
※各パズルQ番号下の①～③は難易度を表し、数字が増えるほど難しくなります。パズルを解く際の目安にしてください。

Q39 縁起物にあやかれ！ クロス …………………………64
Q40 流行語2020 スケルトン ……………………………66
Q41 サクッと焼けたかな？ クロス ………………………67
Q42 タイムスリップ！ 昭和48年 クロス ………………68
Q43 気分爽快！ すっきり クロス …………………………70

Q44 睫毛が長いよ アロー ………………… とじ込みハガキ

Q45 体にいい食べ物 ジャンボアロー ……………………73
Q46 季節の分かれ目 スーパージャンボクロスワード …75

Q47 「一」がつきます 難読漢字アロー …………………88
Q48 麺類です 難読漢字アロー ……………………………88
Q49 かわいいペット 難読漢字アロー ……………………89
Q50 木へんの木です 難読漢字アロー ……………………90
Q51 甘味処で 難読漢字アロー ……………………………91
Q52 世界遺産にまつわる 難読漢字アロー ………………92
Q53 みやびに花札 難読漢字アロー ………………………94
Q54 「こ」で始まる 難読漢字アロー ……………………96

Q55 世紀の大発見！ クロス ………………………………98
Q56 おばあちゃんの知恵袋 クロス …………………… 100
Q57 応援します！ まちがいさがし …………………… 102
Q58 すてきに飾ろう クロス …………………………… 103
Q59 おうちでフィットネス ボナンザ ………………… 104
Q60 まっ白な心で 漢字MIXクロス …………………… 106
Q61 「ん」で始まる地名 スケルトン ………………… 107
Q62 季節を楽しむ スポーツ クロス …………………… 108
Q63 暦の上では… クロス ……………………………… 110
Q64 ことば組み立て ジグソークロス ………………… 111
Q65 パ・ピ・プ・ペ・ポ クロス ……………………… 112
Q66/67 三字熟語ブロックパズル ……………………… 114
Q68 冷凍庫を活用 クロス ……………………………… 115
Q69 楽しくお稽古 クロス ……………………………… 116
Q70 企業のキャッチコピー スケルトン ……………… 118
Q71 みんなで歌って 穴埋めクロス …………………… 120
Q72 カルシウムを摂ろう！ クロス …………………… 122
Q73 お肉がっつり！ シークワーズ …………………… 123

Q1 雪国の冬景色 クロス ………………………………… 7
Q2 巨大スーパーで イラストクロス …………………… 8
Q3 道具をそろえて お勉強 アロースケルトン …………10
Q4 とろ～り チーズのクロス ……………………………12
Q5 雪だるまつくろう クロス ……………………………14
Q74 縁起物です ３色点つなぎ ………………………… 139
Q75 グビッと１杯 飲み物 クロス ……………………… 140
Q76 おしゃれ大好き！ クロス ………………………… 142
Q77 カラーは真っ赤 アロー …………………………… 144
Q78 2 月の行事です ツインクロス …………………… 146
Q79 梅の花咲く クロス ………………………………… 148
Q80 こま犬ブラザーズ 同じ絵さがし ………………… 149

Q6 ここは体のどこ？ ナナメ読みクロス ………………16
Q7 うっとりしちゃう ３ヒントクロス …………………18
Q8 ツルッと麺料理 ３面立体クロス ……………………20
Q9 高山に残る 川柳クロス ………………………………22
Q10 公園で何して遊ぶ？ アロー …………………………24
Q11 ワニに注意！ スタンプクロス ………………………26
Q12 分別してね！ しりとりクロス ………………………27
Q13 漢字読みテスト クロス ………………………………28
Q14 漢字書取りテスト クロス ……………………………30
Q15 まっ白な食べ物 アロー ………………………………32
Q16 空から舞い降りた！ ハニカムクロス ………………33
Q17 とろけるしあわせ タイポクロス ……………………34
Q18 ミルキーなお味 ホワイトクロス ……………………36
Q19 サラッとまとう イラストクロス ……………………38

Q20 ジューシー！ 柑橘類のシークワーズ ………………39
Q21 ぬくぬくあったか クロス ……………………………40
Q22 伝統工芸の世界 クロス ………………………………42
Q23 かわいいキャラ弁！ まちがいさがし ………………43
Q24 リモートをフル活用！ クロス ………………………44
Q25 フラワーショップ クロス ……………………………46
Q26 ２WAYスケルトン …………………………………47
Q27 強力な助っ人です クロス ……………………………48
Q28 高橋留美子ワールド スケルトン ……………………50
Q29 心を磨く お稽古 ツインクロス ………………………52
Q30  見張っています クロス ………………………………54
Q31  三字熟語ネットワーク ………………………………55
Q32 心に響く 大ヒット曲 クロス …………………………56
Q33 レッツ、トライ！ 英単語和訳クロス ………………58
Q34 宇宙の彼方へ シークワーズ …………………………59
Q35 温泉レジャーランド さがせパズル …………………60
Q36/37 回転熟語 ……………………………………………62
Q38 エコ生活しよう！ クロス ……………………………63

応募専用ハガキ…………………………………………………………… 71,72,81,82
森矢ノエルのしあわせ☆メッセンジャー…………………………………………… 83
１２月号の解答…………………………………………………………………………124
良問たっぷり！クロスワードナンバーワンVol.8 解答 …………………………132
１０月号の当選者………………………………………………………………………134
お便り紹介 みんなのフレンズ村 ……………………………………………………135
プレゼントの応募方法…………………………………………………………………136
携帯電話での応募方法…………………………………………………………………137
掲載パズルのルールと解き方…………………………………………………………138

2021年

2
月号 CONTENTS

 新春スペシャル号！
人気クロスの祭典

p15.indd   15 20/12/15   14:50


