
使い方：同じ昭和の有名人が２人ずついるので鉛筆などで消していきましょう。最後にペアがない昭和の有名人が１人だけ残ります。　

ペアにならないもの探し（昭和の有名人編）

美空　ひばり 坂本　九 塩沢　とき 力道山 中原　中也

三橋　美智也 江戸川　乱歩 手塚　治虫 島倉　千代子 藤山　寛美

松下　幸之助 水木　しげる 並木　路子 渥美　清 田中　角栄

西城　秀樹 大鵬　幸喜 サトウハチロー ミヤコ　蝶々 松本　清張

引田　天功 土井　たか子 ミヤコ　蝶々 西城　秀樹 田端　義夫

蟹江　ぎん 石原　裕次郎 笠置　シヅ子 千代の富士貢 円谷　幸吉

千代の富士貢 森繁　久彌 山下　清 引田　天功 石原　裕次郎

藤山　寛美 丹波　哲郎 力道山 松下　幸之助 黒澤　明

成田　きん 中原　中也 サトウハチロー 川端　康成 ジャイアント馬場

野口　雨情 石ノ森　章太郎 黒澤　明 藤　圭子 三遊亭　圓楽

萩原　健一 中村　勘太郎 三波　春夫 乙羽　信子 三島　由紀夫

松本　清張 成田　きん 古賀　政男 青島　幸男 長谷川　町子

大滝　秀治 蟹江　ぎん いかりや長介 萩原　健一 三國　連太郎

藤山　一郎 島倉　千代子 大滝　秀治 豊田　喜一郎 フランク　永井

村田　英雄 荒井　注 宮　史郎 岡本　太郎 淡谷　のり子

三船　敏郎 太宰　治 長谷川　町子 藤　圭子 横山　ノック

田中　角栄 吉田　茂 美空　ひばり 野口　雨情 丹波　哲郎

青島　幸男 三遊亭　圓楽 村田　英雄 勝　新太郎 笠置　シヅ子

三波　春夫 三國　連太郎 森　光子 石ノ森　章太郎 大原　麗子

土井　たか子 ジャイアント馬場 春日　八郎 森繁　久彌 並木　路子

渥美　清 坂本　九 円谷　幸吉 植木　等 浜田　幸一

豊田　喜一郎 坂上　二郎 林家　三平 三橋　美智也 市川　團十郎

松田　優作 宮　史郎 前畑　秀子 上原　謙 原　節子

本田　宗一郎 塩沢　とき 江戸川　乱歩 藤山　一郎 西村　晃

いかりや長介 田端　義夫 松田　優作 たこ　八郎 坂上　二郎

勝　新太郎 山下　清 川端　康成 森　光子 菅原　文太

高峰　三枝子 たこ　八郎 原　節子 中村　勘太郎 春日　八郎

古賀　政男 宇津井　健 大鵬　幸喜 宇津井　健 高倉　健

浜田　幸一 西村　晃 岡本　太郎 荒井　注 筑紫　哲也

上原　謙 谷　啓 三島　由紀夫 三船　敏郎 谷　啓

菅原　文太 フランク　永井 植木　等 筑紫　哲也 吉田　茂

大原　麗子 手塚　治虫 横山　ノック 前畑　秀子 太宰　治

水木　しげる 林家　三平 淡谷　のり子 本田　宗一郎 高峰　三枝子

市川　團十郎 高倉　健 夏目　雅子 乙羽　信子 答え



菅原　文太 フランク　永井 植木　等 筑紫　哲也 吉田　茂

市川　團十郎 高倉　健 夏目　雅子 乙羽　信子

高峰　三枝子 たこ　八郎 原　節子 中村　勘太郎 春日　八郎

大原　麗子 手塚　治虫 横山　ノック 前畑　秀子 太宰　治

水木　しげる 林家　三平 淡谷　のり子 本田　宗一郎 高峰　三枝子

上原　謙 谷　啓 三島　由紀夫 三船　敏郎 谷　啓

松田　優作 宮　史郎 前畑　秀子 上原　謙 原　節子

古賀　政男 宇津井　健 大鵬　幸喜 宇津井　健 高倉　健

浜田　幸一 西村　晃 岡本　太郎 荒井　注 筑紫　哲也

勝　新太郎 山下　清 川端　康成 森　光子 菅原　文太

三波　春夫 三國　連太郎 森　光子 石ノ森　章太郎 大原　麗子

本田　宗一郎 塩沢　とき 江戸川　乱歩 藤山　一郎 西村　晃

いかりや長介 田端　義夫 松田　優作 たこ　八郎 坂上　二郎

豊田　喜一郎 坂上　二郎 林家　三平 三橋　美智也 市川　團十郎

村田　英雄 荒井　注 宮　史郎 岡本　太郎 淡谷　のり子

土井　たか子 ジャイアント馬場 春日　八郎 森繁　久彌 並木　路子

渥美　清 坂本　九 円谷　幸吉 植木　等 浜田　幸一

青島　幸男 三遊亭　圓楽 村田　英雄 勝　新太郎 笠置　シヅ子

萩原　健一 中村　勘太郎 三波　春夫 乙羽　信子 三島　由紀夫

三船　敏郎 太宰　治 長谷川　町子 藤　圭子 横山　ノック

田中　角栄 吉田　茂 美空　ひばり 野口　雨情 丹波　哲郎

藤山　一郎 島倉　千代子 大滝　秀治 豊田　喜一郎 フランク　永井

千代の富士貢 森繁　久彌 山下　清 引田　天功 石原　裕次郎

松本　清張 成田　きん 古賀　政男 青島　幸男 長谷川　町子

大滝　秀治 蟹江　ぎん いかりや長介 萩原　健一 三國　連太郎

野口　雨情 石ノ森　章太郎 黒澤　明 藤　圭子 三遊亭　圓楽

松下　幸之助 水木　しげる 並木　路子 渥美　清 田中　角栄

藤山　寛美 丹波　哲郎 力道山 松下　幸之助 黒澤　明

成田　きん 中原　中也 サトウハチロー 川端　康成 ジャイアント馬場

蟹江　ぎん 石原　裕次郎 笠置　シヅ子 千代の富士貢 円谷　幸吉

ペアにならないもの探し（昭和の有名人編）
使い方：同じ昭和の有名人が２人ずついるので鉛筆などで消していきましょう。最後にペアがない昭和の有名人が１人だけ残ります。　

三橋　美智也 江戸川　乱歩 手塚　治虫 島倉　千代子 藤山　寛美

引田　天功 土井　たか子 ミヤコ　蝶々 西城　秀樹 田端　義夫

美空　ひばり 坂本　九 塩沢　とき 力道山 中原　中也

西城　秀樹 大鵬　幸喜 サトウハチロー ミヤコ　蝶々 松本　清張

答え

夏目雅子



ペアにならないもの探し探し(道路標識編）
使い方：同じ道路標識が２つずつあるので鉛筆等で消していきましょう。最後にペアがない道路標識が１つだけ残ります。



ペアにならないもの探し探し(道路標識編）〈答え〉
使い方：同じ道路標識が２つずつあるので鉛筆等で消していきましょう。最後にペアがない道路標識が１つだけ残ります。

答え



使い方：変な動物が２匹ずついるので鉛筆などで消していきましょう。最後にペアがない動物が１匹だけ残ります。

ペアにならないもの探し探し（変な生物編）

糸がついたハリネズミ 残業で帰りが遅いウサギ リンスでつるつるのリス セミロングヘアのセミ

ワンピースが似合うイヌ 冷めた目をしたサメ 砂漠で遭難した青サバ ポチ袋をねだるフクロウ

飲み水を探すミミズ 目くじらを立てるクジラ 中肉中背のネズミ 草しか食べないライオン

騙されまくるキツネ 「あ、昼だ」寝過ごしたアヒル 空振りばかりオランウータン 時々ひょうきんなヒョウ

お手玉が得意なタヌキ ４番バッターのトノサマバッタ この上なく怒りくるうイカ 本物の鈴をつけたスズムシ

そろばんをはじくロバ 考えると長いカンガルー 生い立ちを話すと長いイタチ 時給をもっと上げてやモルモット

トラック運転手のトラ ポチ袋をねだるフクロウ カメラ屋勤務のカメ 目くじらを立てるクジラ

百均のハサミ付きのカニ 地中が暗くてこわいモグラ はくしょんが出る花粉症のハクチョウ 人影にこっそり隠れるトカゲ

高い鞄を欲しがるカバ 草しか食べないライオン 騙されまくるキツネ ざるをかぶるサル

「もー嫌だ」が口癖のウシ 女装が趣味の雄ゴリラ 猫じゃらしアレルギーのネコ ハム会社所属ハムスター

浦島太郎の家来になったキジ 自分の毒で気絶するヘビ ざるをかぶるサル 旅館のおかみのオオカミ

リンスでつるつるのリス 日本海に憧れるラクダ 城に立てこもるシロクマ 残業で帰りが遅いウサギ

この上なく怒りくるうイカ ハム会社所属ハムスター 雑巾がけが得意なゾウ 色白美人のハクビシン

後ずさりばかりのイノシシ 蝶々を追いかけるダチョウ しかめっ面のシカ 浦島太郎の家来になったキジ

可部に一生移住するツバメ あくまに魂を売ったクマ ガラスで怪我したカラス はっと我にかえるハト

目玉焼きの好きなニワトリ しもやけだらけのぺンギン ビールよりコーラ派コアラ 人間に愛されるゴキブリ

虫歯だらけのアリ 水前寺清子の付き人チーター 矢切の渡しがうまいヤギ 糸がついたハリネズミ

雑巾がけが得意なゾウ カメラ屋勤務のカメ チームの和に入れないワニ 「うまい」が口癖のウマ

猫じゃらしアレルギーのネコ ビールよりコーラ派コアラ 「もー嫌だ」が口癖のウシ 百均のハサミ付きのカニ

時々ひょうきんなヒョウ 大人買いのトナカイ めまいがしてますフラミンゴ 自分の毒で気絶するヘビ

時給をもっと上げてやモルモット 無理だと即答カタツムリ ワンピースが似合うイヌ 可部に一生移住するツバメ

ウール０％のヒツジ 財布を忘れたサイ 空振りばかりオランウータン あんパンを欲するパンダ

生い立ちを話すと長いイタチ 「何かいるか？」としゃべれるイルカ お手玉が得意なタヌキ 残り物が嫌なハイエナ

女装が趣味の雄ゴリラ 地中が暗くてこわいモグラ 本物の鈴をつけたスズムシ 冷めた目をしたサメ

はくしょんが出る花粉症のハクチョウ セミロングヘアのセミ 虫歯だらけのアリ 恋心が募るコイ

砂漠で遭難した青サバ 高い鞄を欲しがるカバ ４番バッターのトノサマバッタ 中肉中背のネズミ

城に立てこもるシロクマ はっと我にかえるハト 飲み水を探すミミズ 「あ、昼だ」寝過ごしたアヒル

恋心が募るコイ 旅館のおかみのオオカミ しもやけだらけのぺンギン 目玉焼きの好きなニワトリ

しかめっ面のシカ ガリガリに痩せたブタ 島育ちのシマウマ 色白美人のハクビシン

人影にこっそり隠れるトカゲ 大人買いのトナカイ 水前寺清子の付き人チーター ガリガリに痩せたブタ

島育ちのシマウマ 考えると長いカンガルー めまいがしてますフラミンゴ

残り物が嫌なハイエナ 蝶々を追いかけるダチョウ チームの和に入れないワニ 無理だと即答カタツムリ

あんパンを欲するパンダ 「うまい」が口癖のウマ 財布を忘れたサイ そろばんをはじくロバ

ガラスで怪我したカラス 後ずさりばかりのイノシシ トラック運転手のトラ ウール０％のヒツジ

人間に愛されるゴキブリ 矢切の渡しがうまいヤギ 「何かいるか？」としゃべれるイルカ あくまに魂を売ったクマ

答え



お手玉が得意なタヌキ ４番バッターのトノサマバッタ この上なく怒りくるうイカ 本物の鈴をつけたスズムシ

飲み水を探すミミズ 目くじらを立てるクジラ 中肉中背のネズミ 草しか食べないライオン

騙されまくるキツネ 「あ、昼だ」寝過ごしたアヒル 空振りばかりオランウータン 時々ひょうきんなヒョウ

糸がついたハリネズミ 残業で帰りが遅いウサギ リンスでつるつるのリス セミロングヘアのセミ

ワンピースが似合うイヌ 冷めた目をしたサメ 砂漠で遭難した青サバ ポチ袋をねだるフクロウ

女装が趣味の雄ゴリラ 地中が暗くてこわいモグラ 本物の鈴をつけたスズムシ 冷めた目をしたサメ

はくしょんが出る花粉症のハクチョウ セミロングヘアのセミ 虫歯だらけのアリ 恋心が募るコイ

ガラスで怪我したカラス 後ずさりばかりのイノシシ トラック運転手のトラ ウール０％のヒツジ

恋心が募るコイ 旅館のおかみのオオカミ しもやけだらけのぺンギン 目玉焼きの好きなニワトリ

しかめっ面のシカ ガリガリに痩せたブタ 島育ちのシマウマ 色白美人のハクビシン

砂漠で遭難した青サバ 高い鞄を欲しがるカバ ４番バッターのトノサマバッタ 中肉中背のネズミ

時々ひょうきんなヒョウ 大人買いのトナカイ めまいがしてますフラミンゴ 自分の毒で気絶するヘビ

時給をもっと上げてやモルモット 無理だと即答カタツムリ ワンピースが似合うイヌ 可部に一生移住するツバメ

雑巾がけが得意なゾウ カメラ屋勤務のカメ チームの和に入れないワニ 「うまい」が口癖のウマ

リンスでつるつるのリス 日本海に憧れるラクダ 城に立てこもるシロクマ 残業で帰りが遅いウサギ

この上なく怒りくるうイカ ハム会社所属ハムスター 雑巾がけが得意なゾウ 色白美人のハクビシン

ウール０％のヒツジ 財布を忘れたサイ 空振りばかりオランウータン あんパンを欲するパンダ

目玉焼きの好きなニワトリ しもやけだらけのぺンギン ビールよりコーラ派コアラ 人間に愛されるゴキブリ

虫歯だらけのアリ 水前寺清子の付き人チーター 矢切の渡しがうまいヤギ 糸がついたハリネズミ

後ずさりばかりのイノシシ 蝶々を追いかけるダチョウ しかめっ面のシカ 浦島太郎の家来になったキジ

百均のハサミ付きのカニ 地中が暗くてこわいモグラ はくしょんが出る花粉症のハクチョウ 人影にこっそり隠れるトカゲ

高い鞄を欲しがるカバ 草しか食べないライオン 騙されまくるキツネ ざるをかぶるサル

そろばんをはじくロバ 考えると長いカンガルー 生い立ちを話すと長いイタチ 時給をもっと上げてやモルモット

「もー嫌だ」が口癖のウシ 女装が趣味の雄ゴリラ 猫じゃらしアレルギーのネコ ハム会社所属ハムスター

浦島太郎の家来になったキジ 自分の毒で気絶するヘビ ざるをかぶるサル 旅館のおかみのオオカミ

ペアにならないもの探し探し（変な生物編）
使い方：変な動物が２匹ずついるので鉛筆などで消していきましょう。最後にペアがない動物が１匹だけ残ります。

トラック運転手のトラ ポチ袋をねだるフクロウ カメラ屋勤務のカメ 目くじらを立てるクジラ

可部に一生移住するツバメ あくまに魂を売ったクマ ガラスで怪我したカラス はっと我にかえるハト

生い立ちを話すと長いイタチ 「何かいるか？」としゃべれるイルカ お手玉が得意なタヌキ 残り物が嫌なハイエナ

猫じゃらしアレルギーのネコ ビールよりコーラ派コアラ 「もー嫌だ」が口癖のウシ 百均のハサミ付きのカニ

城に立てこもるシロクマ はっと我にかえるハト 飲み水を探すミミズ 「あ、昼だ」寝過ごしたアヒル

人間に愛されるゴキブリ 矢切の渡しがうまいヤギ 「何かいるか？」としゃべれるイルカ あくまに魂を売ったクマ

残り物が嫌なハイエナ 蝶々を追いかけるダチョウ チームの和に入れないワニ 無理だと即答カタツムリ

あんパンを欲するパンダ 「うまい」が口癖のウマ 財布を忘れたサイ そろばんをはじくロバ

人影にこっそり隠れるトカゲ 大人買いのトナカイ 水前寺清子の付き人チーター ガリガリに痩せたブタ

島育ちのシマウマ 考えると長いカンガルー めまいがしてますフラミンゴ 答え

日本海に憧れるラクダ


