
Q5 ／解答：A型

Q17 ／解答：A. インコ

Q9／解答：H. シイタケ

Q21 ／解答：C. スライム

Q13 ／解答：C. 原

Q6 ／解答：B型

Q18 ／解答：B. ハムスター

Q10 ／解答：G. カボチャ

Q22 ／解答：A. 宝箱

Q14 ／解答：七

Q8／解答：A. ナシ

Q20 ／解答：D. パンダ

Q12 ／解答：C. 海

Q24 ／解答：C. スター

Q16 ／解答：神

Q7／解答：O型

Q19 ／解答：A. 笹

Q11 ／解答：A. 大

Q23 ／解答：A. きのこ

Q15 ／解答：福



Q25 ／解答：D. モヒカン

Q41 ／解答：C. ハローキティ

Q30 ／解答：G. フネ

Q46 ／解答：K. ポムポムプリン

Q35 ／解答：G. メルモ

Q26 ／解答：B. アフロ

Q42 ／解答：I. お茶犬

Q31 ／解答：A. サザエ

Q47 ／解答：J. タマ

Q37 ／解答：C. ハイジ

Q29 ／解答：F. 波平

Q45 ／解答：H. ジジ

Q34 ／解答：F. サファイア

Q50 ／解答：D.Q 太郎（Q）

Q40 ／解答：A. スヌーピー

Q28 ／解答：C. ワカメ

Q43 ／解答：D. ニャンちゅう

Q32 ／解答：D. タラオ

Q48 ／解答：B. アフロ犬

Q38 ／解答：D. サリー

※誌面の解答は C. ロングとなっておりますが、
　D. モヒカンの誤りでした。
　訂正してお詫び申し上げます。

※誌面の解答はD. モヒカンとなっておりますが、
　B. アフロの誤りでした。
　訂正してお詫び申し上げます。



Q51 ／解答：B. 正ちゃん（S）

Q68 ／解答：C. はに丸くん

Q57 ／解答：D. テニス

Q73 ／解答：C. ゾウ

Q62 ／解答：B. バッドばつ丸

Q53 ／解答：G.P 子（P）

Q69 ／解答：E. ゴン太くん

Q58 ／解答：A. サッカー

Q74 ／解答：B. カバ

Q64 ／解答：D. マイメロディ

Q56 ／解答：E. ゴルフ

Q72 ／解答：A. キリン

Q61 ／解答：A.KIRIMI ちゃん

Q77 ／解答：B. トラ

Q66 ／解答：A. ピアノちゃん

Q54 ／解答：E.U 子（U）

Q70 ／解答：A. タップくん

Q60 ／解答：C. キキララ

Q75 ／解答：C. ライオン

Q65 ／解答：C. クロミ



Q78 ／解答：B. サル

Q94 ／解答：E. スヌーピー

Q83 ／解答：B. バカボン

Q102 ／解答：G. ナミ

Q89 ／解答：A. アメディオ

Q79 ／解答：B. シマウマ

Q95 ／解答：C. アンパンマン

Q85 ／解答：A. ハジメ

Q103 ／解答：F. サンジ

Q90 ／解答：F. ラスカル

Q82 ／解答：G. バカボンパパ

Q101 ／解答：I. ゾロ

Q88 ／解答：D. ピカチュウ

Q105 ／解答：A. ロビン

Q93 ／解答：B. ムーミン

Q80 ／解答：C. パンダ

Q100 ／解答：C. ウソップ

Q86／解答：C.レレレのおじさん

Q104 ／解答：D. チョッパー

Q91 ／解答：B. パパンダ



Q106 ／解答：J. フランキー

Q122 ／解答：E. 天空の城ラピュタ

Q112 ／解答：A. 小人

Q128 ／解答：A. マクドナルド

Q117 ／解答：C. 千と千尋の神隠し

Q108 ／解答：A. 孫悟空

Q124 ／解答：D. コアラのマーチ

Q113 ／解答：C. ケンタウロス

Q129／解答：C.ケンタッキーフライドチキン

Q118 ／解答：I. もののけ姫

Q110 ／解答：E. 亀仙人

Q126／解答：E.ポン・デ・リング

Q116 ／解答：A. 崖の上のポニョ

Q132 ／解答：E. かぐや姫

Q121 ／解答：F. となりのトトロ

Q109 ／解答：C. クリリン

Q125 ／解答：A. きのこの山

Q114 ／解答：D. 妖精

Q130／解答：B.モスバーガー

Q120 ／解答：G. 魔女の宅急便



Q133 ／解答：B. 人魚姫

Q150 ／解答：B. 工藤新一

Q139 ／解答：D. 次元大介

Q156 ／解答：A. 接吻

Q144 ／解答：B. エジソン

Q135／解答：G.シンデレラ

Q152／解答：C.マリリン・モンロー

Q140 ／解答：B. 石川五右衛門

Q158／解答：E.ヴィーナスの誕生

Q146／解答：A.江戸川コナン

Q138／解答：C.ルパン三世

Q155 ／解答：A. 青い鳩

Q143／解答：A.ニュートン

Q160 ／解答：C. リンゴ

Q149 ／解答：E. 灰原哀

Q136 ／解答：A. 白雪姫

Q153 ／解答：C.Heart

Q142／解答：B.ピタゴラス

Q159／解答：D.真珠の首飾りの少女

Q147 ／解答：C. 毛利蘭



Q162／解答：G.アムロ・レイ（

Q168／解答：E.赤ずきんちゃん

Q174／解答：B.マリー・アントワネット

Q163／解答：E.ペガサス星矢

Q169／解答：A.ヘンゼルとグレーテル

Q175 ／解答：A. アンドレ

Q166／解答：A.ヤッターマン1号

Q172／解答：G.長靴をはいた猫

Q165 ／解答：F. 古代進

Q171 ／解答：F. 裸の王様
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