ドラえもんクイズ (上級・解説)
問題についての簡単な解説と、補足を行う。なお、文中のてんコミ、プラス、カラー作品集は、それぞ
れてんとう虫コミックス、ドラえもんプラス、ドラえもんカラー作品集を示す。
※平均点・コメントなどについては「クイズ総評」をご覧ください。

１．ひみつ道具の問題
①「百苦タイマー」（てんコミ 18 巻）は、『小学三年生』1978 年４月号に掲載。同誌 1970 年１月号
「机からとび出したドラえもん」から数えて、ちょうど 100 回目となる。『小学三年生』1978 年
４月号では 100 回記念に大々的な特集が組まれたらしい。ちなみに連載 10 回目の話は「のろいの
カメラ」である。
②省略
③右イメージ参照。
「分解ドライバー」は、てんコミ未収録の話（大全集
18 巻）。採点において、意味合いが合っていれば正解
とする。

④読者投稿の道具に基づいた短編が、大全集 11 巻末に収
録されている。

↑「分解ドライバー」の１シーン

⑤ペットペン……プラス２巻「ペットペン」に登場。
ア ペットクリーム ……てんコミ 37 巻「かわいい石ころの話」にて使用される。
イ ペットそっくりまんじゅう……てんコミ 12 巻「ペットそっくりまんじゅう」に登場。
エ 野生ペット小屋……てんコミ 30 巻「野生ペット小屋」に登場。

２．キャラの問題
①「大ピンチ！

スネ夫の答案」はてんコミ 28 巻に収録。採点において、「すぎやまさん」などの

回答も正解とする。
②「のろのろじたばた」（てんコミ５巻）の先月号に掲載されたのは「ドラえもんだらけ」（同５巻）
である。「ドラえもんだらけ」で、ドラえもんはどら焼きに釣られて宿題を引き受け、大変な目
に遭った。
よって、その悲劇を引きずったドラえも
んは、どら焼きを目の前にしても宿題を
強く拒否するのである（右イメージ）。
てんコミでは２話が連続になっていな
いので、この関係性に気づきにくい。
このように『ドラえもん』において、２

↑宿題を拒否するドラえもん

つの話が連続性を持つというのは結構
珍しいのだが、「ゆうどう足あとスタンプ」（小学四年生 1988 年８月号）と「またまた先生がく
る」（小学四年生 1988 年９月号）などもその一例として挙げられる。
③全日本押し売り組合が登場する「細く長い友だち」はてんコミ 27 巻に収録。
ア 全日本ギャングドロボー連盟……『パーマン』（1966～68 年）に登場する組織。全ギャド連と
略される。
イ 全日本悪者連盟……同じく『パーマン』（1983～86 年）から。設定変更により、ギャド連の名
称が変わったもの。全悪連とも呼ばれる。
エ 世界平和安全協会……『世界平和安全協会？』に登場する、会員制の組織。（てんコミ未収録、
大全集２巻）
④本人か確証のないシーンを含めても 20 回ほどしかない。まあそれでも充分多いが、もっとあった
ような気がするのはアニメの影響か。（以下、登場シーンのリスト↓）
タイトル

収録巻

備考

「ひろびろ日本」

てんコミ 21 巻

ガラスを割られる。本人か確証なし

「六面カメラ」

てんコミ 24 巻

ガラスを割られる

「材質変換機」

てんコミ 25 巻

ガラスを割られる

「本物電子ゲーム」

てんコミ 27 巻

ガラスを割られる

「兄弟シール」

てんコミ 28 巻

ガラスを割られる。確証なし

「やどり木で楽しく家出」

てんコミ 31 巻

ボールが頭に当たる

「ざぶとんにもたましいがある」

てんコミ 39 巻

梅の枝を折られる

「町内突破大作戦」

てんコミ 42 巻

ガラスを割られる

「のび太の名場面」

てんコミ 44 巻

庭にゴミを捨てられる

「不運は、のび太のツヨーイ味方！？」

プラス１巻

柿を頭に落とされる

「一発逆転ばくだん」

プラス３巻

ガラスを割られる

「「チャンスカメラ」で特ダネ写真を…」

プラス４巻

ガラスを割られる

「そうなる貝セット」

プラス５巻

ガラスを割られる

「出入りかがみ」

カラー作品集２巻

ガラスを割られる

「エレベートボタン」

カラー作品集４巻

ガラスを割られる

「持ちぬしシール」

カラー作品集４巻

庭にゴミを捨てられる

「パトローラー」

カラー作品集６巻

ガラスを割られる

「怪物くんぼうし」

てんコミ未収録、

ガラスを割られる

大全集 14 巻

「「影ぶんちん」と「影実体化液」」

てんコミ未収録、

ガラスを割られる。確証なし。

大全集 16 巻

『ドラえもん のび太と竜の騎士』

ガラスを割られる

少なくとも 12 回はガラスを割られている。
⑤選択肢の人物は以下の通り。
ア ヒデヨ……「しずちゃんをとりもどせ」（てんコミ 40 巻）に登場。出木杉の息子。
イ 未来の出木杉……「しずちゃんをとりもどせ」に登場。
ウ『コマーさる』の主人公（『コマーさる』は藤子・F・不二雄少年 SF 短編集 (1) などに収録）
エ 出木杉……「税金鳥」（てんコミ 22 巻）に登場。
オ 出木松博士……『のび太の創世日記』に登場。

３．小問集合
①「ガラパ星から来た男」はてんコミ 45 巻に収録。
カ 庭でアリを眺める
→ウ ワスレバットで記憶を失う
→オ ガラパ星でカナリヤを進化させる
→ア ガラパ星で服を溶かされ、着替える
→ウ ワスレバットで記憶を失う
→エ お使いへ行く
→イ アリ人間によって繭にされる
詳しくは本編を読んでもらいたい。

の順番。

②下イメージ参照。
ア「ふつうの男の子にもどらない」（てんコミ 40 巻、小学五年生 1985 年 5 月号）
タイトルはキャンディーズの解散宣言のもじり。
問題のドラ「一分間時間をください、やめるように説得します」は、1984 年第 35 回紅白での出
来事が元ネタ。当時引退宣言をしていた都はるみの歌の直後、鳴り止まない「アンコール」合唱
に対して、アナウンサーが観客に語った言葉が「私に一分間時間をください（都はるみを説得し
ます）」だった。元ネタに反して、ドラえもんはやめるように説得するところが面白い。ちなみ
に都はるみのアンコールは実施された。
採点において、「１分間時間をください」、「一分間じかんを下さい」なども正解とする。
イ 「のび太航空」（てんコミ 28 巻、小学六年生 1982 年９月号）
問題のセリフは 1982 年 2 月 9 日、日本航空 350 便墜落事故の際に副操縦士が放った「キャプテ
ン、何するんですか！やめてください!!」のパロディ。着陸時に機長の精神的異常によってジャ
ンボジェットの機体が傾き、羽田空港滑走路手前の海上に墜落した。乗客・乗員 24 名が死亡し、
149 名が重軽傷を負った大事故である。

（ウィキペディアより）

③「ガンファイターのび太」はてんコミ 24 巻に収録。のび太が「三百人ほど来た」と怯える横で、
ドラミが「ざっと三十人……」と、冷静に言い放つ。

④右イメージ参照。
「鬼は外ビーンズ」
はてんコミ未収
録作品で、『小学二年生』1985 年
２月号に掲載された。
『宇宙小戦争』
は 1985 年 3 月 16 日に公開。
→

⑤下イメージ参照。
問題はあくまでも「ドラえもん誕生」の１コマについての問題であるので、実際の新連載の予告
「出た！」は不正解とした。 ？が書けていれば正解とする。
なお、「ドラえもん誕生」はてんコミ未収録（大全集 20 巻）。

↑「ドラえもん誕生」の１コマ

←『小学四年生』1969 年 12 月号に載った、
新連載の予告。

４．長文問題
A：自由同盟の盟主はゲンブである。
B：「超大作特撮映画「宇宙大魔神」」（てんコミ 20 巻）より。
C：「平和アンテナ」は、てんコミ 25 巻に収録。
① 『のび太のドラビアンナイト』ではハールーン・アル・ラシードが実在していたことを調べる。

『のび太と雲の王国』ではタガロ少年の乗っていたグリプトドンを検索。
これだけ見るとウィキペディアと大差ない気もするが、宇宙完全大百科は、のび太の人生や草野
球の結果なども網羅している恐るべき大百科である。
採点において、「ドラビアンナイト」「雲の王国」だけでも正解とする。
② 省略
③ 映画『宇宙小戦争』ではこのセリフは登場しない。

