
 

今日の解答（5/５） 

 

問１：エフエムさがみの周波数は？ 

正解：①83.9Mz(メガヘルツ) 

解説：さがみはら学 No.294 

エフエムさがみの周波数は８３.９Ｍｚ（メガヘルツ）である 

 

問２：清新の地名の由来は？ 

正解：②原清兵衛さんが開墾した清兵衛新田の略 

解説：さがみはら学 No.170 

清新の地名の由来は原清兵衛が開墾した清兵衛新田の略である 

 

問３：桜まつりで満開になっている桜は何桜？ 

正解：①ソメイヨシノ 

解説：さがみはら学 No.128 

春になると相模原市役所通りに満開の花を咲かせるのはソメイヨシノである 

 

問４：神奈中のバス保有数は日本一である 

正解：○ 

解説：さがみはら学 No.99 

神奈中バスのバス保有数は日本一である（２１２２両）（平成２９年１月１日現在） 

 

問５：相模原のシンボルの鳥、ヒバリはキジ目である 

正解：× 

解説：さがみはら学 No.129 

相模原の鳥、ヒバリが属する目はスズメ目 

 



問６：貸自転車があるのは何駅？ 

正解：②相模原駅 

解説：さがみはら学 No.95 

相模原駅に貸し自転車がある 

 

問７：相模原には粟飯原（あいはら）氏という武士がいた 

正解：○ 

解説：さがみはら学 No.169 

緑区相原には粟飯原（あいはら）氏という名前の武士がいた 

 

問８：市の施設で命名権取得可能な施設がある 

正解：〇 

解説：さがみはら学 No.11 

ギオンスタジアム、サーティーフォー球場、相模女子大学グリーンホールなど、市の施設で命名権取得

可能な施設がある 

 

問９：さがみはらぁ麺グランプリの初代王者は？ 

正解：②鈴木ラーメン店 

解説：さがみはら学 No.209 

潤水都市さがみはらフェスタで行わるさがみはらぁ麺グランプリの初代王者は『鈴木ラーメン店』であ  

る 

 

問 10：小田急相模原駅は、昔『相模原駅』という名前だった 

正解：○ 

解説：さがみはら学 No.100 

小田急相模原駅は、昔『相模原駅』という名前だったが、ＪＲが相模原駅を作ることになったことから、

『小田急』を頭につけた駅名になった。ちなみに小田急相模原は、小田急の駅では小田急永山ができる

までは、唯一、駅名に『小田急』を冠する駅だった 

 

問 11：その昔、草競馬が行われていた場所は？ 

正解：③陽光台 

解説：さがみはら学 No.175 

陽光台の辺りで草競馬が行われていた 

 

問 12：ケヤキの木はニレ科である 

正解：〇 

解説：さがみはら学 No.130 

相模原の木、ケヤキが属する科はニレ科 



問 13：相模原市民桜まつりで２０００人以上が踊って参加したのはどの曲か？ 

正解：①恋するフォーチュンクッキー 

解説：さがみはら学 No.328 

「恋するフォーチュンクッキー」ブームに乗じ、相模原市民桜まつりで２０００人以上で同曲を踊った

ことがある 

 

問 14：城山の自然を駆け抜けるグループかペアで参加できるランニング大会は「さがみ風っ子トレイル

ランニング」である 

正解：〇 

解説：さがみはら学 No.206 

城山の自然を駆け抜けるさがみ風っ子トレイルランニングはグループかペアでなければ参加できない 

 

問 15：宮ケ瀬湖には何人乗りのカヌーがあるか？ 

正解：①１０人 

解説：さがみはら学 No.94 

宮ヶ瀬湖には１０人乗りのカヌーがある 

 

問 16：麻溝には麻溝牛蒡（ごぼう）以外に、麻溝人参というブランド野菜がある 

正解：〇 

解説：さがみはら学 No.234 

麻溝には麻溝牛蒡以外に、麻溝人参というブランド野菜がある 

 

問 17：相模川ふれあい科学館アクアリウムさがみはらでは、主に相模川を中心とした海水魚が展示され

ている 

正解：× 

解説：さがみはら学 No.21 

相模川ふれあい科学館アクアリウムさがみはらでは、主に相模川を中心とした淡水魚が展示されてい 

る 

 

問 18：キムタクこと木村拓哉さんと北川景子さん主演のドラマ『HERO』において「城北警察署」のロ

ケ地として使われたのはどこでしょう？ 

正解：③相模原市役所 

解説：さがみはら学 No.286 

キムタクこと木村拓哉さんと北川景子さん出演のドラマ『HERO』のロケ地で相模原市役所が「城北警

察署」として使われた 

 

問 19：淵野辺に淵辺義博という武士がいた 

正解：○ 



解説：さがみはら学 No.172 

淵野辺には淵辺義博という武士がいた 

 

問 20：相模原市の人口７２万人は、全国の市町村で何番目か？ 

正解：②１８位 

解説：さがみはら学 No.1 

相模原市の人口７２万人は、全国の市町村で第１８位の人口数である 

 

問 21：sagamix（サガミックス）は、相模原にゆかりのある商品を豊富に取りそろえたアンテナショッ

プである 

正解：〇 

解説：さがみはら学 No.24 

南区相模大野にある sagamix（サガミックス）は、相模原にゆかりのある商品を豊富に取りそろえた

アンテナショップである 

 

問 22：相模大野アートクラフト市は年何回開催されているか？ 

正解：①2 回 

解説：さがみはら学 No.205 

女の子に大人気な相模大野アートクラフト市は年２回、春と秋に行われる 

 

問 23：ファンキーモンキーベイビーズのヒット曲『Lovin‘Life』の PV のロケ地は麻布大付属高校の

屋上である 

正解：〇 

解説：さがみはら学 No.287 

ファンキーモンキーベイビーズのヒット曲『Lovin’ Life』のＰＶのロケ地は麻布大学付属高校の屋上

である 

 

問 24：相模原市内の「汚水管」のマンホールのフタには、何の植物が描かれているか？ 

正解：③けやき 

解説：さがみはら学 No.4 

相模原市内の汚水管のマンホールのフタには、市の木けやきが描かれている 

 

問 25：せき製麺の「せき」は、どこから来ている？ 

正解：②関という土地 

解説：さがみはら学 No.238 

せき製麺は『せき』とは土地の名前である「関」から来ている（関の交差点などが実際にある） 

 

 



問 26：2011 年の地震後、地盤のしっかりしている相模原が全国住みたい度ランキングで 2 位になっ

た 

正解：× 

解説：さがみはら学 No.327 

２０１１年、相模原台地の地盤の固さが評価され、相模原市への住みたい度が全国で２番目の上昇率だ

った 

 

問 27：星が丘の地名の由来は？ 

正解：①陸軍のしるし 

解説：さがみはら学 No.171 

星が丘の由来は陸軍のしるしである星にちなんだものである 

 

問 28：桜美林大学は獣医さんが主役の映画のロケ地になることが多い 

正解：× 

解説：さがみはら学 No.289 

麻布大学は獣医さんが主役の映画のロケ地になることが多い（愛犬ロシナンテの災難、獣医ドリトルな

ど） 

 

問 29：相模原消防署には「スーパーレスキューはやぶさ」の愛称で親しまれる特別高度救助隊がいる 

正解：〇 

解説：さがみはら学 No.26 

相模原消防署にはスーパーレスキューはやぶさの愛称で親しまれる特別高度救助隊がいる 

 

問 30：相模川芝桜ラインの芝桜、はじまりは一体なんでしょうか？ 

正解：③ゴミのポイ捨て防止 

解説：さがみはら学 No.123 

相模川芝桜ラインの芝桜のはじまりは、ごみのポイ捨て防止からだった 

 

問 31：分別戦隊シゲンジャーの一番右端は誰？ 

正解：①アブラブラウン 

解説：分別戦隊シゲンジャー銀河のパワー担当！油は分別してゴミに出してね！ 

 

問 32：住友林業の小島さんは地域の先生 WEB の中で『○○を好きになってください』と言っているが、

○○に入る言葉は何でしょう？ 

正解：②自分自身 

解説：地域の先生＠WEB を見てチェック！ 

 

 



問 33：中央区相模原の西門商店街にある、笑顔で買い物客を迎えてくれる「呼ぶ赤い手 青い手」は商

店街活性化のために芸術家の誰が制作した作品でしょうか？ 

正解：①岡本太郎 

解説：さがみはら学 No.6 

中央区相模原の西門商店街にある、笑顔で買い物客を迎えてくれる「呼ぶ赤い手 青い手」は商店会活

性化のために芸術家の岡本太郎さんが制作した作品である 

 

問 34：映画制作等のロケ撮影の誘致活動を行っている団体の名前は？ 

正解：③さがみはらフィルムコミッション 

解説：さがみはら学 No.290 

映画制作等のロケ撮影の誘致活動を行っている『さがみはらフィルムコミッション』は、平成１７年に

設立された 

 

問 35：相模原市役所はその昔、橋本にあった 

正解：× 

解説：さがみはら学 No.180 

相模原市役所は昔、上溝にあった 

 

問 36：相模原には海外の掘削機械メーカーの日本支社があるが、どんな理由からでしょうか？ 

正解：②地盤が頑強だった 

解説：さがみはら学 No.332 

相模原の、特に淵野辺周辺の地盤は頑強で、そこに目を付けて海外の掘削機械メーカーの日本支社があ

る 

 

問 37：津久井のピザ屋『童人夢農場（ドリームファーム）』にはピザのアジアチャンピオンがいる 

正解：× 

解説：さがみはら学 No.236 

津久井のピザ屋『童人夢農場（ドリームファーム）』はピザの世界チャンピオンがいる店である 

 

問 38：相武台の龍太郎ラーメンはジャニーズのあるメンバーの実家であるが、それは誰？ 

正解：③ＮＥＷＳ小山 

解説：さがみはら学 No.233 

相武台の『龍太郎ラーメン』はＮＥＷＳ小山くんの実家である 

 

問 39：20 周年を記念して作成された FMHOT の局ロゴは『ほっとする時間をおとどけ』を表す『マグ

カップ』である 

正解：× 

解説：さがみはら学 No.299 



20 周年を記念して作成されたＦＭＨＯＴの局ロゴは「ほっとする時間をおとどけ」を表す「ティーカ

ップ」である 

 

問 40：東丹沢山系の白馬尾根では冬に雪が降ると、ウサギが空に跳ね飛んでいるように見える 

正解：× 

解説：さがみはら学 No.330 

東丹沢山系の白馬尾根は、冬に雪が降ると、白馬が空に駆け上がるように見える。緑区鳥屋地区から眺

めることの出来る期間限定のこの風景を『鳥屋の白馬』と呼ぶ 

 

問 41：桜上水法律事務所の中島さんの出身地は？ 

正解：②町田市 

解説：地域の先生＠WEB を見てチェック！ 

 

問 42：相模原市の人口約７２万人は、鳥取県の人口より多い 

正解：〇 

解説：さがみはら学 No.33 

相模原市の人口７２万１４７７人（平成２９年１月１日現在）は、鳥取県の人口５６万８７７５人（同

月現在）より多い 

 

問 43：相模原納涼花火大会の日は、エフエムさがみで１日花火大会の何の情報が流れるでしょう？ 

正解：③交通情報 

解説：さがみはら学 No.300 

相模原納涼花火大会の日は、エフエムさがみで一日花火大会会場への交通情報が流れる 

 

問 44：『ムーンウォーク世界大会』を連覇した唯一の人物は、ミスターＴＫである 

正解：〇 

解説：さがみはら学 No.204 

『ムーンウォーク世界大会』を連覇した唯一の人物、ミスターＴＫである 

 

問 45：相模原市南区に本当にあった城は？ 

正解：①磯部城 

解説：さがみはら学 No.174 

磯部には磯部城という城があった 

 

問 46：2013 年に相模大野にできたたくさんのお店やレストラン、広場や市民交流センターなどが入

った大型施設は、何という？ 

正解：①ボーノ相模大野 

解説：さがみはら学 No.9 



２０１３年に相模大野にできたたくさんのお店やレストラン、広場や市民交流センターなどが入った

大型施設は、ボーノ相模大野という 

 

問 47：相模原 JC で活動する田畑君の小さい頃の夢はなんですか？ 

正解：①野球選手 

解説：地域の先生 WEB を要チェック！ 

 

問 48：相模女子大をずっと『女性力士の養成所』と思っていたのはどの芸能人でしょうか？ 

正解：③ガッツ石松 

解説：さがみはら学 No.326 

相模と相撲の読み間違いからガッツ石松は相模女子大をずっと『女性力士の養成所』と思っていた 

 

問 49：相模原の紹介本の表紙はアイドルが務めることが多い 

正解：〇 

解説：さがみはら学 No.288 

相模原の紹介本の表紙はアイドルが務めることが多い（田口淳之介さん、小山慶一郎さんなど） 

 

問 50：さがみはら学制作委員会の宮崎裕樹くんの所属委員会はどれ？ 

正解：②拡大支援委員会 

解説：さがみはら学の背表紙をチェック！ 

 

 

さあ、みんなは何点取れたかな！？ 
 

 

【出題者からのお礼の一言】 

 

最終日までお付き合いいただきまして、ありがとうございました！ 

新型コロナウィルス感染症の感染拡大防止が叫ばれるなか、不要不急の外出を自粛されたうえで GW ク

イズ王決定戦をお楽しみいただいたことと思います。 

対応に追われる行政や医療現場の最前線に立つ医療従事者の方々、感染拡大予防に取り組む企業に代わ

りまして、重ねてお礼申し上げます。 

残念ながらゴールデンウィークは終わってしまいますが、引き続き感染予防策を徹底してまいりましょ

う！ 

 

5/5 担当者 福島祐作 

 



【問題作成チームから参加のお礼】 

 

この度は「＃ステイホームさがみはら ゴールデンウイーククイズ王決定戦」にご参加くださりまして誠

にありがとうございました。問題作成チームのリーダーの梶山です。参加してくださったことにチーム

を代表してお礼申し上げます。 

３年前、２０１７年にさがみはら学制作委員会の委員長を務めさせていただいた者です。市民のシビッ

クプライドの醸成を目的として、企画、作成しました。とは言いながら、自分自身がこういうものを作り

たかっただけなんですけどね。 

自分は生まれは東京、育ちは海外です。矢部にある麻布大学へ進学した１８のあの日から、２０年。気が

付けば２０年相模原市民です。そんなよそ者の自分だから、このまちの色々が新鮮でしょうがありませ

んでした。 

どうして山から山に鯉のぼりを引っかけちゃったんだろう、しかもあんなたくさん。 

どうしてダチョウを名物だと言い張るんだろう。 

どうしてあんな馬鹿デカい凧を死にかけながら揚げたいんだろう。 

どうして民家の敷地のような、こんなところに線路があるんだろう。 

純粋な気持ちで、このまちを楽しむために「さがみはらクイズ王決定戦」という事業を、その年の相模原

市民桜まつりで行いました。この「さがみはら学」はその大会のための公式テキストとして作成したので

す。青年会議所のメンバーと一般市民、そして博物館や観光協会らの地域の団体・機関に参加していただ

いた制作委員会でした。 

 

あれから３年、こういったかたちで、コロナで苦しむ相模原の皆さんに、ステイホームなための良質な暇

つぶしとして再度クイズ王決定戦が開かれるとは・・・世の中わからないですねえ。 

 

しかし、想像を超えるたくさんの方の参加に正直驚いています。 

 

正直、３年前から「さがみはら学」は改定をしていません。誤字脱字を少しずつ直しながら誤魔化し誤魔

化しで今回の第 4 版まで来ちゃったので、正直問題作りも苦戦しました。皆さんには、引っかけじゃな

く、シンプルに問題文が意味不明だった箇所があったかもしれません。ここで、当時の制作委員会を代表

してお詫びさせてください。ご迷惑おかけして大変申し訳ないです。 

 

それでも、これが、「さがみはら学」があったから、今回のような事業が、緊急でしたがこのように行え

たから、無駄じゃなかったんだな、と思えてうれしいです。 

 

『世界は二人称、誰かいらない』 

世界のどっかの片隅で、泣いてるあの子を笑顔にするため。 

楽しいことがなくなった世界で、それでもエンターテイメントはあなたのすぐソバにある。 

そんなあなた（相模原市民）に、目の前の当たり前の楽しみ方を教えてあげたい。 

「さがみはら学」にはそんな気持ちを詰めこみました。 



実際“その時”が来ることは１ミリも願っていませんでした。 

でも“その時”が今年来てしまった・・・正直、複雑な気持ちで準備を進めました。 

 

なので、参加者数を確認した時、安堵の気持ちでいっぱいでした。 

SNS などの反響の声も嬉しくて泣きそうになったのは内緒でお願いします。 

４日連続で参加してくれた人もいるんだなって、管理画面を見ながら胸が詰まる思いでした。 

願わくば、参加された方が、ひと時でも、一瞬でも、クイズを解く楽しい気持ちで、優勝賞品へのワクワ

ク感で、つまんなくてもどかしくて、もしかしたら苦しくてしょうがなかった今年のゴールデンウイー

クの記憶を笑顔に塗り替えることができちゃって、それでもって、自らの身の回りが魅力的に見えたん

なら、相模原は、きっと大丈夫。 

 

まだ、もうちょっと大変な時期が続くけれど、あなたがクイズを解いてステイホームしてくれたから、あ

なたの大事な人の命がきっと助かった。 

だから、相模原の、まちの元気はまだへこたれずに済んでいる。 

お外に出かけても平気になったら、まちの中の「さがみはら学」探してみてね。 

まだ知らない人に相模原の“面白い”を伝えてあげてね。 

 

誰かのためじゃなくって 

大好きな人のために 

大好きなまちのために 

もうちょっと我慢しよう。 

 

相模原は、きっと大丈夫。 

 

長々とお付き合いくださり、どうもありがとうございました。 

 

 

問題作成チーム 

梶山純、大西孝幸、細野雄太郎、八木貴弘、佐藤賢、 

沼尾将輝、中島圭太、福島祐作、中山俊介、平野晋哉、秋野真悟 

special thanks 

宮下三郎実行委員長、川井赳彦リーダー他、動画撮影チーム、地域の先生に参加してくれたメンバー 

and . . . You 

 


