
ドラえもんクイズ―藤子不二雄同好会 2013 

ドラえもんクイズ（上級）解答・解説 

 

模範解答 

配点は欄の中に記載。誤字は 1つにつき－1点とする。 

 

１ 

①ドラえもん                  (4) ②おじいちゃん の おばあちゃん     (4) 

③解説参照            (完答 5点、４問正解で 3点、３問で 2点、それ以下は 0点) 

④Q太郎                    (5)  

⑤パパ：タイムマシン、強いイシ、四次元若葉マーク、くろうみそ 

  ママ：タケコプター、動物変身ビスケット、とりよせバッグ                 (1×7) 

２ 

①解説参照          (完答 5点、４問正解で 3点、３問で 2点、それ以下は 0点) 

②タイムバッジ                (5)  

③セットは自分の家だけを、地図は任意の家（地図上ならどこでも）を動かせる。      (5) 

④ しずか 

１指のケガを治してほしい 

２ピアノ発表会の衣裳が欲しい 

３ジャイアン・スネ夫を戻してほしい 

ジャイアン・スネ夫 

１マンガ 10冊 

２（ジャイアンが）ブタになれ 

３（スネ夫が）ブタになれ        (1×6) 

⑤出会い：セッセッセ            (2) 別れ：アッカンベー              (2) 

３ 

①１あおい                   (1) ２けさも顔                   (1) 

 ３ねこ                     (1) ４いぬ                     (1) 

②少年ザンネン               (5)  

③先生→ドラえもん→スネ夫→ジャイアン                             (5) 

④150円                   (5) ⑤c→e→b→d→a              (6) 

４ 

Ａぼく、桃太郎のなんなのさ     (3) Ｂ だからみんなで   (3) Ｃ10分     (3) 

①（ママは）イヌやネコのかわいさを知らない から。                        (6) 

②のび太の宇宙開拓史           (5) のび太とブリキの迷宮            (5) 
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解説 

 

１． 
① てんとう虫コミックス 20 巻（以下○巻と表記）「ツモリガン」で敗北した。4 巻「未来世界の

怪人」でジャイアンに負けたのは含めない（早撃ちではない）。 

 

⑤ 左図…7巻「ママのダイヤを盗み出せ」より。のび太の母方のおばあちゃん。 

右図…36巻「のび太の息子が家出した」より。ノビスケの息子（のび太の孫）。 

 

③ 丸井マリ、伊藤翼、星野スミレ、ももぐちやまえ、松田なお子、薬師丸知世、丸師丸広子、

松木伊代、早目優、五島くに子、内田裕美、松口聖子、田原聖子、山ざくらもも子、ジュ

ーン、TOMOYO などから 5つ。 

※チョコレイツ（25 巻「あしたの新聞」）や、プラネッツ（16 巻「りっぱなパパになるぞ！」）は

グループであるため除外した。また、河合可愛（ドラえもんプラス５巻「架空通話アダプタ

ー」）などはてんコミ外の人物であるから、含めていない（が、あまりに難問だったので、会

場では出典を指摘できれば正解とした）。 

以下、キャラの詳しい解説です。興味のない方は読みとばしてください。 

 

丸井マリ：8 巻「ぼく、マリちゃんだよ」に登場。ドラえもんも熱中するほどの人気アイドル。 

 

伊藤翼：初出は『てれびくん』1982年 6月号「コピーとりよせ機」（てんコミではタイトル変

更：29巻「翼ちゃんがうちへきた」）。 

歌手・俳優業両方で活躍する、大人気のアイドル。元ネタは伊藤つかさ。 

 

星野スミレ：初出は 15巻「オールマイティパス」。 

のび太達も熱中するスター女優。『パーマン』設定では、本名「鈴木伸子」。 

実は彼女は『パーマン』のパー子（アイドルの星野スミレ）が成長した姿であり、『ドラえも

ん』中ではまだ、みつ夫の帰還を待っていることがうかがえる。 

 

19巻「影とりプロジェクター」（小六 80年 1月号）では、のび太とドラえもんに自身の秘

密を明かしている。――「星野スミレは、ぼくたちに秘密を話してくれました。遠い遠い

国にいる、好きな人のことを。でもそれをここに書くわけにはいきません。ごめんね」 
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24巻「めだちライトで人気者」（小六 80年 4月号）では、スミレはロケットにみつ夫の写

真を収めており、のび太に「今は遠い世界に行っている、大切な人。いつかきっと帰っ

てくる」と説明する。よって、みつ夫がこの時点までバード星から戻っていないことがわ

かる(正確には原作漫画版最終回直後に書かれた「帰ってきたパーマン」（『藤子・F・

不二雄大全集 パーマン 2巻』）で地球に帰ってきている)。スミレの登場はこの話が最

後である。 

 

『パーマンの真実』（ワニブックス、1993 年）では、星野スミレが 1980 年を境に登場し

なくなり、トップアイドルの座が伊藤つばさに移っていることから、「ミツ夫がバード星での

研修を終えて帰ってきてスミレと結婚。引退」という説が提唱されている。 

 

ももぐちやまえ：10巻「人間切断機」より。元ネタは山口百恵。 

 

松田なお子：26巻「テレビとりもち」より。元ネタは松田聖子と河合奈保子か。 

 

薬師丸知世：39巻「ジャストホンネ」より。元ネタは薬師丸ひろ子。 

 

丸師丸広子：29巻「翼ちゃんがうちへきた」より。元ネタは薬師丸ひろ子。 

 

松木伊代：30巻「実物ミニチュア大百科」より。元ネタは松本伊代。 

 

早目優：同じく 30巻「実物ミニチュア大百科」より。元ネタは早見優。 

 

五島くに子：42巻「万能クリーナー」より。元ネタは後藤久美子。 

 

内田祐実：45巻「ガラパ星からきた男」より。元ネタは内田有紀と安達祐実。 

 

松口聖子：33巻「ポスターになったのび太」より。元ネタは松田聖子。 

 

田原聖子：25巻「あしたの新聞」より。元ネタは田原俊彦と松田聖子。 

 

池内淳子：15 巻「こっそりカメラ」より。のび太のママが、自分とそっくりだと内心思ってい

る人。元ネタはそのまま池内淳子。 
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山ざくらもも子：20巻「バランス注射」より。元ネタは山口百恵と桜田淳子。 

 

ジューン：10 巻「百年後のフロク」より。百年後の人気アイドルである。実は「百年後のフ

ロク」が掲載された『小学四年生』75 年２月号にも、「着せかえつき淳子ちゃんのハウス

セット」が付録としてついている（着せかえとは一体どのようなものだったのだろう？）。よ

って元ネタは桜田淳子。 

 

TOMOYO：36 巻「めいわくガリバー」にてテレビ画面に名前が出ている。本当に芸能人

か疑問なところではあるが、まあ一応。 

   

④ 32巻「なんでも空港」の Q太郎は有名かと思われる。この話には他に、怪物くん、デンカ、

エスパー魔美（佐倉魔美）が登場する。 

24巻「おりたたみハウス」ではテレビに登場。 

33 巻「ポスターになったのび太」では、スネ夫のポスターコレクションにちゃっかり混ざって

いる。 

 

⑤ タイムマシン      …16巻「パパもあまえんぼ」 

強いイシ        …43巻「強～いイシ」 

四次元若葉マーク  …39巻「四次元若葉マーク」 

くろうみそ        …8巻「くろうみそ」 

タケコプター      …17巻「狂（驚）音波発振機」 

動物変身ビスケット  …1巻「動物変身ビスケット」 

とりよせバッグ     …11巻「とりよせバッグ」      にて使用。 

 

２． 
① イージー特撮カメラ、インスタント旅行カメラ、XYZ 線カメラ、おくれカメラ、カチカチカメラ、

きせかえカメラ、プラモ化カメラ、時間(タイム)カメラ、瞬間固定カメラ、バッジ製造カメラ、

チッポケット二次元カメラ、ポラロイドインスタントミニチュア製造カメラ、こっそりカメラ、念写

カメラ、六面カメラ、ユクスエカメラ                      から 5つ。 

（大げさカメラ・サウンドカメラなどのてんコミ外の道具は省いているが、これらも女性芸能

人と同様に会場では正解とした。） 
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② タイムセンサー…22巻「タイムマシンがなくなった！！」より。 

タイムシーバー…1巻「古道具きょう争（走）」より。 

タイムホール …17巻「モアよドードーよ、永遠に」より、タイムトリモチとセットの道具。 

 

③ ひっこしセット…17巻「あちこちひっこそう」 

ひっこし地図 …9巻「ひっこし地図」     より。 

 

④ 28巻「神さまロボットに愛の手を！」より。 

――どうしてこうなったかは、ページ数のつごうではぶく。 

 

⑤ 6巻「流行性ネコシャクシビールス」では、他にも古着（こじき）ルックと称して「ぼろぼろの服

を着る」、「目元にシャム猫のようなメーキャップをする」、「外出時は靴と下駄を片方ずつ

履く」、「こわきにくずかごを抱える」ことが流行した。 

 

３． 
① 図 1…45 巻「トロリン」より。真面目なのび太の発

言に対してドラえもんが放つ無神経なセリフ。 

図 2…3 巻「そっくりクレヨン」から。のび太が描い

たイヌの絵があまりに下手なためスネ夫に馬鹿に

される。確かに犬には見えない（右図）が、ドラえも

んはのび太の味方のはずなのに「へただなあ」と

言ってのけるからひどい。 

 

② 「ライオン仮面」は漫画家フニャコフニャ夫の作品。掲載誌の名前は、3 巻「あやうし！ライ

オン仮面」にて確認できる（非常に見にくいが）。彼の他の代表作として、「宇宙剣士バイロ

ン」や「時空パトロール 7」などがある。 

 

③ てんコミ 20 巻「ゴルゴンの首」ではのび太も固まるが、「全身」ではなく足だけなので除外。

また、先生の次に鳥も固まっているが、人物ではないので除外。 

 

④ 33巻「フィーバー！！～」では、松が 10円、竹が 20円、梅が 50円。一番高い席を買う

ので 50円、となる。しかし、近い席ほど安いとは……。 

24巻「ジャイアンリサイタル～」では無料。よって 0円。 
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41巻「恐怖の～」では、マツが 100円、タケが 50円。よって 100円。 

以上より、50+0+100＝150円 となる。 

 

⑤ 3/3「身がわり紙人形」（45 巻）、4/1「宇宙戦艦のび太を襲う」（43 巻）、8/7「ふたりっき

りでなにしてる」（42 巻）、11/3「プロポーズ大作戦」（1 巻）、12/24「タイムワープリール」

（45巻） となる。 

日付の説明はそれぞれ、ひな祭り、エイプリルフール、のび太の誕生日、のび太のパパ・マ

マが“互いに”プロポーズをする日、クリスマス前日  である。 

 

４．  

① 原作は 1975 年度の『小学四年生』に掲載された「ドラとバケルともうひとつ」の一編（てん

コミ 9 巻）。映画は 81 年 8 月公開（同時上映は『21 エモン 宇宙へいらっしゃい』）で、も

ちろんバケルは登場しなかった。2014 年夏に 3D映画『STAND BY ME ドラえもん』の公

開が予定されているので、問題文の「唯一夏に」のくだりは来年以降表現を改めないと使

えなくなると思われる。採点にあたって、解答に「、」が無くても正解とする。 

 

② 『魔界大冒険』の主題歌は小泉今日子氏の「風のマジカル」だったが、使用契約期限の

関係でビデオソフト（DVDなど含む）では『大魔境』の主題歌である「だからみんなで」に差し

替えられているということは有名。なお、問題文で触れたアニメ『エスパー魔美』「スランプ」

では、「だからみんなで」の他に『宇宙開拓史』の「心をゆらして」、『海底鬼岩城』の「海は

ぼくらと」も使用されている（いずれも岩渕まこと氏の楽曲）。 

 

③ 22巻「出木杉グッスリ作戦」より。しずかちゃんは 30分、ジャイアンは 4時間、のび太は朝

までかかる宿題である。 

 

④ 43 巻「ネコののび太いりませんか」では愛着がわいてネコを飼おうとしているなど全く受け

付けられないということではないようだ。問題文で触れた『日本誕生』ではハムスターに対

して抵抗はないようだし（ただしネズミはドラとゴーゴーダンスを踊るほど苦手である；1 巻

「○○が××と△△する」）、金魚を飼っている話もある（4 巻「ソノウソホント」31 巻「海坊

主がつれた！」など）。動物かという議論はさておき、キー坊も可愛がっていた。イヌやネコ

を飼うことをママは頑なに拒んではいるものの、のび太が本当に世話をできるのなら飼って

もいいと考えているのかもしれない（途中で投げ出すものと思うから厳しく反対する？）。 

本問は「動物の可愛さがわからない」など趣旨が合えば正解とする。 
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⑤ 解答は「のび太の（と）」が無くても可とする。 

『宇宙開拓史』のラストは印象に残っている人が多いか。『ブリキの迷宮』では、地球を発つ

前のブリキン島でジャイアンがブリキの木を折ってバットにし、敵飛行機を撃墜させている。

誤答で多く見られた『宇宙小戦争』では、バットではなく、ゲンコツや石、ラジコン戦車のレ

ーザー砲などでクジラ型戦闘艦を破損させている。 

 


