c11j32j13d21q
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❺ ☆☆☆   作●もや 

 

 
 

❻ ☆☆☆   作●謎垢 

 

❼ ☆☆☆☆   作●Apppp!! 
 

 
 

  

http://pzv.jp/p.html?yajilin/10/10/d40s23a40c10b10c30v20g41zd31
https://puzz.link/p?yajilin/10/10/202223202322202.2020i30i32f20222030i32i33i30i32i32i31
https://puzz.link/p?yajilin/17/17/42f20c212124b23c31o30f23l24b41c21h22h32e11e31a42g30i32i42c11c41g22i41e43c32c41g44i42n32f33d32c33k31g4040j31c42c20g21b30d14t
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ぬりかべ  NURIKABE 

❶ ☆     作●かいらんばん 

 

❷ ☆☆    作●Apppp!! 

 

❸ ☆☆    作●同好会一同 

 

 
1. 以下のルールに従って盤面のマスをぬり

つぶします。 

2. 数字が入っているマスは黒マスになりま

せん。 

3. 数字は、その数字が含まれる、黒マスによ

って分断されたところ(シマとよぶ)のマ

スの数です。すべてのシマには数字が 1つ

ずつ入っていなければなりません。 

4. すべての黒マスはタテヨコにひとつなが

りになっていなければなりません。 

5. 黒マスが 2×2 以上のカタマリになっては

いけません。 
 ●例題●     ●途中経過● 

 
 

●答え● 

 
 

❹ ☆☆    作●ホーム 
 

https://puzz.link/p?nurikabe/10/10/g-14p3r5n3h3n3i2zo4y
https://puzz.link/p?nurikabe/10/10/ag1l6t1u1l1j2l8u5t4l7g5
https://puzz.link/p?nurikabe/10/10/i4h4p6k6r8l2zh2x2g3j7m
http://pzv.jp/p.html?nurikabe/10/10/r5w5g5g5g5v5s5zk5k5


11 

 

 

❺ ☆☆☆   作●泡沫 

 

 
 
 

❻ ☆☆☆   作●ゆずっこ 

 

❼ ☆☆☆☆   作●謎垢 
 

 

  

https://puzz.link/p?nurikabe/10/10/7g3k4m5q2q2g2t2g3q1q9m3k1g2
https://puzz.link/p?nurikabe/10/10/o6zs6h3zg2i9t2g3i4gaj
https://puzz.link/p?nurikabe/10/10/q4h4i4zk4m3p1h4t4l4q
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スリザーリンク SLITHER LINK 

❶ ☆     作●Apppp!! 

 

❷ ☆☆    作●EctoPlasma 

 

❸ ☆☆    作●ゆずっこ 

 

 
1. 点と点をタテヨコにつなげ、全体で 1 つの

輪っかを作ります。 

2. 4 つの点で作られた小さな正方形の中の数

字は、その正方形に引く辺の数です。数字

のない小さな正方形の辺には、何本の線を

引くかは分かりません。 

3. 線は、交差したり枝分かれしたりはしませ

ん。 

 
 ●例題●     ●途中経過● 

 
●答え● 

 
 
 
 
 
 
 

❹ ☆☆    作●Apppp!! 

 

https://puzz.link/p?slither/10/10/gdhcg30731a7bh256adg2ag23a7ch176020cjcgc2c02253dgdg1cg
https://puzz.link/p?slither/10/10/p331313213cna677bdbbcbd788ccn223011021dn
https://puzz.link/p?slither/10/10/gc766cj3d6dd67503cgcdgdcgbdg31888bd5c3cj766a8
https://puzz.link/p?slither/10/10/h1b1ch2a1c2a3c223d2b3b2d1ah2b3c1c2d323c2d1a3a0ch2d2c


13 

 

 

❺ ☆☆☆   作●ホーム 

 

 

 

❻ ☆☆☆☆  作●謎垢 

 
 
 

❼ ☆☆☆   作●もや 
 

 
 
 
  

http://pzv.jp/p.html?slither/10/10/v22cg22622cg33733cg20bn33cg10812bg32833dg30ct
https://puzz.link/p?slither/10/10/kbb31d8387cbh31d21cn2dn12d11dhd7618d10ccdi
https://puzz.link/p?slither/17/17/dkckc271cg283dgdd8ccbad8bbddi8cicgcgbgdgdc21db32c2dgcgcgbg72cg383dg38cgcgcgcg0a30db23cccgcgbgcgci6diddd7ddaca7bcdg373dg383cckbkd
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四角に切れ SHIKAKU 

❶ ☆     作●Apppp!! 

 

❷ ☆☆    作●もや 

 

❸ ☆☆    作●泡沫 

 

 
1. 盤面上に線を引き、盤面を長方形(正方形

も含む)に分けます。 

2. 数字は長方形の大きさを表します。1 マス

の大きさが 1です。 

3. 全ての長方形に、数字が1つずつ入ります。

数字の入らない長方形ができてはいけま

せん。 

 

 

 

 

 ●例題●     ●途中経過● 

 
●答え● 

 
 
 
❹ ☆☆☆   作●Apppp!! 

 

https://puzz.link/p?shikaku/10/10/4g353h3r2na6s44n82sc5n3r6h954g2
https://puzz.link/p?shikaku/10/10/6n35l3g7n3i8q8g8l8g8q8i4n5g3l44n5
https://puzz.link/p?shikaku/10/10/-12h-15k6m3zzzj6m5k-14h-15
https://puzz.link/p?shikaku/10/10/5n6i4j6h6r36h3n6j8n4h63r6h4j9i8n7
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美術館 AKARI 

❶ ☆     作●泡沫 

 

❷ ☆☆☆   作●かいらんばん 

 

❸ ☆☆☆   作●Apppp!! 

 

 
1. 以下のルールに従って盤面の白マスに照

明(○)を配置します。 
2. 数字は、タテヨコ両隣の最大 4つの白マス

に入る照明の数を表します。 
3. 照明は、そのマスから上下左右に、黒マス

か外枠にぶつかるまでの範囲を照らしま

す。ナナメには照らせません。 
4. どの照明にも照らされていない白マスが

あってはいけません。また、照明のあるマ

スは、他の照明で照らされてはいけません。 
 
 
 ●例題●     ●途中経過● 

 
●答え● 

 
 
 
 

❹ ☆☆☆☆  作●もや 

 

https://puzz.link/p?lightup/10/10/.cj1..h..gbbg..lai1.k.6..h..g1.k1.kej..i.h8..h...l..
https://puzz.link/p?akari/10/10/k1.j.ch1bh..k0.i1.g0.h.cp1.h..g.bg0bi1.j1.j..j1bi
https://puzz.link/p?akari/10/10/i.iagdpck.kdzcickbp.ibg.i
https://puzz.link/p?akari/10/10/q1.g.6.ibg6..r.i61.h..g.i.r0.gagbg.g.61.q
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Tapa TAPA 

❶ ☆     作●ひこうき 

 

❷ ☆☆     作●ホーム 

 

❸ ☆☆☆    作●もや 

 

 
1. 以下のルールに従って盤面のマスを塗り

つぶします。  

2. 数字が入っているマスは黒マスにはなり

ません。  
3. 数字は、そのマスの周囲最大８マスの、連

続して塗りつぶすマスの数を表します。数

字が複数ある場合、それぞれの黒マスのつ

ながりの間には少なくとも１マスの空き

が入ります。  

4. すべての黒マスはタテヨコにひとつなが

りになっていなければなりません。 
5. 黒マスが２×２マス以上のカタマリにな

ってはいけません。 
 

 ●例題●     ●途中経過● 

 
●答え● 

 
❹ ☆☆☆   作●Apppp!! 

 

https://puzz.link/p?tapa/10/10/hblralg8q5h3n30halh6i3u7l3halhalqaeiblh
http://pzv.jp/p.html?tapa/10/10/zh1gaeha8q4mafj2maeq1h3g0zh
https://puzz.link/p?tapa/10/10/3l3g1t1i3g2i2r3w2i1g2i1u2g4k3
https://puzz.link/p?tapa/10/10/3ha7taltbnhbqjafvbnjalhbqtaeta8ha7
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数独 SUDOKU 

❶ ☆     作●ゆずっこ 

 

❷ ☆☆    作●泡沫 

 

❸ ☆☆    作●EctoPlasma 

 

 
1. あいているマスに、1 から 9 までの数字の

どれかを入れます。 

2. タテ列(9 列あります)、ヨコ列(9 列ありま

す)、太線で囲まれた 3×3 のブロック(そ

れぞれ 9 マスあるブロックが 9 つありま

す)のどれにも 1 から 9 までの数字が 1 つ

ずつ入ります。 

 

 
 

 
 ●例題●     ●途中経過● 

 
●答え● 

 
 
 
 

❹ ☆☆☆☆  作●Apppp!! 

 

https://puzz.link/p?sudoku/9/9/1i38i2j91h345i28i6j57h789i6j1j6i234h78j5i34i67g
https://puzz.link/p?sudoku/9/9/g5h49i3k7i1h2g85l8h77g3g1g9g25h7l82g6h7i5k4i25h3g
https://puzz.link/p?sudoku/9/9/1g3g6g5g7g2k6j3g7i2i1h7i6i9i8h9i5i8g9j7k2g6g8g7g1g3
https://puzz.link/p?sudoku/9/9/12n341m5g67j7h1h5g2h7g9h3g6h5h7j68g3m364n25
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ダブルチョコ DOUBLE CHOCO 

❶ ☆     作●もや 

 

❷ ☆☆     作●かいらんばん 

 

❸ ☆☆☆   作●ゆずっこ 

 

 

1. 点線の上にタテヨコに線を引き、盤面をい

くつかのブロックに分けましょう。 
2. それぞれのブロックは、同じ大きさで同じ

形の白マスのカタマリと灰色マスのカタ

マリが 1つずつつながったものになりま

す。回転や裏返しをして同じになるのは

「同じ形」とします。 

3. 数字は、そのマスが含まれるブロック内で

の、その色のカタマリのマス数を表します。

つまり、ブロックのマス数の半分になりま

す。1つのブロックに、いくつの数字が入

ってもかまいません。 

 
 ●例題●     ●途中経過● 

 
●答え● 

 

❹ ☆☆☆☆  作●Apppp!! 

 

https://puzz.link/p?dbchoco/10/10/0v0v7770v0v0vooo0v0v6h44j9i44k44n44j8k9g9w9g9k4y4n6
https://puzz.link/p?dbchoco/10/10/sososo3737soso37373736j1o4i36u13i34g12u2o1j124z
https://puzz.link/p?dbchoco/10/10/1oe7e7e71ohohoe7e7e7k1m3n2j5g221g3i555l4m2g4s2l6o1i1g1i2h
https://puzz.link/p?dbchoco/10/10/pop87vt0g80u0jtpstt52j5i2m3m1u4x4g5n1x3o
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シャカシャカ SHAKASHAKA 

❶ ☆     作●Apppp!! 

 

❷ ☆     作●もや 

 

❸ ☆☆☆   作●ホーム 

 

 
1. 盤面のいくつかの白マスを三角形に黒

くぬりつぶしましょう。 

2. マスのぬり方は、  の 4 通

りのいずれかです。 

3. 盤面の数字は、その数字の入っている

マスにタテヨコに隣り合うマスのうち、

三角形にぬるマスの数を表しています。 

4. ぬられずに白く残った部分は、すべて

長方形（正方形も含む）にならなけれ

ばなりません。  
 

 

 ●例題●     ●途中経過● 

 
●答え● 

 
 

 
 

❹ ☆☆☆☆  作●謎垢 

 

https://puzz.link/p?shakashaka/10/10/ldqcs.hcnaqazhcidh
https://puzz.link/p?shakashaka/10/10/gbc.zg1cn.mbhcl.h.icldpck
http://pzv.jp/p.html?shakashaka/10/10/jbhap.m.hcnbncnbck.rchbh
https://puzz.link/p?shakashaka/10/10/lbbczjchbjdtcgck.jch.o
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スターバトル STAR BATTLE 

❶ ☆     作●Apppp!! 

 

❷ ☆☆    作●EctoPlasma 

 

❸ ☆☆☆☆  作●ゆずっこ 

 

 
1. 盤面内のいくつかのマスに☆を配置し

ます。 

2. 縦横の各列と太線で囲まれたすべての

エリアに指定された数の☆があるよう

にします。 

3. 一つのマスに 2 つ以上の☆が入ること

はありません。☆の入ったマスがタテ

ヨコナナメに接してはいけません。 
 
 
 

 ●例題●    ●途中経過● 

 
●答え● 

 
 

 

 

 

❹ ☆☆☆☆  作●ホーム 

https://puzz.link/p?starbattle/10/10/2/0i4a4ul0qplvbmhb281if16up080m010880n
https://puzz.link/p?starbattle/10/10/2/01prtht08c0fgvqjo0nv2g88t37grf054g9q
https://puzz.link/p?starbattle/10/10/2/40aallalaalbmnck000sco02nn00td0036fg
https://puzz.link/p?starbattle/10/10/2/1449488il102e33p2210pu70sp3602gtak50
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シークワーズ  SEEK WORDS 

 

 
1. ページのリストにある言葉を探してください。 
2. 全部探すと最後にいくつか文字が余ります。左から右、上から下という順番で余った字を読

むと、ある言葉になります。 
3. リストのカッコの中身は解くのには関係ありません。 

 
 
❶ ☆☆      作●Apppp!! 
 
 

  

〈リスト〉 

コナ 

ミル 

モカ 

 

ケニア 

ジヤワ (ジャワ) 

 

トラジヤ (トラジャ) 

バイセン (焙煎) 

ブラジル 

ブレンド 

 
 
グアテマラ 

コスタリカ 

コロンビア 

マンデリン 

 

コーヒーマメ 

 

キリマンジヤロ (キリマンジャロ) 

 

ブルーマウンテン 

 

https://opt-pan.github.io/penpa-edit/?m=solve&p=vZS/atxAEMZ7PcbWKna0+rNSm8TV4SKJMUYI48IPYBs3EneFDuJ/jbGxS5uEEJI4IQlpHGLww/hFbm/3w/oO9WbRcPc7nX4zO6M92Dvc2d+NrVvGxjoWt0ya+CvR5fKKau1+cKuJamVUrBJ3iWpm7WRWL7+YJurat1XXbld1M43bjeHju6pzcb3qVJKrqlZP/V/lDMu/u+cUHs0fCNmALgiVo7uMDuiGkAT0kVAyMhoT0B0hGH8SgvF8QGkw9p8JBWP/n1AwzsmYBuP8ilA6MqZZQKcDylDjL0KokZLIUOM9IdT4lRCM3wkFY/+JUOgQZ5+hQ7RfOWo8JoQavxEKRs4rR42UfQ7jESEYzwihQ5eEQof48QVqPCEEI41JASMjGKnsAkZGMP4ZkMVM0BZadIh2wo531cL4gdDYaGH8MqByPPcljPR2lOgQNa1Eh64JwfiDEIxUkGgUSYmJxuT/Y4ZBfGQGK42daAwGJScafbolJiiVMhaB9zczeOllEsEbwHUIxoP2SQTelftwTK08D/16Hnl3pIk/2LZ8XPMx8fG9O/fi1vj42kftY+bjxN/zxsdNH1/5mLo4jaI6yf0BPKzsZb83Cw==&a=RZLbrQJBDEN7ud/5mGcmqWVF/21w5jqAhOSj4Dhelud52fPXW7PeuvU/g9E2itE2i9G2fty9mFnf/zzcxhEdGyEKGylKm9yBkKlrc9hS5iWlzLBd36YtbSBLM2SpHbK1S8RWm90+u8iWD3L5sHv5trmasuhquo+5mvow11MjtQsd9WPgXzpKIfYohdhTKWGh9sSGWp1loQaEhXaJSPmIKMKeaoC9fFDqBoP4UuoagyjKT8qVen1gqgKS+mGuND0JWPfuiV7r5PW7xH/k93m9AQ==
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推理パズル LOGIC PUZZLE 

 

 
ヒントを元にして、表を使いながら問題文にある項目を全て推理してください。 

職人の作る商品、長所、短所はそれぞれ違うものとします。 

 

❶ ☆☆☆     作●ゆずっこ 
 

 
 

 
  

https://opt-pan.github.io/penpa-edit/?m=solve&p=tZbNjhtFEMfvfow5t1B/zFf7yscJcSAghCwLceABAHGxlYgxBNbBKyKyJnESyJJFBAUiEWS0YdEqDzMZz/ot8u+qzqbaiTgg4Y92+efqruqq6mp/+vFnH37ykbI6vFyttDJ4Vsa+kuvnD6NKX+6Qwhut6sIMRhqz8BwPRpnJVGbxNtn40uTCpVGWKTMeTCdvD6eTD4aj8UU1efe5eGE4xfjWcJoZV2XDUba9dYQJKquzMdYoTWBt86VkLrDuWiNZQXqznwWrbWBnP12TjOZuv/5WspxtrCSj9TY/XJWsJLuPb0hGPrez7ySrA+vX+5L5F/SsJrv9aiYZ2Wib+5KxjeaeZGSjbcQ+rCYbm/lDwYxmPRFTayim22YpGcUq9c9wrBI9G/0TMbCW/OtWv0pG/nWXjyUj/7b3pZ4j//rjm5JxzmffSEb+9XdPJCP/dvRiLkW9WBdrI9HjfaQs5lKykvdxVeTSeq6DvS/63/7uHopou5wr8/GNdrZAzNvmNPHElZzxOw8E87RbVMvm9h3Evz9cJx7kJUVouxSRzPkEoIr7Axi51zb76ZxYlc2qbQ5QI5sHR0nkCq4UnLS2uQ4P+/UhKh3GUTtts5esVfIpenJ6G7hbfpUeOxs9WR5v5p8nnDzATnd4PAfNdQnPQ5DAmN2/BHRczmdXHiWQNLGJBFLSu8t7CYwZFrEwjkurW/yTQM7UTdl3HBcSYp7AeCIOEviStuAcn9nZIoGciu9lk3I5bRMFkUA+tqlmEetdVBQg+bk9SqYXXLXylAJyy50n2yzIz82tPxMYEydz5Lg2UV4JjC07iXzJ/aU5TSCneEeTI3+4TiAf4UQzt2S9m0uXCkPbTKuu5O6WQl+R5tmPJ/3BH7KLalr2ycmyW4gbAd2aw3K32f7ye9J1Y/nt42ig3pB05Ahdc/ckWcMZREnjnkIR/otmyb5deYTbC0WI+wDpEF0SV6ahi/N9Gt+g0dL4Du5VNXE0vkajprGg8U3SeR3Xba29qkMLtVjROVzjqIUgF5Wqa3ga5NoorxH7IOtC1aGFB9libhHnVhV0WB+fylvWx6fyOevjU/mK9fGpvH9mC3Yrlr3Oz215DZ1wPZJsIce5YX2NZJKsz+3WHuuHvJFcK3yPMvbikbeg78tzu97Dt9DGSYZdH+364FuwiyC9R6F6lcYc48XBYGQL/nP0kqf7H3+o/juwz8gLwvgp
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仲のいい職人 4 人(螺田(にしだ)、井匙(いさじ)、刃竹山(はたけやま)、梁馬(はりま))がお互いの特徴について話

し合っています。以下の会話から各職人の名前、作る商品、長所と短所を導きましょう。なお自分のことを他人

のように言わないものとします。 

 

「皆さん本日はよく集まってくれました」 

「久しぶりだね」 

「みんな忙しいからな」 

「それではみなさん、かんぱーい」 

「「「乾杯！」」」 

「みんな今何やってるの？」 

「私鉄骨作ってるよ、量産できるからさ」 

「俺は医療器具を作ってるよ。納期を破ったことがないのが自慢」 

「それくらい普通でしょ、私もネジ作ってるけど納期くらい守るよ、ねぇ？」 

「え、前回初めて納期に間に合ったけど…」 

「そりゃ刃竹山アンタ一人だけ難しい素材扱ってるからでしょ、ちゃんと計算に入れなよ」 

「そうだ、井匙さんはまだ自分の美学を貫いてるの？あの芸術的な曲線好きなんだよね」 

「おう、いくら工業製品だからって手抜きは許されないからな。そっちはどうなんだ、まだネジをデカくしてるの

か？」 

「忘れてよ…今年はまだ 5 回しかやってないんだから…」 

「あっはっはっは。そんなこともあったなぁ。そういえば螺田、うちの工場に誤納品するのやめてくれないかな。毎

回びっくりするからさ」 

「ついそっちの住所書いちゃうんだよね、昔いたときの癖で」 

「「えっ二人ってそういう関係だったの」」 

「あっ」 
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セレクトワーズ SELECT WORDS 

 

 
1. 同じ文字数の言葉をヨコに並べ、タテ列の間で文字を並べ替えました。各タテ列から 1文字

ずつ拾って、もとの言葉を復元してください。文字はすべて 1回ずつしか使えません。 

2. 大きい文字を小さい文字として扱うこともあります(「ツ」→「ッ」など)。 

 

●例題● 

エ ヨ ウ ツ 

ジ シ ピ ム 

ケ ン ゴ ギ 

 

 
●答え● 

 
エンピツ 
ジヨウギ 
ケシゴム

 

❶ ☆     作●Apppp!! 
 

 
 
 
 

❸ ☆☆☆☆  作●謎垢 
 

 

 
❷ ☆☆☆    作●泡沫 
 

 
 
 
 

  

https://opt-pan.github.io/penpa-edit/?m=solve&p=bZK/SgQxEMb7fYzUU2SS7G2yrX8qsfAUkbCIhQ+gYrPLXXH7BFZ2VhaiCIKt4MP4IvdlsscGTubyZfgxm28yuYe7x5v7W3II60kTpwjYsQLjV0UNjOiqqKwiZbBYdet+uY5KEXfV0J+1Q3/dxm5F/cWcLtsBetoOir1qo/rbfKFevoYEQePPjIzeR7yPFvms1wI1GZVV2XH8LtDkWCDrMnopUJ3Re4Gy4/hcoOw4fszImYyeCmRzX28Fmhw/C5QdN787hKGxjO5K9FjUiJ5jstRb0UNRLVqLnkjNEQbeOPLohw0pbyhgsClNb4q5SOqJNe6V8qYmj06l2OLJpwq8PiYmaUAxbpxy1vhz6N0pBvl0uHcUJstmQR73ZINuLqWnA1EHXVVVZJhL1P/v3RY=
https://opt-pan.github.io/penpa-edit/?m=solve&p=hVO7TsNAEOz9GVdfcXt+gN3yqBAFASFkWYiCDwBEYyuR4gLxEKJBgu+g5XP4kcztrsMiF8jKaGey3sntTe5u7q9ur33lC5/v+uAJT6wqTzVqKtInawO+wNNlrcuddxEfct2qX6xa5zx12dCfNEN/2bTd0vdnv+WiGYDHzeBidE3rftYf6Oe3MSYX6cFIxVwqRXo1UjXv2plJuTp+GUkcx7WR1PHFSOI42lni+EeaOxbq+G0kdbRd4jg+G0kd34ykjo9GmjuW4mhnler4ZCQ946eRdKtW0q2+G0kdt124TOIrvWA8ZIyMp7hx3+eM+4yBsWQ84p4DBKGOngJ+NkVMDCA0EQClmDCJIOkGheQgOJe0gaToyAAQUlKjDlON5AYcW5o4xtPrIClmMhgkJUBICYK9SBtIip4MACElNeow1fifBKxNmkBoIgSSYiqDQVKCKGIH57yJPcYCuMyyNh12+2D+f3W3AQ==
https://opt-pan.github.io/penpa-edit/?m=solve&p=nVS9yhRBEMz3MSbuYGd2duZuU38iMfBTRJZFDHwAFZM9vg+8AxEDDXwAwUAQFQUjf8CH8UW+6q6Ra7lM9q7vuranaqe7Zp88evrg8UOpMsqwkV4irqHPktJG8hafbu4B41q6OQxBQsI3huViPbuYQ5C4dLv11rRb70/zci7rnePfs2mHeHPahZTDNIc/+5+ot9WgGQ06fHJQYdUXB1VWvXDQhpCv2hL6dYSGnlw/HETF/W8HUfHwzUFN8ZWDqLj/6qCm+OwI5ab43kGRVR8d1Pb43UFN8Z2D2h7dhjIVfXNGKh6eO6gpvnRQIvTGQVT8h6spfnBQU3TNKW2Pnx3UFF876FSxDCfbLqdzLK2rbkO1KTrnVCr6Rlcq+ueqVPT+qnTh4e1fCO6M5tF7Fq9bTBZvw8KyDhavWuwtjhZvWM01ODvGJDFBC78BfyQOULFkyBIzPGdJHiWOmL0lY5FYMAMmFQl6wTLc0emQAGvUL6QGmzrYkggdPVNMcEdPE8uwRl1NArCpu0gNHZ0yRTcQRbeZbCVqn1mGOzp5EmCNepHUYNPTQVHo6Hllgjt6UlmGNXpiSAA2dS6poaMOsqTgXaOTZILXjs6Qj4M76ioSYI36nNRg05NHUejouyAmjOKuDeSKxYx43nWzdsxdeOD/yZZL


25 

よみどおり YOMIDORI 

 

 
1. 白マスに線を引いて、漢字(灰色のマス)を２つずつ線でつなぎましょう。線の両端が漢字に

なり、途中でいくつかのひらがなが書かれたマスを通ります。線が通らないマス（ひらがな）

もあります。 

2. 線は、マスの中央を通るようにタテヨコに引きます。線を交差させたり、枝分かれさせたり

してはいけません。 

3. 線の一方の端からもう一方の端までに通るひらがなを順に読むと、２つの漢字をその順に書

いてできた熟語の読みができるようにします。 

●例題●        ●答え● 

       
 
 
 

❶ ☆☆    作●Apppp!! 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

❷ ☆☆☆☆  作●ゆずっこ 

 

夜 ざ 桜

よ く ら

は う も

葉 じ み 紅

夜 ざ 桜

よ く ら

は う も

葉 じ み 紅

https://opt-pan.github.io/penpa-edit/?m=solve&p=nZK/SgQxEMb7PMbUKXaTbE7S+qc6LPyDSFjEwgdQsdnlDlZRsDgsRFDUws5aGytf5jx8jZv9Etm5VoZ8m/z2y8xks+enF8dnJ9pz2DVd6JLDeI9ROtcPFQt+wVGrSCVpMjxKqqfNeApga9U2O6FtjkKsJ7rZH6a7oSVrKVhN1uPh08r3KzZss8EYCpHm3QNx8T4zl3BAl/cCVcn1NqA+c6Tfp2+B0sbuQyAuFWkxuxJolFwvA3K5onC5XPFZoLRR9lWhiXl3J1Bu4lOglGtlI/paObbPX+JdIKRfzDqBcvpXgXKrNwIh/c/X7YBGuVXhGuVjXwuUcz3+Ib6mMrSsh9AtqIHu8TXrxkI3oAW0go7h2YQeQNehjnWiVDQG/1uK6v/zegk=&a=RY9RCoRADEPv4nd+tE1zmMH7X8OsGVkYyCPtq7jWjXXUhSqcB37UV4io+aj5kkfMtAvdHzGuC+7ORlxHKyQw5BPb8Dpz2cEYjtkkTIwpKIYLpXOhfM2hXHEoruPd89/93/0A
https://opt-pan.github.io/penpa-edit/?m=solve&p=7ZNPSitBEIf3c4xe92KqezqZzNY/K3FhFJFmEBceQMXNDAkYwWzcuBBEBN9ChPdAeWCCinga0egtUl01YWqMR5BO/yr5UjVVXdVzsHe4s7+rwYSPTXWsAVfSSWjbtgs78jH+gSuPvAKllcENKu8X3b5XSkMelcVaVhbbmc97utiov3azUjlQmdWqFbNpk+kwBJuybTm2bfaClK2JZzZhCxxnIPzGBKuYIMFYr94GN1gKFaYpp1eTwbNA7HX8UKNQklcf52OBsDxEL6MahVIRnQ5rBLHhh51IZrmMO8mwzDm/qlzpB9iG78xQ3mas/eF5lkpuxoa2evU5fhQsqXI8CeaoA81Y7l0zh+PzNv34vE2/6mwybxgt9u/qWrAwZmRnF4KFkWPNw3+S8XnlaCFtMROzhbTqgWSdir3WjK4T5v0vxmtmc7uVjPJORn8EC1fPq/f7S8nI7+vo74zhlYSsRN0iXSY1pOv4SujCki6SxqSOdIV8lkg3SRdIE9ReFHmb0Ks5v9wvDyufAg==
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クロスワード CROSS WORD 

カギが何を指しているのかを考えて、同じ番号の位置から、タテのカギならタ

テに、ヨコのカギならヨコにその言葉を入れて、盤面を埋めてください。 

 
❶ ☆☆☆☆  作●同好会一同 
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→ヨコのカギ 
 
1.   ヨコ 29 に隣接する国 
2.  「おう ヨコ 5 だぜ」とはじまる詩、「おれは

〇〇〇〇」 
3.   タテ 22 に関わる言葉をまとめた本 
4.   タテ 17 の名物である木は大体この種類 
5.   ヨコ 6 の 1 つ 
6.   タテ 28, ヨコ 5, タテ 17, ヨコ 38 
10.  回復することを英語で 
13.  〇〇〇〇ボックス、〇〇〇〇ファイル 
15.  ヨコ 38 が旬の酸っぱい果物 
18.  かたぎとも言う 
19.  タテ 28 を告げる魚 
21.  α、β、θ、δの 4 種類がある体内の微弱な

電流 
23.  ヨコ 5 に見られる天気 
24.  ヨコ 5 に行きたい 
25.  特にヨコ 38 に家に帰ったらすること 
26.  ヨコ 38 とタテ 28 の境目に投げるもの 
29.  ヨコ 1 に隣接する国 
31.  読み書きそろばんを教わる場所 
32.  タテ 28 に食べる和菓子 
34.  「平家物語」や「太平記」などを総称して「〇

〇〇物語」という 
38.  ヨコ 6 の 1 つ 
 

↓タテのカギ 
 
1.   タテ 17 にある〇〇〇の日 
3.   タテ 28 に良く見に行く街路樹の列 
7.   全身〇〇、局所〇〇 
8.   童謡「〇〇が鳴る」 
9.   タテ 28 の七草の 1 つ 
11.  日本ではタテ 28 に 1〇〇が始まる 
12.  言葉の意味をまとめた本 
13.  〇〇〇巻き、〇〇〇場 
14.  検索〇〇〇、〇〇〇書 
16.  昔はヨコ 5、今はタテ 28 の月 
17.  ヨコ 6 の 1 つ 
19.  ヨコ 23の後に現れることが多いためヨコ 3で

はヨコ 5 の言葉 
20.  ヨコ 38 に見られる気象を意味する英単語 
22.  タテ 28, ヨコ 5, タテ 17, ヨコ 38 
26.  ヨコ 38 には大量のタテ 20 で道路が〇〇〇に

なることも 
27.  ↔陽 
28.  ヨコ 6 の 1 つ 
30.  〇〇〇ホール、茶〇〇〇 
31.  〇〇〇アウト、〇〇〇オフ 
33.  これが狭い玄関はうなぎの寝床 
35.  タテ 17 の鮭の卵 
36.  漢字で書くとタテ 17 という字が入る魚 
37.  ヨコ 5 でもヨコ 38 でも衣服に使われる素材 
38.  人に何かを授けること。「ポイントを〇〇する」 
39.  タテ 28 とタテ 17 に行うことが多い〇〇〇が

え 
40.  労働者や学生の共同生活の場 
41.  〇〇〇マン、オフィス〇〇〇 



メンバー紹介
PN Apppp!! PN ホーム

所属 B1 所属 某高3

一言
編集長になりました。頑張ります！！
おまけ ☆☆☆～☆☆☆☆ 一言 高校生活の記憶がほぼない

PN ひこうき PN ゆずっこ

所属 B3 所属 B5

一言 あんまり作れなかった（ごめんなさい） 一言
D4の後は当然 B5。ダイパリメイクで時
間が溶ける…

PN もや PN 熊太郎

所属 工B3 所属 前期教養

一言 後期課程って忙しいんですね。（個人の
感想です） 一言 来年はもっとパズル作ります。

PN かいらんばん PN EctoPlasma

所属 B3 所属 理(予定)B2

一言 matlab楽しい...たのしい... 一言
天文学科なので当然スターバトルを作
る
きらら同好会 "#FindOurStars vol. 2" 
もよろしく

PN 燦 PN 謎垢

所属 B1 所属 B1

一言 右も左も上も下も分かりませんが、よろ
しくお願いします 一言

ノルマクリア(ちゃんとしたハバネロを作
る)失敗……

PN よしもと PN 泡沫

所属 M1 所属 M1

一言 約2年ぶりの参加 一言 Slackをのろいたい。Slalomは美しい。

https://puzz.link/p?dbchoco/10/10/v0v0v0v0v00v0v0v0v0vt-10r7m3zw4g3h7s4g1gai

