
 

今日の解答（5/2） 

 

問１：相模原名物決定戦「Ｓ－1グランプリ」の初代優勝者、福よしの商品はどれか？ 

正解：②とろけるハンバーグ 

解説：さがみはら学 No.211 

相模原名物決定戦『Ｓ―１グランプリ』の初代優勝者は『とろけるハンバーグ』の福よしである 

 

問２：相模川の源流は山中湖である 

正解：〇 

解説：さがみはら学 No.102 

相模川の源流は山中湖である 

 

問３：ＪＲ矢部駅周辺には誰も使わない何があるでしょうか？ 

正解：③線路 

解説：さがみはら学 No.305 

ＪＲ矢部駅周辺は突如として線路が出現するスポットがある 

 

問４：古書店業界大手のブックオフの１号店は中央区千代田にあり、現在も本社は緑区橋本にある 

正解：× 

解説：さがみはら学 No.12 

古書店業界大手のブックオフの１号店は中央区千代田にあり、現在も本社は市内の南区古淵にある 

 

問５：麻布大学付属高校(旧淵野辺高校)卒業のサッカー日本代表選手は太田宏介選手ともうひとり誰? 

正解：②小林悠 

解説：さがみはら学 No.244 

麻布大学付属高校（旧渕野辺高校）卒業のサッカー日本代表選手がいる。（太田宏介選手、小林悠選手） 

 



問６：県道５１号町田厚木線は、昭和天皇が町田駅から士官学校まで行幸したことから、別名「行幸道路」

と呼ばれる 

正解：〇 

解説：さがみはら学 No.29 

県道５１号町田厚木線は、キャンプ座間がかつて大日本帝国陸軍士官学校だった際に昭和天皇が町田

駅から士官学校まで行幸したことから別名「行幸道路」と呼ばれる。 

 

問７：カナコ―の大久保さんが会社の事業で取り組んでいないのはどれでしょうか 

正解：③美容院 

解説：地域の先生＠WEB 

カナコ―ホールディングスでは、遺跡発掘、喫茶店、その他営んでおります 

 

問８：相模原のヒーロー分別戦隊シゲンジャー銀河は 7 人組で、青・白・黄色・ピンク・オレンジ・茶

色あと一つの色は？ 

正解：②赤 

解説：さがみはら学 No.302 

相模原のヒーロー分別戦隊シゲンジャー銀河は 7 人組で、赤・青・白・黄色・ピンク・オレンジ・茶

色である 

 

問９：関東ローム層で最も遠くから飛んできた火山灰はどこからでしょうか？ 

正解：③九州 

解説：さがみはら学 No.107 

相模原市の関東ローム層（赤土）の中には、九州南部にあった火山が約３万年前に巨大噴火を起こした

ときに噴出された火山灰が含まれている 

 

問 10：相模原出身の『風乃富士』という力士がいる(中央区出身) 

正解：× 

解説：さがみはら学 No.245 

相模原出身の『相模富士』という力士がいる（中央区出身） 

 

問 11：小田急相模原駅にある大型商業施設の名前はラクアルオダサガともうひとつは？ 

正解：①ペアナード・オダサガ 

解説：さがみはら学 No.８ 

小田急相模原駅にはペアナード・オダサガとラクアルオダサガという大型商業施設がある 

 

問 12：写真のうち、相模原のキャラじゃないのはどれ？ 

正解：① 

解説：市内キャラは②は「さがっぱジョー」、③は「ちゅ～太」の２体である。 



さがみはら学の市内のキャラクター紹介ページ参照 

 

問 13：相模原最初の図書館は清新にあった 

正解：× 

解説：さがみはら学 No.131 

相模原最初の図書館は上溝にあった 

 

問 14：１９９０年、京王相模原線が開通した年にオープンした沿線の施設はどれか？ 

正解：①サンリオピューロランド 

解説：さがみはら学 No.73 

京王相模原線が橋本駅まで開通したのは１９９０年であり、これは沿線にあるサンリオピューロラン

ドが開園した年でもある。 

 

問 15：津久井地区にある清水酒造は、1668年、江戸桃山時代に創業した神奈川県最古の酒蔵である 

正解：× 

解説：さがみはら学 No.212 

津久井地区にある清水酒造は、１７５１年宝暦元年に創業した神奈川県で最古の酒蔵である 

 

問 16：アニメ『未来日記』で相模原が舞台に使われているが、それはＪＲ相模原駅前である 

正解：〇 

解説：さがみはら学 No.308 

ＪＲ相模原駅前が、アニメ『未来日記』の舞台になっている 

 

問 17：JR相模線はもともと何を運ぶために使われたでしょうか？ 

正解：③砂利 

解説：さがみはら学 No.76 

ＪＲ相模線はもともと砂利を運ぶために作られた 

 

問 18：相模原市内には３２館、公民館がある 

正解：〇 

解説：さがみはら学 No.40 

相模原市内には 32館公民館がある（平成２９年１月１日現在） 

 

問 19：相模原市には個人で花火を打ち上げることができる花火大会がある、その大会名は？ 

正解：③相模原納涼花火大会 

解説：さがみはら学 No.186 

相模原納涼花火大会では個人で花火を打ち上げることができる(メッセージ花火企画） 

 



問 20：野球の甲子園で優勝した東海大相模高校は、相模原市にある高校である 

正解：〇 

解説：さがみはら学 No.242 

野球の甲子園で優勝した東海大相模高校は、相模原にある高校である 

 

問 21：とことん餃子のスペシャルメニューはどれか？ 

正解：①フキノトウ餃子 

解説：地域の先生＠WEB 

フキノトウ餃子始め、野菜系餃子が女性に大人気 

 

問 22：相模原に伝わる「てるて姫伝説」で、てるて姫が恋に落ちたの誰？ 

正解：①小栗判官（はんがん） 

解説：さがみはら学 No.136 

相模原に伝わる『てるて姫伝説』で、てるて姫が恋に落ちた相手は敵方の侍大将・小栗判官（おぐりは

んがん）である 

 

問 23：SC相模原に現在在籍していた当時の、元日本代表選手・川口能活の背番号は 1番である 

正解：× 

解説：さがみはら学 No.250 

ＳＣ相模原に現在在籍していた当時の、元日本代表選手『川口能活』の背番号は２３番である 

 

問 24：江戸時代の上九沢の農民は花火をやってはいけなかった 

正解：× 

解説：さがみはら学 No.142 

江戸時代の上九沢には農民が守るべき決まりごとがあり、その中に酒を飲んではいけないというルー

ルがあった 

 

問 25：相模原市の面積は神奈川県で何番目か？ 

正解：②２番 

解説：さがみはら学 No.34 

相模原市の面積３２８．９１㎢は、横浜市の面積４３７．４９㎢に次いで神奈川県の中で２番目に広い 

 

問 26：ＪＲ中央本線は相模原市内を走っていない 

正解：× 

解説：さがみはら学 No.74 

ＪＲ中央本線は相模原市内を走っている（藤野と相模湖が駅） 

 

 



問 27：相模原で食用として飼われている有名な動物はどれ？ 

正解：②ダチョウ 

解説：さがみはら学 No.215 

相模原で食用として飼育されている珍しい動物はダチョウである（ダチョウジャーキーなど） 

 

問 28：相模原には左利き専門の文房具を扱うお店があるがある 

正解：〇 

解説：さがみはら学 No.306 

相模原には日本唯一の左利き専門の文房具を扱うお店がある。 

 

問 29：日本全国でもとても有名な早戸大滝の落差は何ｍでしょうか？ 

正解：②５０ｍ 

解説：さがみはら学 No.104 

まぼろしの大滝とも呼ばれ、日本全国でもとても有名な早戸大滝の落差は５０ｍである 

 

問 30：緑区橋本台にあるＬＣＡ国際小学校は、２００８年に通学制として日本で初めて株式会社として

設立された何スクールか？ 

正解：③インターナショナルスクール 

解説：さがみはら学 No.28 

緑区橋本台にあるＬＣＡ国際小学校は、２００８年に通学制として日本で初めて株式会社として設立

されたインターナショナルスクールである 

 

問 31：相模原市が相模原町だったころ、座間が含まれていた 

正解：〇 

解説：さがみはら学 No.139 

相模原市が相模原町だったころ、座間地域が含まれていたことがある 

 

問 32：相模原市民桜まつり実行委員長は毎年、相模原市長がつとめる 

正解：× 

解説：さがみはら学 No.182 

相模原市民桜まつり実行委員長は毎年、相模原青年会議所の理事長が就任する 

 

問 33：相模川は次のうち日本の何の発祥の地でしょう？ 

正解：③カヌー 

解説：さがみはら学 No.246 

相模川は日本のカヌー発祥の地である 

 

 



問 34：「寸沢嵐」この地名の読み方は？ 

正解：②すわらし 

解説：相模原市の北西部に位置し、山間部にあたる 

 

問 35：相模原市は１世帯当たりの年間のゴルフプレー料金は日本で何番目か？ 

正解：①１位 

解説：さがみはら学 No.47 

相模原市は１世帯当たり（２人以上の世帯）の年間のゴルフプレー料金が１万８８３４円で日本一であ

る（平成２７年統計） 

 

問 36：相模の大凧には日本一の大きさを誇る『四間凧』が上げられる 

正解：× 

解説：さがみはら学 No.188  

相模の大凧には日本一の大きさを誇る『八間凧』が上げられる（大きさは四方１４．５ｍ） 

 

問 37：女子サッカーチーム、ノジマステラ神奈川県相模原は何年になでしこリーグに昇格した？ 

正解：③2017 

解説：さがみはら学 No.253 

女子サッカーチーム、ノジマステラ神奈川相模原は２０１７年になでしこリーグに昇格した 

 

問 38：相模原に人が住み始めたのはいつでしょう？ 

正解：①約 3.5 万年前 

解説：さがみはら学 No.132 

約３，５万年前にすでに相模原に人が住んでいた 

 

問 39：相模原に駅ができるリニア中央新幹線の開通は２０３０年である 

正解：× 

解説：さがみはら学 No.51 

相模原に駅ができるリニア中央新幹線の開通は２０２７年である 

 

問 40：相模原市で一番高い山は虻ヶ岳である 

正解：× 

解説：さがみはら学 No.105 

相模原市で一番高い山は蛭ヶ岳で、その標高は１６７３m 

 

 

 

 



問 41：相模原市の終身名誉観光親善大使は次のうちどれでしょう？ 

正解：③片山右京 

解説：さがみはら学 No.241 

相模原出身の元Ｆ１ドライバーの片山右京さんは、相模原市の終身名誉観光親善大使である 

 

問 42：相模原市内の駅の数は１２駅である 

正解：× 

解説：さがみはら学 No.72 

相模原市内の駅の数は１３駅である 

 

問 43：相模原市民桜まつりが始まったのは何年か？ 

正解：①1974年 

解説：さがみはら学 No.181 

相模原市民桜まつりが始まったのは１９７４年である 

 

問 44：こけ丸がマスコットキャラクターの相模原中央商店街のホームページのアドレスは

「kokemaru.jp」である 

正解：× 

解説：さがみはら学 No.304 

こけ丸がマスコットキャラクターをつとめる相模原中央商店街のホームページのアドレスは「こけ

丸.jp」である 

 

問 45：相模国高倉郡で三つ子が生まれたと記述があった書物はどれ？ 

正解：①日本書記 

解説：さがみはら学 No.140 

日本書紀に、675年、相模国高倉郡で三つ子の男の子が生まれたという記述がある 

 

問 46：女子サッカーワールドカップで優勝したなでしこジャパン『川澄奈穂美』選手は麻布大付属高校

卒業である 

正解：× 

解説：さがみはら学 No.255 

女子サッカーワールドカップで優勝したなでしこジャパン『川澄奈穂美』選手は県立弥栄西高校出身で

ある 

 

問 47：自衛隊神奈川地方協力本部のたま（弾）くんの特技は 

正解：①ほふく前進 

解説：地域の先生＠WEB 

自衛隊神奈川地方協力本部のかわいいマスコットキャラクター、たま（弾）くん 



 

問 48：戦国時代に相模原を治めていたのは北条家である 

正解：〇 

解説：さがみはら学 No.133 

戦国時代に現在の相模原市を治めていたのは北条家である 

 

問 49：ＪＡＸＡ相模原キャンパスの移転が噂された時、地元は移転に反対し、何を行ったか？ 

正解：③署名活動 

解説：さがみはら学 No.64 

ＪＡＸＡ相模原キャンパスは一時移転が噂され、地元が移転反対の署名運動を行った 

 

問 50：相模原名産のヤマトイモは、『さがみ長寿芋』と呼ばれている 

正解：〇 

解説：さがみはら学 No.216 

相模原の名産品のヤマトイモは、『さがみ長寿芋』と呼ばれている 

 

 

さあ、みんなは何点取れたかな！？ 
 

【出題者からのお礼の一言】 

本日はご参加いただき、ありがとうございました！今回の問題作成にあたり、元となった「さがみはら

学」を初めて学びました。そうなんだ！と感心することがとても多く、今後、相模原市に限らず、外へ出

かけた際には色々なことに目を向けることも多方面で必要と感じた次第です。今は難しくとも、いつも

通り外へ出かけられる、本日「♯ステイホームさがみはら」にご参加いただき、そんな日が戻ってくるの

に近づけたのではないかと思います。皆さまと協力し、この危機を乗り越えて行きましょう！是非、明日

以降もご参加お待ちしております！他の問題もお楽しみに！！ 

 

5/2担当者 大西孝幸 

 


