今年も出ました。人けんクロスワード！
さあ、みんなではじめよう
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お正月を迎えるにあたって
門や玄関に飾るもの
受験シーズン、
神仏に○○を
掛けます
光の三原色 赤・青・○○○
忘年会、新 年会、ちょっと
よろよろ○○○○○
ベースとなる酒に、他の酒や
ジュースなどを混ぜて作った
飲料
龍馬像がある高知の
○○○浜
キリストの降誕を祝う祭り
転ばぬ先の○○
「硝子の少年」を歌っている
アーティスト、○○○キッズ
「板垣死すとも自由は死せ
ず」の言葉で有名な板垣退
助の出身県
4月29日は何の日
○○風⇔和風
フィルピン諸島のうちで、最
も面積の大きな島
日本一、ひらがなのつく市名
の多い県
○○○到来、
今がチャンス
四字熟語、
大同○○○○
○○舞は、お正月やお祭り
に行われる伝統芸能です
四国の発電電力量の約1割
は○○○○○発電です
銀行などに金銭を預けること
どうし よう も な い こ と 、
○○○に負えない
気圧の単位、今はヘクトパス
カル、
昔は？
出張に出ても用を済ませて
すぐ帰ります
毎年6月22日は「らい予防法
による被害者の名誉回復及
び○○○○の日」
です
人権感覚を育むために必要
なことは、まず、○○○感情
を育むことです
旧暦で10月を ○○○月という
子ザルのみわを、背中に乗
せるイノシシの子ども
田 ん ぼ に 水 を入れるため
○○をする
インドやパキスタンのヒンズ
ー教の女性が着用する衣装
小松島出身の○○貞吉は部
落史研究の先駆者で知られ
る歴史学者です
吉野ヶ里遺跡は○○県にあ
ります
○○○ステッチは、刺繍の
手法の一つ
中国料理の点心の一つで野
菜などを巻き込んだ、
○○巻
国指定の文化財となってい
る坂州農村舞台のある町名
あいぽーと徳島では、ビデオ
や○○○などを貸し出して
います
植物から抽出した香料、ビー
ンズ、エッセンス、オイルが
ある
江戸時代の奇才といわれる
平賀 源 内 は 香川 県 の ○ ○
生まれ
愛媛県の中部に残っている
祝福芸、
○○万歳
シルクロードの分岐点とし
て栄えた、中国甘粛省北西
部の都市
御用邸がある栃木県北部の
○○高原
○○○は、カカオ豆を主原
料とした飲料
「人間は生まれながらにして
善である」と説いた、中国・
戦国時代の儒学者
福井県では○○○○織りが
盛ん、それにちなんで
○○○○餅も作られた
レモンやアセロラの果実に
は、ビタミン○○が豊富に含
まれています
天高く○○肥ゆる秋
佐賀県は、伊万里・有田・
○○○など陶磁器の産地で
有名
古くは深縹（ふかきはなだ）
などど呼ばれていた色
アイヌ語で神を意味する言葉
○○遺跡は静岡にある弥生

時代の集落・水田遺跡です
75 七五三、神主さんの○○○
が響きます
77 直接に相手と談判すること
79 ふりがな用の活字のこと
81 脇町の○○○の街並み
83 カナダ産が有名、
メイプル○○○○
85 水族館発祥の地、神戸市に
ある○○海浜水族園
87 ○○○○○廻しは、お正月
に1年間の無病息災や家内
安全を祈る祝福芸です
88 犯罪者は逃がさない！
警察の○○○
89 「考える人」など傑作彫刻を
生み出した人
90 熊本県が有名、○○○蓮根
91 春に歌舞伎の公演をする金
丸座のある町
92 日本の昔話、さる○○合戦
93 化粧品などの小物を入れる
小型の袋
94 ○○○○リボンには、子ど
も虐待を防止するというメッ
セージが込められています
95 日本で最初の流通貨幣とい
われる○○○開珎
97 受験生やマラソン選手が最
後にかけるのは？
98 ○○○○○は、子どもの人
権にかかわる重大な問題で
あり、早急に解決しなければ
なりません
99 物事の起こり、いわれ
100 古代インド・中国などで珍
重した宝玉、七宝の一つ
101「南極観測船○○」は昭和
40年から18年間活躍した
102 攻めダルマといわれた、元
池田高校野球部○○監督
107「青少年ネット規制法」によ
り、18歳未満の青少年には
携帯電話の○○○○○○○
が原則義務づけられました
108 ♪もういくつ寝るとお正
月、
お正月には○○揚げて
110 遣り手のこと
「敵も○○○○」
112 人権○○○委員は、あなた
の町の相談員
113「男女○○○○○参画社会
基本法」とは、男女平等を推
し進めるべく1999年に施行
された法律のこと
115 餅つきの道具
116 木製の人形玩具。東北地
方、特に鳴子が有名
117 平和の象徴の鳥
118 十二支のひとつ、
子・○○・寅・卯
119 ○○○犬とは、目や手足や
耳が不自由な人のお手伝い
をする、盲導犬、介助犬、聴
導犬のこと。からだの一部で
ありペットではありません
120 意外なところから意外なも
のが…ひょうたんから○○
121 徳島の方言、
ほうなん○○、うまいん○○
122 手塚治虫の少女漫画、
○○○の騎士
124 肥料の三大要素、
○○○・リン・カリウム
125 高原キャベツの産地として
知られる群馬県の西部にあ
る村
126 文化の森に記念館オープン、
徳島出身の民俗学者、
鳥居○○○○○
129 特にすぐれた 人のことを 、
○○○○○の獅子という
133 京都の花街を歩けば、
芸奴さ
んや○○○さんに遇えるかも
134 四国八十八カ所、第五番札
所地蔵寺は、
五百○○○が有名
136 特徴ある鳴き声から名付け
られたカモメ科の海鳥
137 Dr.スランプ○○○ちゃん
140 モンゴルの伝統楽器の由来
にまつわる物語
「○○○の白い馬」
141 ロシア連邦の極東部沿岸地
方に属している商港都市
142 晴れているのに雨が・・・
キツネの○○入り
144 四国八十八カ所、
第十七番札所は、
○○寺

147 リュウゼツランからつくられ
る、強いお酒
148 「世界○○○○宣言」では、
「すべての人間は、生まれな
がらにして自由であり、かつ、
尊厳と権利とについて平等
である。」と明記しています。
152 国民の体力向上と健康の保
持・増進を目的とした体操の
一つ、○○○体操
154 はなはだしく曲がりくねって
いる坂道や山道、○○○折り
155 賛成意見と反対意見が対立
すること、○○○両論
157 能舞台で有名な徳島県の安
楽寺は、○○市にある
159 昔のことば、○○ 辞 典
160 イクラは、○○の魚卵からで
きている
162 ○○茶、○○生、○○顔、
○○教師
163 凸は訓読みででこ、
音読みは？
165 ○○市は、神奈川県のほぼ中
央に位置している
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お正月などに神仏に供える
もち
東祖谷名頃 地 区の○ ○ ○
の里
小麦粉にバター・砂糖・卵・牛
乳・香料などを加えた焼き
菓子
徳 川綱吉が制定した法 令、
○○○○○憐れみの令
小正月の火祭り行事、
○○○焼
イタリア、カプリ島の観光名
所、
青の○○○○
入学 時 など に 行う指 導 、
○○○○テーション
ネゴシエイターとは
○○○○○人のこと
大晦日の食べ物、年越し○○
北海道北部の日本海上に浮
かぶほぼ円形の島
日本司法支援センターの愛
称、法○○○
毎年7月11日は徳島県男女
○○○○○○の日です。
宇宙に存在するありとあらゆ
る事象、○○○万象
ドストエフスキーの代表作、
○○と罰
イチロー選手の所属チーム、
○○○○マリナーズ
清水次郎長の子分、森の
○○○○
大地震などの災害や不測の
事態に備えること、○○管理
伊達十万石の城下町、闘牛が
有名
大ブームになった着せ替え
人形、○○ちゃん
始皇帝は○○朝の皇帝
顔、かたちがよく似ているこ
とのたとえ、○○二つ
越前岬や、淡路島での群生が
有名な花
カエサルの言葉
「○○は投げられた」
特定の記号を使って人の話
を書き取ること
熱帯、亜熱帯地方に見られる
草原
配 偶 者 からの ○ ○ ○ ○ ○
は、犯罪となる行為を含む重
大な人権侵害です
学名ニッポニア・ニッポン
おせちの一品、○○きんとん
江戸時代の大名の領地・統
治機構
○○からぼたもち
首都はアクラ、○○○共和国
石川県の旧国名、
○○百万石
尾崎豊の「○○が○○である
ために」
都は長安、隋に代わって中国
を支配した王朝
○○○○○化の進展により、
地域と世界との結びつきが
地 球 規 模 で 強 まってきて
います
幕末・維新期の政治家、
○○○新平
○○カツ、○○柿、○○団子
「児童の権利に関する条約

（○○○の権利条約）」は、基
本的人権が○○○にも保障
されるべきことを国際的に定
めた条約です
68 香港映画、
「○○○○○サッ
カー」
71 山口百恵さんの作詞時のペ
ンネーム○○○○恵
74 大切にして手放さない物や、
秘蔵品
76 京都の ○○平等院は世界遺
産である
78 「○○○リボン」は、北朝鮮に
よる拉致被害者救出運動の
シンボルです
80 岡山○○○○園は、日本三
名園の一つ
82 わらなどで編んで作った敷物
84 複雑に入り組んだ海岸線、
○○○○○海岸
86 日本固有の伝統的な足には
く衣類
88 争って奪い合うこと
90 エジプトの首都
91 三味線や尺八と並ぶ日本の
伝統楽器
92 中国から伝わった医学に基
づいた医術
94 童謡「お猿のかごや」でぶら
さげているのは、
○○○○提灯
96 二つの物の違いが比較にな
らないほど大きいことのたと
え、
○○○スッポン
98 金の斧、
○○の斧
99 「○○○○○○デザイン」は
一般にすべての人のためのデ
ザインといわれている
101 徳島県では、すべての人が住
みやすい多文化共生のまち
づくりなどを進めるため「と
くしま国際○○○○○○○
憲章」
を制定
103 犯罪○○○○○等基本計画
では、毎年11月25日から12月
1日までの7日間を「犯罪
○○○○○週間」と設定し、
啓発事業を実施しています

104 首都はバンコク、
○○王国
105 2014年に第22回冬季オリン
ピック 開 催 予 定 の ロ シ ア
の 都市
106 道理を尽くさないこと
108 サザエさんの子ども、
○○ちゃん
109 素人が集まり楽しむ野球、
○○野球
111 雅楽などで使う管楽器の一つ
114 原料が土の焼物は陶器、原料
が石の焼物は
117 大切に育てられた、
○○入り娘
118 東京アクアラインの中間にあ
る千葉県木更津沖の人工島
120 「男女○○○機会均等法」
は、職場での男女平等を確保
し女性が差別を受けずに家
庭と仕事が両立できるよう作
られた法律
121 文楽は、一般に日本の伝統芸
能の人形○○○○○を指す
123 インターネットでコミュニケ
ーションを行う際、他人への
配慮を心がけるなど、
○○○○○を身につけよう
126 銀行は利息、
ゆうちょ銀行は、○○
127 里芋のこと、
方言で○○○ともいう
128 牛若丸と弁慶の伝説で知ら

れる、
○○○○大橋
130 忙しいこと、
○○○を極める
131 九州と朝鮮半島の間にある
長崎県最大の島
132 眉山は、○○の形に見えるこ
とから名付けられたとも
133 「とくしま夢発信ʼ98」イメー
ジソングSmileの作詞・作曲
者は岡本○○
135 盲導犬や、ペット犬などの胴
体に装着するハーネスの別称
137 大きなカルデラ、外輪山をも
つ熊本県の活火山
138 2011年NHK大河ドラマ
「○○〜姫たちの戦国〜」
139 鵜を使って、アユなどを獲
る漁法の一つ
141 自由民権運動の理論的指導
者で「東洋のルソー」と評さ
れた政治家
143 水中で生活する魚などの呼
吸器のこと
144 桜田門外の変で命を落とし
た幕末の大老、
○○直弼
145「整いました！」
○○掛け
146 山小屋を英語でいうと
149 クロマグロは、○○マグロと
もいわれます
150 湯村温泉は、○○千代日記
で有名である
151「塒」
と書いて何と読む？

153 エイズに対する理解と支援
の象徴は、
○○○リボン
156 ♪○○は広いな大きいな〜
158 憲法では○○○的人権が保
障されています
159 徳島市国府町にある地名「府
中」と書いて○○と読みます
160 JR徳島線と高徳線の交わる駅
161 「地方公共団体」のことを
○○体ともいう
162 平城遷都1300年祭の
マス コットキャラクター 、
○○○くん
164 貧しい人のために働き続け、
その生涯を愛に捧げた偉大
な修道女、○○○テレサ
166 平成20年度から11月11日（い
い日、いい日）が高齢者や障
害者等に対する介護に関し、
国民への啓発を実施する日
として「○○○の日」と設定
167 世界遺産の西芳寺は、○○寺
とも呼ばれている
168 吉野川河口干潟には、多くの
○○マネキが生息している
169 ○○○○○○○は、オリンピ
ックと同一の開催地になっ
て、障害者スポーツが広く認
知されるようになりました
170 「とくしま○○○○2011」は、
3月20日です

１ クロスワードを解こう

３ 応募方法

タテ・ヨコのカギを手がかりにマス

郵便はがきに答えとあなたの住所、名前、
このクロスワードパズル

目を埋めてください。いろんなジャ

に対するご感想などをお書きの上、１月15日
（土）
（必着）
までに下

ンルの問題があるので、家族や友

記住所

人とワイワイと解くのもGOOD。

い。 抽選により、正解者の中から100名様に記念品をプレゼント

２ 答えの文字を抜き出そう

します。なお、当選者の発表は、記念品の発送をもってかえさせていただきます。
クロ

アルファベットのついたマス目の

スワードの答えは、１月26日（水）の徳島新聞の朝刊に掲載する「県庁だよりOUR

文字を緑のマス目に入れると、一
つの文になります。それが答えです。

あいぽーと徳島「人けんクロスワード」係へお送りくださ

徳島」及び徳島県のホームページ、あいぽーと徳島のホームページで発表します。
（お寄せいただいた個人情報は、ご本人の同意なしに第三者に開示提供することはありません）

徳島県立人権教育啓発推進センター

あいぽーと徳島

※1月の休館日は、1日
（土）〜3日
（月）
、11日
（火）
、17日
（月）
、24日
（月）
、31日
（月）
です。

〒770-0873
徳島市東沖洲2丁目14沖洲マリンターミナルビル内 電話088-664-3719 ファクシミリ088-664-3727 http://www.aiport.jp/

