
https://opt-pan.github.io/penpa-edit/?m=solve&p=TZE9TsQwEIX7HGPqV8R/sZOWnwpRsCCErAhRcIAF0STalVghGkoKSqCj50hcZCdjox1ZfmN9efGzx4/rp7uHe3g4uIQWZhk912C5hmU2ueUPPMYmkyOQ5Wlo3E6rbSaCGZt5uhjm6XbI4wbT1WG5GmbW82Emk2jI9Pf8w375m6Uv6PWAbFvQl0KmoBeFuoLeFYoF/SpUE98UqonK5XxBnwoFQbudQjXxQ6Ga+P2P+KJGrnsjeipqRS+5G5ic6LFoKxpEz8Rzwk3qOkQ+j7Gg6JFsWSaLnvuyLLuIyKcTQ0By1eDQc5fEkBD5rGLokOpmyaOXzTjnWtKORD3rpmmySeXdwe+t67gH
https://opt-pan.github.io/penpa-edit/?m=solve&p=TZE9TsQwEIV7H2PqKew4hqxbfqoVBT9CaGQhCg4AiMbRrhSEaLkAEpRQgeg4zwq4xj5PdhXL8vesL+OJE9/d3F/dXnPLnn3Hll0ZM2RokKFMIxYPMJIRaoh1OkrLPF8KFuyT6fNx7PNllLTgfDYtT2JPrqPosctp+DDGDgIFR5sCof/hk/Dy0hmYFbUa3ifV2FE9VgothX6fvyq1O1Y9VUrbr4a3SflW1UNVVc4l9Pf9UymcEe1fXiu1af+xVfgEF3vwQnmobJSn+AWcvXJfaZVBOdeaA+W5ck/ZggtjxHXjXTDuoM60Bg==
https://puzz.link/p?nurikabe/4/3/g1o4
https://puzz.link/p?tapa/4/3/a7l3j
https://puzz.link/p?mashu/4/3/3j00
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2022 五月祭 

ごあいさつ 
 

こんにちは。 

 

本日はペンシルパズル同好会の「パズル灯台」にご来場いただきありがとうございます。 

 

皆さんは「ペンシルパズル」と聞いて、どんなものをイメージしますか？ 

たとえば、「数独ってのが新聞にたまに載ってるなあ」、あるいは「イラストロジックってやつ、本屋さんの

雑誌のコーナーによく置いてあるよね」といった感じでしょうか。もちろん皆さんの中には、「ペンシルパズ

ルなんて初めて聞いたんだけど」という方もいるでしょうし、「毎月パズル雑誌買ってるから、いろんな種類

のパズル知ってるよ」という方もいるでしょう。 

 

この冊子には２１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。 

 

 

UTPC2022 開催のお知らせ 

 

このたび、ペンシルパズル同好会主催のパズル大会「UTPC2022」を 5 年ぶりに開催いたします！ 

 

【内容】 

オフラインのラウンド形式で行うパズル大会です。 

出題されたパズルを制限時間内にどれだけ解けるかを競います。 

【開催日時】 

2022 年 8 月 7 日(日) 10:00~18:00 

【会場】 

東京 23 区内の貸会議室 詳細は決まり次第連絡します 

【参加費用】 

 1500 円（予定） 参加人数により前後する場合があります 

【参加方法】 

 右のフォームへ必要事項を記入し、送信してください。 

 原則として３日以内に受付確認のメールをお送りいたします。 

 申し込み期限：2022 年７月１７日（日） 

【その他】 

 詳細は本同好会ブログに掲載しています。 
 http://puzzletokyo.seesaa.net/article/utpc2022announcement.html 

↓申し込みフォーム 

↓同好会ブログ 
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パズル灯台 目次 
 
 
 
 

p. 4 ぬりかべ 
p. 6 Tapa 
p. 8 ダブルチョコ 
p.10 美術館 
p.12 へやわけ 
p.13 LITS 
p.14 シャカシャカ 
p.15 ヤジリン 
p.16 ナンバーリンク 
p.17 スリザーリンク 
p.18 ましゅ 

p.19 フィルオミノ 
p.20 ペンシルズ 
p.21 四角に切れ 
p.22 ビルディング 
p.23 数独 
p.24 スケルトン 
p.26 セレクトワーズ 
p.27 よみどおり 
p.28 クロスワード 
p.30 チマタグラム 
p.31 メンバー紹介 

 
 
 
 

 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」「ナンバーリンク」「ましゅ」「ペンシルパズル」 
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ぬりかべ NURIKABE 

❶ ☆   作●Apppp!! 

 

❷ ☆☆  作●df 

 

❸ ☆☆  作●ゆずっこ 

 

 
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/10/10/4g1g2g8g3zj2g1i48g4zt2p3g6o
https://puzz.link/p?nurikabe/10/10/aj1g1g3s5n7v3r8m1i2h2g3p1n2
https://puzz.link/p?nurikabe/10/10/1g1q1j6s1l5g2h3n1h1g5l5s5v5g5
https://puzz.link/p?nurikabe/10/10/5g5g5zj5zi5i5h5g5g5zq5i
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❺ ☆☆☆☆  作●燦 

 
 
 
 

 
 

❻ ☆☆☆☆  作●トンボロ 

❼ ☆☆☆  作●EctoPlasma 

 

 

  

https://puzz.link/p?nurikabe/10/10/9g3k3v3t3g3t3g3t3v3k3g6
https://puzz.link/p?nurikabe/10/10/q3p3g3s-10g2u3n3l2j2i3g3j3q
https://puzz.link/p?nurikabe/17/17/r1h1g1g2g3g4zh3h3i5g6g7g8z5h5zh9gak7j1zs3g5zl1zq2g4h4h2g2zg2g6g3k4g4zg5k4h
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TAPA TAPA 

❶ ☆   作●もや 

 

❷ ☆☆  作●Apppp!! 

 

❸ ☆☆  作●ゆずっこ 

 

 
1. 以下のルールに従って盤面のマスを塗りつぶ

しましょう。  

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●ホーム 

https://puzz.link/p?tapa/10/10/valka7jalialzgaetaeialjalk7v
https://puzz.link/p?tapa/10/10/k2i3aes9halzg5h3g8gafwalha9ra7ja8j
https://puzz.link/p?tapa/10/10/s4k3h0ialj5r7i2sbli9r3jall5k3h
https://puzz.link/p?tapa/10/10/j1l5l4k3r1h1g3g3zg1l2j5h6k5r


7 

 
 

❺ ☆☆☆☆  作●かいらんばん 

 
 
 
 

 
 

❻ ☆☆☆☆  作●Apppp!! 

❼ ☆☆☆  作●もや 

 

https://puzz.link/p?tapa/10/10/iaelaevalkbml3kallbmk3lbmk2va9la8i
https://puzz.link/p?tapa/10/10/ma7a7safafqaaha9laaha9sa9a9zia8a8ia8a8l
https://puzz.link/p?tapa/17/17/3ia7h2g2h5i3y4haek3hbli4jaei3jbly5g4o6galh5j4i3jalzhaeaek44zhaej3i4j4haegalo8g4y4j3iaejaei4h3kaehaey3i3h4ga7h2i2
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ダブルチョコ DOUBLE CHOCO 

❶ ☆   作●Apppp!! 

 

❷ ☆☆  作●EctoPlasma 

 

❸ ☆☆  作●もや 

 

 
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●ホーム 

https://puzz.link/p?dbchoco/10/10/pnr7of04e44e40u3srtjn34h3g2i4j6g2h1r1p4i1s1m2452s2g2h
https://puzz.link/p?dbchoco/10/10/s7vn9n8n8hs8g0g1ufgv6h6o7m5t2o2n5zi65s4k
https://puzz.link/p?dbchoco/10/10/upsb0bf3e00eouq0q7jfi1g3l6k6m1m3n4r6n1m2m6k2l1g5i
https://puzz.link/p?dbchoco/10/10/vfl9lfh900hfr8ef414fh5p2t5k5j2w52zq2o
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❺ ☆☆☆  作●もや 

 

 
 

❻ ☆☆☆  作●燦 

 

❼ ☆☆☆☆  作●もや・謎垢・Apppp!!・EctoPlasma・タイガーアイ 

 
  

https://puzz.link/p?dbchoco/10/10/vug0msn5g4komcj9g1vvs5x5j5zj5j5x5s
https://puzz.link/p?dbchoco/10/10/v686u0afa9vf090fo9pr1n6j5h4i2zg8j2h8j4zg2i1h2j3n3
https://puzz.link/p?dbchoco/16/16/1s7gu3of1s7gvs7gu3of1s7gu07gu3of1s7gu3vgu3of1s7gu3o0i644j44m6g6j44h77i555n77n466m22j3g6m35j356x577666j55j2g75g6j55j222555x665j44m3g6j44m333n56n522i56h66j5g2m44j442i


10 

美術館 AKARI 

❶ ☆   作●Apppp!! 

 

❷ ☆☆  作●もや 

 

❸ ☆☆  作●df 

 

 
1. 以下のルールに従って盤面の白マスに照

明(○)を配置しましょう。 
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●燦 

 

https://puzz.link/p?akari/10/10/cg.m.i.ga.qc76.ibn.i.g9.hcob6ag.mbga
https://puzz.link/p?akari/10/10/agbkbk.i.g5.lbg1.lbhaj1bgaj.g.g.i.m.mbgc
https://puzz.link/p?akari/10/10/ialbhbkbb.sbldqcb.mchdlcg
https://puzz.link/p?akari/10/10/gbncgcjdhcbe.h.k.l.k.h.habdhajcgana
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❺ ☆☆☆☆  作●Apppp!! 

 

 

 

❻ ☆☆☆☆  作●ゆずっこ 

 
 
 

❼ ☆☆☆☆  作●EctoPlasma 
 

 
 
 
  

https://puzz.link/p?akari/10/10/btah.hcahbzl.j.kbhagbhabm
https://puzz.link/p?akari/10/10/hbm616bbj66ck.ibbjbbg.m66.lc.g16bma
https://puzz.link/p?akari/17/17/.bb1.m1.i.i.h61.rbm.gbi.6b.ci2..k..i6bh61bm.g.k..gbgbj.l.hb.0badjbjcg71.k6.o16.j.gbg1bi.1bi1b.g..k.g.obp16b.icg1.m..h.h1./
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へやわけ HEYAWAKE 

❶ ☆☆  作●Apppp!! 

 

❷ ☆☆  作●EctoPlasma 

 

❸ ☆☆☆  作●もや 

 

 
1. 以下のルールに従って盤面に黒マスを配

置しましょう。 

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●ゆずっこ 

 

https://puzz.link/p?heyawake/10/10/qllrbgn182h56ackp96c63u0vv00vv00e00e2i0k02i0h5g3g
https://puzz.link/p?heyawake/10/10/8gh4a8kh92modgr1m30fvg00000evs003so0231235h23h4g
https://puzz.link/p?heyawake/10/10/amlfau0s1o3264c98i00o07u0000fu000v002i222254322
https://puzz.link/p?heyawake/10/10/g1j365cao5gb0jh70efv00ff00s000vv00vg23g311h2g23i1
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LITS LITS 

❶ ☆☆  作●ホーム 

 

❷ ☆☆☆  作●ゆずっこ 

 

❸ ☆☆☆  作●もや 

 

 
1. 太線で区切られた部分(ブロック)それぞれ

に、黒マスがタテヨコに 4 つつながってで

きたピース(テトロミノといいます)を 1 つ

ずつ配置しましょう。 
2. 回転あるいは裏返しをして同じ形になる

テトロミノどうしが辺を共有するように

してはいけません。 
3. 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。 
4. 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●トンボロ 

 

https://puzz.link/p?lits/10/10/4omlb37tj2qa6eeaik6mph25mq9k2oiu78c6
https://puzz.link/p?lits/10/10/10fjdf6tknlpid8kgqunde2g2h4c7kaheov2
https://puzz.link/p?lits/10/10/kolinqvbdgvrhapb1ca0l2a1di25n2al5a2k
https://puzz.link/p?lits/10/10/49onhf3e5sbomht3i486k002053u008400c2
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シャカシャカ SHAKASHAKA 

❶ ☆   作●Apppp!! 

 

❷ ☆☆  作●もや 

 

❸ ☆☆☆  作●もや 

 

 
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●EctoPlasma 

 

https://puzz.link/p?shakashaka/10/10/cbgcmcheucgeneg.wehdmagdb
https://puzz.link/p?shakashaka/10/10/cgahazncgcndg.lcr.n.j.i./
https://puzz.link/p?shakashaka/10/10/cib.rck.jbzlbh.m.rcci./
https://puzz.link/p?shakashaka/10/10/k.s1bbzbg.n.bpbpcq
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ヤジリン YAJILIN 

❶ ☆   作●Apppp!! 

 

❷ ☆☆  作●もや 

 

❸ ☆☆☆  作●ゆずっこ 

 

 
1. 盤面に線を引き、全体で 1つの輪っかを作

りましょう。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●df 

 

https://puzz.link/p?yajilin/10/10/c40w34h42m40d22g22c41k20j11i
https://puzz.link/p?yajilin/10/10/e20i40f22b40u33b22v30b13a3030c30p
https://puzz.link/p?yajilin/10/10/e30c31m30a30b30b11l31a11v33b12b32u10b
https://puzz.link/p?yajilin/10/10/i23a2141b41q42a42m22c42c21e21f12x42d
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ナンバーリンク NUMBER LINK 

❶ ☆   作●タイガーアイ 

 

❷ ☆☆  作●かいらんばん 

 

❸ ☆☆  作●タイガーアイ 

 

 
1. 同じ数字どうしを線でつなげましょう。 

2. 線はタテヨコに引き、マスの中央を通りま

す。 

3. 線は 1マスに 1本だけ通過できます。線を

ワクの外に出したり、交差や枝分かれさせ

てはいけません。また、線は数字が入って

いるマスを通過してもいけません。 

 

 

 

 

 
 ●例題●     ●途中経過● 

 
●答え● 

 
 

❹ ☆☆☆  作●EctoPlasma 

 

https://puzz.link/p?numlin/10/10/1o2l45i5o6h81zl87h3o2i43l7o6
https://puzz.link/p?numlin/10/10/k12j3g4m1k34x7j6x82k5m7g6j58k
https://puzz.link/p?numlin/10/10/q2l4j8h7i1h6h1h32n4r5g53g7j6j8zh
https://puzz.link/p?numlin/10/10/1w3s3g6h4i2l2j5g7l4j5p6h7w1
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スリザーリンク SLITHER LINK 

❶ ☆   作●ホーム 

 

❷ ☆☆  作●もや 

 

❸ ☆☆☆  作●もや 

 

 
1. 点と点をタテヨコにつなげ、全体で１つの

輪っかを作りましょう。 

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●謎垢 

 

https://puzz.link/p?slither/10/10/0c2ahcg3cdgdh2a3aidh82cj08bhdi3c0dhcgd3dgbh0b2a
https://puzz.link/p?slither/10/10/n31cg21825203ci2agd0bh6bj7dh1ccg2di30361732cg32bl
https://puzz.link/p?slither/10/10/c202dcj2bg0cncdg5dcg0cgc7cgccn1cg2djc202cc
https://puzz.link/p?slither/10/10/621c2blddjb6312681cj726cj1861218ddjbbl0b327b
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ましゅ MASYU 

❶ ☆   作●EctoPlasma 

 

❷ ☆☆  作●ホーム 

 

❸ ☆☆☆  作●df 

 

 
1. 盤面のいくつかのマスに線を引いて全体

で１つの輪っかを作りましょう。  
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. 線はすべての白丸と黒丸を通らなければいけ
ません。 

4. 白丸を通る線は、白丸のマスで必ず直進し、
白丸の隣のマスで直角に曲がりますが、両隣

で曲がる場合と片方だけで曲がる場合とがあ

ります。 
5. 黒丸を通る線は、黒丸のマスで必ず直角に
曲がりますが、黒丸の隣のマスでは曲がりま

せん。 
 ●例題●     ●途中経過● 

 
●答え● 

 
 

❹ ☆☆☆☆  作●ゆずっこ 

 

https://puzz.link/p?mashu/10/10/660000032i60000302i2i0000696091300
https://puzz.link/p?mashu/10/10/0200c094091909k3303900c0i90i000000
https://puzz.link/p?mashu/10/10/00ii300i030d00600a0i1200309if00000
https://puzz.link/p?mashu/10/10/j0c0000a12313013021603019930300300
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フィルオミノ FILLOMINO 

❶ ☆   作●もや 

 

❷ ☆   作●ホーム 

 

❸ ☆☆☆  作●もや 

 

 
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●EctoPlasma 

 

https://puzz.link/p?fillomino/10/10/341g7i43z26g67h543z243h75g76z47i3g674
https://puzz.link/p?fillomino/10/10/j2hbg2b2kdl2gaj2j2g2x-16h2h2gen2ga2j2o-162ge2d2g
https://puzz.link/p?fillomino/10/10/i5j53m83h2h4h3i1h8m8g7h232223h7g3m5h1i4h5h2h15m42j1i
https://puzz.link/p?fillomino/10/10/g-14-16j2g2j4n3g4g2i35l1i4i3g-166g3i-16i6l4-16i6g7g-14n-14j6g6j-14-16g
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ペンシルズ PENCILS 

❶ ☆ ☆  作●Apppp!! 

 

❷ ☆☆  作●EctoPlasma 

 

❸ ☆☆☆  作●もや 

 

 
1. 盤面に鉛筆セットを描いて、すべてのマス

を埋めましょう。 
2. 各セットは「幅１マス・長さ１マス以上の

まっすぐな軸」「軸につながる１マス分の

芯の記号」「芯の先から伸びる線」の３つ

で１組になります。鉛筆の軸は点線をなぞ

ってマスを囲み、芯から伸びる線はマスの

中心をタテヨコに結ぶ線で表します。 
3. 数字のマスは鉛筆の軸になり、その軸の長

さを表します。１つの軸に２つ以上同じ数

字が入ることもあります。また、数字が入

らない軸ができることもあります。 
4. 芯から伸びる線の長さは、その鉛筆の軸の

長さと同じになるようにします。 
5. 軸・芯・線のどれかが欠けたセットを描い

てはいけません。また、違うセットどうし

が同じマスで重なってはいけません。 
 
 
 
 
 
 
●例題●    

 
 
 
 

❹ ☆☆☆☆  作●ゆずっこ 

 

●答え● ●途中経過● 

https://puzz.link/p?pencils/10/10/12345oh2345k22n345mhn452n3m52m2l3k5n2nhzmhti3333
https://puzz.link/p?pencils/10/10/n432til3pjl1mho3r3mhk3m3qgk2zp422hn
https://puzz.link/p?pencils/10/10/4n5kgkgl2q2m2l3v3zl6v1l1m3q5p4n2
https://puzz.link/p?pencils/10/10/s9k3li2o1kgl1jqiljvhzo3lh2pim3m3q
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四角に切れ SHIKAKU 

❶ ☆   作●かいらんばん 

 

❷ ☆☆  作●タイガーアイ 

 

❸ ☆☆☆  作●EctoPlasma 

 

 
1. 盤面上に線を引き、盤面を長方形(正方形)

に分けましょう。 

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●燦 

 

https://puzz.link/p?shikaku/10/10/hflck6wai9h6x6h4i8w6kal8h
https://puzz.link/p?shikaku/10/10/m8j6i8jcm9j6i4j8r4j8i3j4m3j4i8j5m
https://puzz.link/p?shikaku/10/10/h86i46q3j4m2k4mcj6m4k8m7j4q64i66h
https://puzz.link/p?shikaku/10/10/h8h2h6t6h5hag6s9n9s8g8h3h4t6h4h6h
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ビルディング SKYSCRAPER 

❶ ☆   作●もや 

 

❷ ☆☆  作●EctoPlasma 

 
❸ ☆☆☆  作●タイガーアイ 

 
 

 
1. 空いているマスに、１から N までの数字

のどれかを入れましょう（N はその列のマ

スの数）。どのタテ列・ヨコ列にも、１か

ら N までの全ての数字がちょうど１つず

つ入ります。 
2. マスに入る数字は、そのマスにあるビルの

高さを表します。 
3. 盤面の外にある数字は、その方向から列を

見た時に見えるビルの数を表します。高い

ビルの後ろにある低いビルは見えません。 
 

●例題●      ●答え● 

 
 

 
 

❹ ☆☆☆☆  作●ゆずっこ 

 

右図の[3▶]のヒントから、 

高さが 1、3、4のビルが 

見えています 

https://puzz.link/p?skyscrapers/4/4/22h22h2g2h2g2
https://puzz.link/p?skyscrapers/5/5/4k23g3i4h4i
https://puzz.link/p?skyscrapers/6/6/j3h3h241g62l4g
https://puzz.link/p?skyscrapers/7/7/h4g4g3g6h4h3i63g35i5g
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数独 SUDOKU 

❶ ☆   作●もや 

 

❷ ☆ ☆  作●ゆずっこ 

 

❸ ☆☆☆  作●謎垢 

 

 
1. あいているマスに、１から９までの数字の

どれかを入れましょう。 

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●ゆずっこ 

 

https://puzz.link/p?sudoku/9/9/l91g34g67i22g5g8i61i9g4g5o9g8g21g677i3g5g86i4i9g24l
https://puzz.link/p?sudoku/9/9/6j7k1i6g8g8g2i5g7g9g3g1i6g4g8g2i5g7g9g3g1i6g4g4g2i5k3j7
https://puzz.link/p?sudoku/9/9/i3l236h95h8g1i4m813o642m9i3g6h65h829l7i
https://puzz.link/p?sudoku/9/9/7i6i1g1i432h2l6g3g4g6i6i8i7i5g3g9g2l8h456i7g3i9i4
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スケルトンパズル  SKELETON PUZZLE 

 

 
1. リストにある言葉を全て入れましょう。 
2. 言葉の入る方向は左→右、上→下のどちらかで、1 マスには１文字ずつ入ります。 

 
❶ ☆   作●燦 
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リスト 

〈二文字〉 

一行 

九九 

五目 

七夕 

凡百 

万一 

 

〈三文字〉 

十六夜 

一般人 

九官鳥 

三拍子 

七五三 

二元論 

二次元 

二枚目 

三行半 

八重歯 

八百屋 

八百万 

 

 

〈四文字〉 

一木一草 

一目十行 

一石二鳥 

一天四海 

五人囃子 

三軒茶屋 

三三五五 

四半世紀 

二人三脚 

八十八夜 

八方美人 

腹八分目 

百発百中 

 

〈五文字〉 

 五十歩百歩 

 十重二十重 

 

【解答欄】☆☆☆ 

 

 

 

 

のとき、 
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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ましょう。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● 

 

●解答● 

エンピツ 

ジョウギ 

ケシゴム 

 
❶ ☆☆  作●燦 
 

 
 
 
 
 
 

❸ ☆☆☆  作●df 
 

 

❷ ☆☆☆  作●燦 
 

 
 

※❷に含まれる「一」は 
 全て「漢数字の１」です 

 
 

❹ ☆☆☆  作●EctoPlasma 
 

  

https://opt-pan.github.io/penpa-edit/?m=solve&p=dVSxqtRQEO3zGbee4s5NspubVn3Vw8JVREIQi/cBvsdrEnaLbCVY+AVqIRZiIxYiiD/zfmTPnZmQAZGQYXL2zsw5Zy579/b+ze0NtdRQ3VEkxpNSR5yR79vyVkPED3jGaggcKCS8HMbTdDgNIRCP1Tw96+fpdT+MR5pebOmhnxGf9nNIMfRDeDh/wnmpRhsWaPntoKSnvjmoVuiPgxqF3jkoK/Rxg2qduHx1kE384iCduPxwkE5cfjmo0/YfHKQTfWFjGr876N+JjWl876C9nvrrIJvoNDY20bVvbeJnB+nE888VwgJY1vBK4pXEJPE5tkRTLfGxxCixlXgtZ55ged2Ocht6ThQyrkSE/yVHQsxwSz64Ji77Kx9dTdnSnFAATlqA68XgrAW4YQxNUtBQtkYZfaIVI8GZtZpRXe6RFLSUjUYGi7iyiKjmtRqByy3jBCEvRc4jiQ1EZVaOQlGGy2zpKk1FsijOO8k4grFoMSlC01gKAyMgBpk/UbtwzCZ9VW59iighbHzFT7OTtc9qv3Pfm++934xxvnhbvCub7c51b7r3fFuq26lfqd/o8VhVQ9J/k/KA9v+z8QI=
https://opt-pan.github.io/penpa-edit/?m=solve&p=bVK7TuRAEMz9GRN34Bnb6xmnPKITAQtCyLIQAR8AiMTWbuCTSBGfgHQBEsEFEBAg3cfcj2y5etCMtGh2273lnq7q6r2/fbi+u5Eap/JSil1OwBPfYPEp+hIwzlD0xhoxDl9rhu243vbGSDsU03jaTeNV1w8bGc9Tuu4mxJNuMtabrjf/f38ZtF9uI4Q9yJX7kN2HVgo9ZlCr0HsGKeP8L4OUcf6ToKrWiy8Z1GjVRwYp4/yWQco4/01Q7bTXUwZVWvWZQZHxOYMi4+s3BNMsrbtkPGZ0jGdwVsaK8ZCxZGwYf7HmCIa3tXjosU6MdxJg7JIuO4UvTL3YEnMxD8gxEHPsHD7xYoX1a9o24jEL05V4zMCCWkIkCQ4tIgsS/CAP1FxQ0wFjDWXeqjIKY1MysWdqyY5B3y6SIrb8J7Uu6FDAWp2JI1F6HEhfqxi9lIRlgtNEZPdYxoLFgZMLyZrMsMzH5G6yHH3iHjabougtanman5/DDg==
https://opt-pan.github.io/penpa-edit/?m=solve&p=jZK9SsRAFIX7PMbUU8ydyexm0/pTiYWriIQgFj6Aik3CLiSI+NdZiL29D6Dgw/gie+bOlVyxkdm9HD4m5yQz5+ri+uzy3EasUFlnCcv7iv+lw69oHDBWWzTGG8t/Mu26W64bYyy1Rd8d1H13WjftynZHk1zWPeZ+3RvvTN2Y7/EW+/lp2BCjQSOf0bNC4e+uMqMXhRbZfpxQkESNJPFGIUn8VCgnjuolQpV3fSmUE4fHCZWSqB4sJVGjnDjeKzTP6EGhnPgLSeLrhGJOHN4VkkT1qnGWve4UyonDm0LyjepUoyQ+TWgmiR8/CPdLfMsnPHd5ep6HKIHtAs9tno5n5LnHe3Z4HvPc4lmiLeTQQ4cvSRkOjXQ4NNYeGvfDOkCjCqxL6Ch6YYnwmkkTfEh8CD4kPgQfEh+CD4kPVdD4atbwSbVN2sMn9ZU1fFJRWcMnNZT1HBqHyBo+qZOs4ZPKmHSAT2oha/ik+tFqVRRNSpAV/6faDQ==
https://opt-pan.github.io/penpa-edit/?m=solve&p=jVI9SwQxEO33Z6ROkUmy5+22flRi4SkiyyIW/gAVm13uYE8RVKy0EfwBIlja+W/8I/cyk/VGbCS3w80j771J8i7Pr04vzmyJFabWWcLyfspfdPgVjQOM1RaNCcYaj49Mu+hmi8YYS23Rd/t1353UTTu33eH676zuUffq3nhn6sZ8D0/Yz2zIkEBvCvICfSgoMLR8VlCUXbcKqgT6XEMhOy4VJI7XXwrKjko+iOPwoqCpDPGgoL+OURyX9wrKZ1RDRHH8tWtDoDsFiePwqCBx1LvKfMYbBWVHDU0EeleQOA6vCsqO6lbL7KgebZLP+HMTeF/iVz7musPVcz1ACGwXuG5xdVxLrru8ZxvZqLwlh7HJQ9EhfwQTbghxJAwhTWXJY0huEE4KOERqqgA+blX4EKNRjCCWkicUiKWcSAOx9KrMj+Dj0YUPMRrFUCjFVCgQS6HiJkAsRYD5JfjIpPAhRqMYQSxlWvgQSwkUPsRSXsjjEo74Kja5RtR5UTRp2rwg/59/7Qo=
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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●df 

 
 
 
 
 
 

❸ ☆☆☆  作●もや 

 

❷ ☆☆  作●もや 

 
 

❹ ☆☆☆☆  作●燦 

 

https://opt-pan.github.io/penpa-edit/?m=solve&p=nZE9TgMxEEZ7H2NqF7u214vc8lNFFPwIoZGFKDgAIBqvEok0NHQUIKUDOkqouA4K4RgZfxvkDenQyG9Gz+NZx7m+vDm/utBewm7pStcSxnus2rm8FFeyIREVkyGNVVOcpNGEpdA2qi4dhC6dBY5jnY5LeRg6MoaC1WRbJNcgeY/U9nttltK+v2pnWny8k1wlf6c/yjR/eSsqj2H6vr8rqsHBr9vHgbKbym0qzFpXcr2/CpdYU74fP30YqNWsp4HCrMXrZ1H5ZzP9TJ8HCgfns9mvkueoQyc8BfdAAx7J4+pkwR2wAhtwhJ5d8ATcBp1wrBQbg3+5j+b/dVwC
https://opt-pan.github.io/penpa-edit/?m=solve&p=1ZO/TvMwFMX3PIZnD7mxHdKs/JkQAwUhZEWIgQcAxJKolVKkD8ECEgMDDEUssLF8Eu8TlefozXGk3PoNkOtz6199Hd9z0+vLm/OrC01p/zGF5sjDUoGZFXk/E5/yDzyqxKtMaUxS1byezr1SmqqkqQ/Lpj4rfTXT9fH4dVo2yqSqNFqZCYItECYWgVIK0WQhujzE3HHkAw6GA7xavX7wo/BgPozTvOoWzwKZHon1VrTmB8cpfKXoYMv34l3tP4GQuHr7HpHDjcQa1xFrrqY/5V0gXK9rlyPKsWtcT6IKeo+8+l2+jAh+Mbu/k4w9k3lEbN4mQAkCZFEBlAV32k/JYE/X/hcs9EKCqHR0ku36uRXMBj+k92QHQ4RHFHztFg+ShVa3T5Kh4o3GkUO/u8WjYPnQzS/JYI7I5beMyob1FLoHzaBH/Bbr2kB3oCnUQfexZxd6At2GWtZZkngT/k2bw/09Vq0B&a=RZRBrusgEATvkjULEwzYZ4n+/a/xqj1lfSlSjTB09wwiv9+/9vv042i9n61/GnVv/fhaw2NYw+PdA49pDY9lDb9oPfWmRuupL+pX86ZWM55dnbCrE3bOPzXsnH9q2Dn/1HCoE89htngONeM51IznUPObPOqkPs2WtWH+cJg/HO6J56lOPE+zxfNUM57z1WHvVCc+0zxndMyceqqZtdP84fnuh69vPJd54rmcQzxfr+hNs4XTbOEyW7jcH76a0VtmC1flYSQmZiDOg8q0LJiVEXkbVGZmwVsB3gnwRsCorGCqfLdZfWFqJ1jZB1Z2gYE9MBZvADh/4ESAysiu8kV2u3a3XW7I7kqPrBMBzhg4GeBcwKqOgMrIXrWG7OXa2XadANuvq22/7rarS7CrD3BVH+CqPsBdKjHI002521WHwVWHwV1fwV2HwV0tgbtaCvJaU+Zhl0488lY//EP8//37Aw==
https://opt-pan.github.io/penpa-edit/?m=solve&p=1Zg7jiRFEIb9OUbZZVRm1nNcHtYKg4cQao0QBgcAhDOjXWlWGCABAmmRwMLBxgMhIU6zsFxj/8isiPpqlgug7q6qzM6OjMcfEX/2Z598/tGnH/dpsHdZe931GtNaP3md7XN1GfSFXjdXly51fZf1Sd3Nk9tHT+pEubm6u337+u72w+vLzeP+9r3j8Z3ru26cu+vSd8tWbymN+33a7+3rlJZ2z6Xdx6y7RLwlEUVrL93zp/ed1LO9+67oZ5q6/wJTkvBw1frKqlH7P1g1NvGnVVX8P7/+jqkq/hjP9VfHeHlVyeVVJZem5P3XmGpKPv0KU3LWpXvxM36YhuG8XxrkofOEXGeyn3Gumcv90rDb+wvndlV/4NyuK7Ww8Mkx333DuSrv32d/cq458Lyuynvx47eYs3Br3fd/Ya48tLSkBxMGjkv39x+UPjbr6f+0B/tkQQvtg3X/Yem4Y+c3ztW4PL//EnNT1fb5/U8+J9Cm6ztdP6jXNwXgnKc+FymdsvKnZA3ks5T1da6L3lW+9LelXl+v16Fep3p9VNe8YYKSBGVpUQXlrc9mdh2Mpc+T7KiDaenzIq/VwZKUx3U/DVYJ2FzAtvUl7QL00Je8C9BDX8ZdgB76MrmAYpvK5rbpoIHvo2XZItMGMvKkm8WiDUYNXNoodSwibaCCY6FoA5lgMWgDlSNzfrNHyyyP2kACLM/aQKItD9tAmy6+6SJ1FlfHHLK4ootMCFfNMm5x42ZtOvums9SZXZ3JfO2iJ20a3pmkzuTqTFL0FJIpBEj05KInbTrHplJnDnWk6OyKzjJhdhOKNm0YsoHUKa5ORVcsk4ADdxJtqRTYsURrA6lzoEqKZlc0ywQHRRZCjoEtO4X+5IPDb9pndXVWCdhcwCaIJYdYEsTyLkAPfSm7AD0IfI5RNaky7faUPGrZrmixDpbdB9ss0W7cKodsHhKL6eoOschFTA3KEVMzO0CuiyZ8oN+EdyzAARcD0uoCVi3bfNkmrZNrrUtxaXpQmu0C9CDjIku0aQDJ4hOZlbRpRM5iesqsE8QOkEva6tLU14t1k7rpoE2tqDfd5FE3rihpi6O3SJ3i6miJtI4oKD6e6EXlSRMuWjG13tA2VbSHqEjCwRqJYTkXlcLyx7Fj6I1KkYS3QK/Rk1M9PdWQUzIdJUDeWd07q0ywBtoUlXHWsJoJ8o67Vw8yzr0j9xZ3b5GixRUtUlQTLkCWuqJlkBOt77VN5Spr0lG41sgSq0hRE63UuKWW21ETkyWtC8iWzm6cFYejDMoHm/tgkwnGApo6MiFFysgH7kQ9yAT3gZxYwolWe6MIWd2JqizReXNFZdyxqdx7GGct5wCfRSFAYTiIlDGMRqWwnuWbViIaTpR3PIzVHqMzgbcjpma262Z9zhFv2YgOKGlHnprfHPEGCg9WDaM7MW/WQgMuVsXCo1Z3XIDlwoEqc3wgxEAROWfgi/yxlIlKYakZQLJW7bC0yKUAnwQ4KGo2BnotTyMbraNHblvdOXq9JW3ktpWAKMRGCVxRy4XAtSE+sGNwcYzWxDiAJGmRGFZQjmQyvLnWRjCioFgZDOph1T8KpFX/oy9YmlV7xI3erwzptXodTzyJNIksiSSJHIkUiQyJBIn8iPSINZzFnVWfjYIdhCWfFZ8th4FjW2G/Yftk92SPZfNlV2a7Zh9ng2fnJyVgO2WfZQNml2WTZY9l92ZbZ78nESASCBFih6Ai2ghD4pPAJaIJdVZJlk/WVRZcVmKWaNZuFlvWWhZ7dgG2B/YNNhR2GrYg9iY2LXYztjn2PzZGdky2UvZYNl92ZbZr9nE2eHZ+kgWyCNIL8g4SEjIVkhtyG1IbsiHSJPInEisyLlIxcjSSN4up1SjkO+uVrwnOTjJPlk/6z3MB6RN5FQ8fPJXwuMJzDA84PPnw3MJjC08tPLTwEMfTHY99PA/yoMgTJI+WPHPyMMpTKs8wPNzwSMezHg+BPB3y2MjzJA+aPIHyaMozK2kTqQ15EmkSWRJJEjkS2RfJF9kSeQupDtkRaRP5FNkQyRAJGIkVeRWpCzkNyQ5ZEOkReRMJFZkWKRiZEYkR+QqJDPkS6RLZEvkR6RHZ0ePHV1cXSbV/T8+v6f83d/MS&a=RZNbqgMxDEP30u98NM17LeXufxs9GilcKEhM3GPZ4O/3r3xf9f0utfZSXwVf8SP+g5/xvNcdv0p9X49+qHv8wTf7Sk2D9XhqKm+PVw395KWf1Ehb+orX0rdRcznyPTmbatJLvt96vrVbg/bkFLsng9iNfI9HR/gdzghHfXrySC9fvJl5xZvJIMZMvRgjfOlIBulIBunMHqQzGaSXL/bMLNLwWYcmtktGPmQbSOZHslEk+0QyOZK5QSQVQ3a/Itkckr0hw4mR5AIxnAUZToBMUxg4ZNxyHcNmVtwyhQ+ZGclGkWUKrTI5Mj0Hsp2FVts8Gmy/Lv5rMm6bskZZeR1lOxUf0mORL992Oc5Cg2MKDY4TqIHORVZX4M6bVelYbAM/lOlqbI8rkdAPY+qQbNNIXXRFL+7y//f3Aw==
https://opt-pan.github.io/penpa-edit/?m=solve&p=zZi9yiRFFIbzuYyOO+iq6t9J/YkWA38QGQYx8AJUTObjW9hVNNDFYAMRNRBZEDMDIwUvZln1MvY9VX2qngYvQGamZ+pMd523Tp1znun55KNPP/j4w37TI6390Ac90jrk1zrqeboMMutxPV260PVd1Ct014e3Bw+zIV1Pd7c3z3e398+X631/e6d9fOt816XYnVPfLeVtHcrbmt+2Ob+FZO86/w2dH/XVpXv+6OdOSsyRPG7F9Ecz2ayX7sXX38KUylnfwKR5zfRLM4379Jhrmorpc5iWbHr8ZTPN2ePzR1/AVM569D1Mu1SIsJVfun+e/gDTLhW6LDCX7t9nf8EUylnfwbRf+ASmXcSfMOU1/v3jb81kkZbp2e8wlUg8/qyZwlACxnWHsMv4irZdx0+07UuHthD3oCG0Ie7h/hU23ztEMqSxaHlK239dmzW/eIJUCKloadcqucL5Tsf38vH1fIz5+LZytb+lfHw1H4d8nPLxQT7nNSVmUDmETdEOUVNuSx+D9swG+tDHqCXkQUx9NE15kOY+jhKTB+PWR0ujPJhjHxctJw+WqY+2a3mwrn0aFPQyUF0Ofs2i2VafbZafxf1MUjC7giRtk2uLo+TsqmMIEqq4liWsWsLuJ6yTFrcrCOuswe5HH3SaK9Ah2gaWqaU6uWp1jzi56kl+5t2PPkioK1ikbXNtm/rM4Ko3NZ7Br1k02+azzfKzuJ9JCmZXkKRtcm1R0bGNL0IVnejRGRQdS9myOCkYdgVBsY411oNUB1cQpDq66qhrRlc9arbJVU/yM7ufWQoWV7BI2+batqjFueotaeDXqM/K4BPIj3WCMrUUWIspTqVtcm1RqkdXHRQda5plCYpO2P0E5Y4Mvo3yU2M9SHVwBUGqrcWWqXXN6KpHzWbdsciRn9n9zFJg/aksQdo217aNWpyr3iYNal5rts1nm+VndT+TFFjnLE6lbar1I9Wjqw6KTvLoDIpOqNUoBTV37Jsaa1tp+0YKWgzsGldgGeJ5kDO+ZoiqBLWwoEo2qxJf6WBVwn7glZVr7lA/nok5Rw/55juX9/SwP77SHINQa05+kvuxnavRsQxpe6praoZYlbS8ttxxP9YpWm1b/dR8s6qv3cWqnv2tdhfrO4d+UKvR6vRQPzV7La8P+VZ32/JgdAWWIQblmok1Q6xKWo5a7tRrLHtrnVr91HyzCq4KrIdUbVZZtcNaF2O/rh3Weu+hv9WOZL3q0A9qBVttH+qnZrzVwuIKrEoM87WyapVYp6g1Z92ldgrrlq3vyE/tlkaM1nutj7q2xbqyq7aeSP40ylgPYb9uXdlqjv2tdTH1t0M/aFWvfhDtp0iIguq7Ga2v5ONogK1MJVIJRPKQOCQNCUOykCgkCQlCcpAYJAUJQTKQCCQBCUDyj/gj/Qg/so/oI/kIPnKP2CP1CD0yj8gj8Qg88o64I+0IO7KOqCPpCDpyjpgj5Qg5Mo6II+EIOPKNeCPdCDeyjWgj2Qg2co1YI9UINTKNSCPRCDTyjDgjzQgzsowoI8kIMnKMGCPFCDEyjAgjwQgw8ov4Ir0IL7KL6CK5CC5yi9gitQgtMovIIrEILPKKuCKtCCuyiqgiqQgqcoqYIqUIKTKKiCKhCCjyiXginQgnsoloIpkIJnKJWCKVCCUyiUgikQgk8og4Io0II7KIKCKJeMfGGzber/F2jXdr1n/8pvD+/nS6KHPtDxQ+xJP/k+X6Eg==
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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、盤面を埋めましょう。 

 
❶ ☆☆☆☆  作●同好会一同 
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→ヨコのカギ 
 
1. タテ 1 の次 
4.  フランス語で映画のこと 
6. タテ 5 の次 
8. ウシに似た動物で、大群で移動する 
9. トウ○○○○、ランニング○○○○、クラ

イミング○○○○ 
11.    牛や豚の肝臓 
12.   木琴や鉄琴のバチ 
14.   新聞記事のタイトル 
16.   スカイ○○○、ターコイズ○○○ 
17.   組織の代表。常任○○国 
19.   トーベ・ヤンソンの漫画の主人公 
21.    家に誰もいない 
23.   矢をつがえて使う 
25.   ヨコ 6 の次 
26.   こう言えばかあ 
28.   タテ 18 の順番はこれで決まったそう 
31.   日本の伝統芸能の 1 つ 
33.   応援すること。○○リーディング 
35.   ○○スカート、○○クーパー、○○ゲーム 
36.    犬やトナカイが引く乗り物 
38.   タテ 49 の次 
40.   「○○的」は本来「意図的」という意味で

はない 
42.   ヨハン・ホイジンガによれば文化の根源 
44.   入学金や授業料など 
46.   日本語では「心的外傷」 
48.   喜望峰は山ではなくこれ 
50.   非常に残念 
52.   タテ 37 の次 
54.   漢字では狡猾の「狡」1 文字 
55.   長崎に作られた日本初の人工島 
56.   ソフト○○○○、エナジー○○○○ 

 
 
↓タテのカギ 
 
1.    ヨコ 38 の次 
2.    下から 2 番目の難易度? 
3.    3 大栄養素の 1 つ 
4.    タテ 47 の反対 
5.    ヨコ 1 の次 
6.   世界 3大銘茶の 1つ 
7.   スポーツにおける 1 年 
10.   余裕 
11.   お会計の時にもらう紙 
13.   誰かが決めた通りにすることを、「これの上

を歩く」と言ったりする 
15.   黒部や三峡など 
16.    くるぶしより上まで覆う靴 
18.   タテ 5、ヨコ 6、ヨコ 25、タテ 32、タテ 37、

ヨコ 52、タテ 51、タテ 45、タテ 49、 
ヨコ 38、タテ 1、ヨコ 1 

20.   スカラ座があるイタリアの都市 
22.   戦いの場において見せてはいけないもの 
24.   大豆を発酵させて作るペースト 
27.   親しい間柄の人たち。〇〇ネタ 
29.   死後の世界。漢字だと「黄泉」 
30.   時には方便らしいですが、基本はつかない

方がいい 
32.   ヨコ 25 の次 
34.   執筆の裏話が読めたりする 
37.   タテ 32 の次 
38.   暑い日の道路で、遠くに水があるように見

える現象 
39.   地球の約 3割を占める 
41.   父の弟の娘とか、母の姉の息子とか 
43.   「らくだ」を漢字で書いたときに共通する

部首 
45.   タテ 51 の次 
47.   タテ 4 の反対 
49.   タテ 45 の次 
51.   ヨコ 52 の次 
53.   釣った魚を入れるカゴ 
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チマタグラム CHIMATAGRAM 

 
問題文から一文字を取り除いて並び替え、テーマにあった言葉を作りましょう。 

 

 

テーマ：漫画やアニメのタイトル 
 

●例題● 

ヤバい目つきの子（やばいめつきのこ） 

●解答● 

⿁滅の刃（きめつのやいば）＋こ 

 

 

① ドラゴン萌え（どらごんもえ） 

 

② メンテナンス乞いたい（めんてなんすこいたい） 

 

③ 現金の常識（げんきんのじょうしき） 

 

④ 弁当のキャリー上手（べんとうのきゃりーじょうず） 

 

⑤ 大木、花さらう（たいぼくはなさらう） 

 

⑥ そのカラー粘土、爆薬（そのからーねんどばくやく） 

 

⑦ 純正果実酒（じゅんせいかじつしゅ） 

 

⑧ 産業気圧室（さんぎょうきあつしつ） 

 

⑨ 向こうに鳩タロット（むこうにはとたろっと） 
 

 

 
作●燦(①～⑥)・Apppp!!(⑦)・ホーム(⑧・⑨) 

 



メンバー紹介
PN Apppp!! PN EctoPlasma

所属 東工大B2 所属 理学部B3

一言 UTPC楽しみ～～ 一言 東大パズル同好会⋀東大きらら同好会
が3人もいるらしい。やったぜ

PN ゆずっこ PN 燦

所属 医学部6年 所属 教養学部B2

一言 なぜか今ドイツにいます。アイスが美味
しいです。現場からは以上です。 一言 言語系パズルの幅を広げたいです。

PN タイガーアイ PN 謎垢

所属 理学系地惑専攻D3 所属 SFC2年

一言 オンライン化の恩恵を受けている柏住ま
いです。もっと本業に力入れろ。 一言 本誌用に作ったパズルがほとんどハバ

ネロ行きになりました。どうして

PN かいらんばん PN df

所属 工学部B4 所属 教養学部B4

一言 新種のパズルを発掘したい 一言 一年間の幽霊会員を経て初参加しまし
た。パズルときららと謎解きが好きです。

PN fff PN トンボロ

所属 医学部5年 所属 教養学部B2

一言 どこかで暗躍してます。詳しくは駒場祭
で…(??) 一言 ペンネームを片仮名にするか平仮名に

するかで悩みました。

PN ホーム PN レーシュ

所属 SFC1年 所属 教養学部B1

一言 パズル作りたいけどパズルを作らないと
いけない 一言 こまぱ&つくぱでは「全列挙」の名で作っ

てました。

PN もや PN 熊太郎

所属 工学部4年 所属 教養学部2年

一言
・３３・３１・　フィルオミノと
１・・２・・３　スリリンは
２・・・・・３　いいぞ　　もや

一言 いるだけです。次はパズル作ります。

PN 粗忽岩音

所属 教養学部B1

一言 解き専です。駒場祭では作問してみた
い



2022.5.14,15 東京大学ペンシルパズル同好会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

@puzzletokyo 

入会・会合見学希望の方は 

公式 Twitter アカウントへ！ 


