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92 クイズ　地図でさがそう第１問「御岳昇仙峡」 Ａ

92 クイズ　地図でさがそう第２問「甲府城」 Ｂ

92 クイズ　地図でさがそう第３問「甲斐銚子塚古墳」 Ｃ

92 どんな動物に会えるのかな。

【草食動物】
ゾウ，レッサーパンダ，モルモット，ウサギ，シバヤギ，ミニブタ，ベネットアカクビワラビー
カナダヤマアラシ，アフリカタテガミヤマアラシ，ポニー，ミニチュアホース，アメリカビーバー，ブラジ
ルバク
【肉食・雑食・魚を食べる動物】
トラ，ライオン，マレーグマ
【サルの仲間（中～大型）】
チンパンジー，シロテテナガザル，ジェフロイクモザル，エリマキキツネザル，ワオキツネザル
【サルの仲間（小型）】
コモンリスザル，ワタボウシパンシェ，コモンマーモセット，クロミミマーモセット
【鳥類】
ワライカワセミ，コブハクチョウ，チリフラミンゴ，アンデスコンドル，マゼランペンギン
【は虫類】
アルダブラゾウガメ，ケヅメリクガメ，アカアシガメ，ホルスフィールドリクガメ，ミツユビハコガメ，カ
リフォルニアキングスネーク，コーンスネーク

92 どうして甲府市に県庁があるのかな？

その理由を甲府の名称から探ってみる。甲府とは「甲斐の府中」の略である。戦国時代に武田氏が名付けた
と言われている。府中とは，国の政治・経済・文化の中心地という意味がある。甲斐の国は，その後，明治
に入り甲斐府から甲府県を経て山梨県となり，急速に近代化が進んだ。山梨県庁は，かつて甲斐の国の政治
の中心であった甲府城の敷地内に設けられている。このような歴史から，山梨県の中心として甲府市が県庁
所在地となった。

94
南アルプス市には，日本で２番目に高い山があり
ます。何という山でしょう。

北岳
3193.2ｍ

94 クイズ　地図でさがそう第１問　「徳島せぎ」 Ｂ

94 クイズ　地図でさがそう第２問　「将棋頭」 Ｃ

94 クイズ　地図でさがそう第３問　「安藤家住宅」 Ａ

95
内藤多仲博士が設計した塔は，どんな塔があるで
しょうか？

東京タワー（333m）をはじめ，大阪の通天閣（103m），名古屋テレビ塔（180m），札幌テレビ塔（147
ｍ），博多タワー（当時90m）別府テレビ塔（100m）の他，日本興行銀行や歌舞伎座等も設計した。

95
山梨県内の建物も設計しました。どんな建物があ
るのか調べてみましょう。

山梨県庁や山梨信用金庫本店を始め，山梨学院大学の古屋記念堂等の設計に携わった。現存している建物が
少なくなってきている。

95
どぐキャラ総選挙で日本一になった「子宝の女神
ラヴィ」です。市のためにどんな活躍ができるか
しら？

略

96
市の花は，さくらです。なぜ，さくらが市の花に
なったのかな？

「サクラ」の語は有史以前からあり，一つの説では，富士の頂から花の種をまいて花を咲かせたとされる，
コノハナサクヤヒメ【木花開耶姫】（甲府盆地に春を告げ，信玄堤でも開催される祭り「おみゆきさん」を
行う一宮浅間神社の祭神でもある）の「さくや」からとったという説はよく知られている。
甲斐市には，信玄堤，ドラゴンパーク，矢木羽湖周辺，光照寺などサクラの名所が数多くあり，市民に愛さ
れ，多くの人々の心に安らぎを与えてくれる花である。（甲斐市HPより）

96 クイズ　第１問　「○社神社」 三社神社

96 クイズ　第２問　「△△△△パーク」 ドラゴンパーク

96 クイズ　第３問　「○△△いも」 やはたいも（taro）

98
市の鳥は「しらさぎ」（White Heron）です。な
ぜ，しらさぎが市の鳥になったのかな？

水辺に生息する「しらさぎ」は，多くの河川や水田を有し，自然豊かな中央市を象徴する鳥としてふさわし
いので，市の鳥になった。

98
シラサギには，四つの種類がいるんだって！調べ
てみたいな！

ダイサギ，チュウサギ，コサギ，アマサギ（地方によっては，ほかの種類を入れる場合もある。）

98 クイズ　第１問　「釜無川」「笛吹川」

98
クイズ　第２問「丘陵地帯Ａはなんとよばれてい
るでしょう。」 曽根(そね)丘陵

98

昔，堤防を工事する人たちが歌った「粘土節」。
なぜ，女の人も参加するような堤防工事が必要
だったのかなあ？

釜無川はくり返し氾濫する河川だった。特に明治十八年の釜無川の氾濫は甲府盆地一円をどろと砂の海にし
てしまったため，時の政府は堤防の大改修を命じ，若い人か年をとった人か，男の人か女の人かに関係なく
地域住民が工事に参加した。

100

昭和町には，四つの学校があり，これらの学校の
校章には，必ずある昆虫が描かれています。その
昆虫とは何でしょう。また，なぜこの昆虫が，昭
和町のすべての学校の校章に描かれているので
しょうか。

校章に描かれているのは，源氏ボタルである。昭和初期，昭和町内を流れる鎌田川の周辺は，源氏ボタルの
名所で，昭和５（1930）年には，この源氏ボタルが，国の天然記念物に指定されるほどであった。そこで，
昔の昭和町のシンボルである源氏ボタルが，４校の校章に描かれている。

100
なぜ，昭和町には大きなお店や工業団地がいくつ
もあるのかな？

中央道や昭和バイパス，アルプス通りなど主要な道路がいくつも通っている他，平地で広い土地があり，大
きな建物が作りやすいため。

101 「かすみ堤の説明文」例
約500年ほど前，釜無川の氾濫を防ぐ方法として，武田信玄は，堤がとぎれとぎれになっている堤防を築い
た。これが，かすみ堤です。かすみ堤は，大水をいくつかに分けたり，また，あふれた水が引くのを手助け
するためのすきまをつくっておくという堤防だった。
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102
韮崎市はむかし甲州街道の宿場町だったそうだ
よ。この穴の開いている石は，何に使ったのだろ
う？

馬つなぎ石（馬をつなぐための石のこと）
江戸時代から明治にかけて，たくさんの人々が，米・麦などを馬にのせて，韮崎の町に売りにきた。そし
て，これらの品物を甲府や南巨摩の人たちが買いにやってきた。また，甲州街道の宿場町だったので，多く
の旅人も訪れた。韮崎の町の店屋さんでは，商人や旅人の馬をつなぐ石を家の前に備えておいた。

102
クイズ　地図でさがそう第１問　「韮崎大村美術
館」

韮崎市名誉市民の大村智博士が絵画や陶磁器などの美術品を鑑賞する楽しみや喜びを多くの人と共に分かち
合いたいためにつくった。2007年10月開館。2008年に大村智博士から韮崎市に寄付された。

102 クイズ　地図でさがそう第２問　「新府城跡」
武田勝頼は，甲府にあった府中（現在でいう県庁所在地）を韮崎の新しい府中に移した。その新しい府中に
建てた城であることから，新府城という名がついた。築城には，約１年半かかった。

102 クイズ　地図でさがそう第３問　「徳島せぎ」
徳島兵左衛門俊正が，1665年から南アルプス市の地域に水を引き，水田をつくるためにつくり始めた。1670
年に完成した。

102 新府城は，だれがつくった城だろう？ 武田勝頼

102 徳島せぎは，どのくらいの距離があるのだろう？ 17km（円野町上円井から南アルプス市曲輪田新田まで）

104
「日本百名山」「日本名水百選」に選ばれた山や
川を調べてみよう！

北杜市には
【百 名 山 】甲斐駒ヶ岳，瑞牆山，八ヶ岳，金峰山
【名水百選】尾白川，八ヶ岳南麓高原湧水群（三分一湧水・大滝湧水）
【平成の名水百選】金峰山・瑞牆山源流

104 クイズ　第１問　「山紫水明」にあてはまる写真 山（八ヶ岳）　紫（オオムラサキ）　水（尾白川）　明（ヒマワリ畑）

104
クイズ　第２問　「月見里県」「星見里市」の読
み方

月見里県（やまなしけん），　星見里市（ほくとし）
その昔，月の景観の美しさから，「月見里（やまなし）」という古名がついたといわれる山梨。その月見里
の中でも，美しい星空を望むことができる地として，北杜市を「星見里（ほくと）」と表現している。

105 シルクロードを伝わって日本に来た文化とは？
天平文化が栄えた天平時代に,シルクロード交易や遣唐使たちからもたらされた仏教が日本式に芸術的に高
められ,仏像や建築など数多くの最高傑作が生まれ，仏教が栄えた。

105
日本最古と言われる桜の種とともに宇宙に行った
日本人宇宙飛行士はだれでしょう？

若田光一さん。
日本の宇宙航空研究開発機構(JAXA)に所属する宇宙飛行士で，これまでにアメリカ航空宇宙局のスペース
シャトルやロシア連邦宇宙局のソユーズに搭乗して４度宇宙飛行ミッションを行った。

105 「水の山」って何のことだろう？
甲斐駒ヶ岳をはじめ八ヶ岳，瑞牆山などの日本百名山からもたらされる水の宝庫という意味を「水の山」３
文字に込めている。

105 「ユネスコエコパーク」って何のことだろう？
ユネスコエコパークとは，生態系の保全と持続可能な利活用の調和（自然と人間社会の共生）を目的として
ユネスコが開始した。地域の豊かな生態系や生物多様性を保全し，自然に学ぶと共に文化的にも経済・社会
的にも持続可能な発展を目指す取組。

105
北杜市には地形や気候を生かした農作物にどんな
ものがあるのかな？

北杜市は県内で最大の水田面積を有する水稲を主作物とする地域である。北杜市で栽培される農作物は，水
稲を中心に野菜（ダイコン，トマト，サツマイモ）・果物（リンゴ，ブルーベリー）等 様々な作物が作付
けされています。このことは降水量が少なく日照時間が長い点，そして年間の寒暖差が大きいことが深く関
わっている。

105 あなたは，どんなことで世界とつながりたいですか。 略

105
今，北杜市と韓国の抱川市で行っている交流の
きっかけは何でしょう？

抱川（ポチョン）市と北杜市の交流の始まりは，1995年（平成7年）に遡る。当時の高根町（現北杜市高根
町）の五町田のみなさんが，韓国ソウル市にある浅川巧の墓にはじめて訪れた際に，高根町長から託された
浅川巧のゆかりの地と姉妹結縁をしたいという旨の「親書」を林業研究院（現山林科学院）の院長であった
趙在明（チョ・ジェミョン）先生に手渡したことが最初のきっかけとなった。
これをきっかけに，現在，「中学生ホームステイ事業」「公務員相互派遣事業」「文化交流事業（文化交流
団受け入れ）」などを行っている。

106

クイズ第１問
根津嘉一郎さんの自宅があった場所はどこでしょ
う。どんなことをした人でしょうか。調べましょ
う。

Ｃ　根津嘉一郎は正徳寺村（現山梨市）出身。県会議員，村長を歴任した後上京して実業活動に専念し
た。甲州財閥の旗頭の一人として東武鉄道など，全国24社の鉄道会社の経営に関わり，「鉄道王」と呼ばれ
た。社会貢献にも力を尽くした人であり，衆議院議員，貴族院議員をつとめ，根津美術館・旧制武蔵高校
（武蔵大学）を創立した。県下すべての小学校にピアノを寄贈したことでも有名である。

106

クイズ第3問
「巨峰」が盛んにつくられている場所どこでしょ
う。「巨峰の丘マラソン」には県内外からたくさ
んの人が参加します。

Ｂ　笛川小学校をメイン会場とし，毎年恒例の山梨市巨峰の丘マラソン大会が開催されている。全国各地
から2500名を超えるランナーの皆様が参加され行われる大会である。

106

クイズ第３問
「西沢渓谷」はどこでしょう。たくさんの観光客
が来ます。特に秋は紅葉がきれいです。森林セラ
ピーという取り組みを進めています。

Ａ　山梨市内には，平成19年３月に森林セラピー基地の認定を受けてた西沢渓谷のほかに，セラピーロー
ドとして認定を受けた万葉ロード，巨峰の丘ロード，乙女湖ロードがある。山梨市森林セラピー推進協議会
では，より効果的な森林浴が体験できるよう，森林セラピーガイドによる森林セラピー体験を行っている。
〈西沢渓谷で森林セラピー体験〉森林に入り森の香りの成分「フィトンチッド」を浴びるとストレスホルモ
ンを減少させ，抗がんタンパク質と免疫力を高める効果があるとされている。西沢渓谷は「マイナスイオ
ン」が豊富で，ストレスを解消させてくれる癒しのスポットでもある。

107
古くから続いているがお祭りがあるよ。どんなお
祭りなのかな。

【徳和の天神祭】紙花で飾った山車と数基の灯篭を先頭に御輿をかつぎ，鉦・太鼓のお囃子で集落をねり歩
き春の訪れを願うお祭りである。
現在は，1月25日に近い日曜日を祭り日としている。暮れの25日頃より，大だま(小学6年)，小だま(小学5
年)が主体となり「おはつほ」と称する賽銭を集め，山車作りが始まる。当日，上・下組各3本～4本の山車
が吉祥寺に集合した姿は見事である。
元老・中老・若者衆・子若衆が祭神を祀り，祭礼を伝承していることは貴重である。

107
整えられた，道路や街並みだね。公園(park)もき
れいだね。

山梨市駅北側の市街地においては，統一感ある並みを維持するとともに，これらと調和した屋外広告物等の
誘導に努めている。山梨市駅南側の市街地においては，市街地環境の向上等，総合的なまちづくりを進める
中で， 市民の「おもてなしの心」が表れた，来訪者にとっても心地良い景観 となるよう，本市の玄関口と
して「顔」にふさわい街並みを創出している。
市役所周辺の市街地においては，防災機能等が確保され，機能性に富み，活力と魅力のある都市の中枢的な
拠点にふさわしい景観を創出している。

107
動物園があるよ。動物たちから，外国とのつなが
りも考えられそうだね。

【万力公園動物広場】（写真はカピパラ・アライグマ）・カピバラ，ベネットワラビー，アライグマ，マー
ラ，プレーリードック，シカ，フラミンゴ，クジャク，シマリス，ウサギ，サル，ヤギなど約40種類のかわ
いい動物たちに出会える。

107
色々な果物を作っているよ。何種類くらい作って
いるのか調べてみよう。

ぶどう　…　デラウェア・巨峰・ピオーネ・ネオマスカット・ベリーＡ・ロザリオビアンコ・藤稔・甲斐
路・甲州・赤嶺・ナイアガラ・シャインマスカット　など
もも　…　ちょひめ・日川白鳳・やまなし白鳳・加納岩白桃・白鳳・浅間白桃・嶺鳳・一宮白桃・川中島
白桃・山加白桃・ゆうぞら　など
いちご　…　「三富のいちご」
さくらんぼ　…　佐藤　錦・紅秀峰　「岩手のさくらんぼ」
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108 クイズ 地図でさがそう第１問「大菩薩峠」 Ａ

108 クイズ 地図でさがそう第２問「ぶどうの丘」 Ｃ

108 クイズ　地図でさがそう第３問「甘草屋敷」 Ｂ

108
「甲州市の花」「甲州市の木」「甲州市の鳥」は
あるのかな？　甲州市のホームページを調べてみ
よう！

「甲州市の花」　…　さくら
「甲州市の木」　…　ぶどう
「甲州市の鳥」　…　うぐいす

109
『二人の青年』この二人は何をした人たちだろう
か？あるくだものに関係があります。甲州市の
ホームページで調べてみよう！

高野正誠と土屋龍憲という青年。２人は，ワインづくりを学ぶためフランスへと旅立った。明治12年に，そ
の２人が勝沼で初めてワイン醸造を行った。

110
クイズ第１問
市章( 市のマーク) は川を表しています。その川
の名前は？

笛吹川

110
クイズ第２問
くだものづくりがさかんなのはどうしてでしょ
う。

水はけのよい土地だから。
昼と夜の温度差が大きいから。（日照時間も長い。）

111
クイズ第３問
県立博博物館，釈迦堂遺跡博物館は，左の地図で
Ａ・Ｂのどちらでしょう。

県立博博物館はＡ
釈迦堂遺跡博物館はＢ

112 クイズ 地図でさがそう第１問「六郷のはんこ」 Ｃ

112 クイズ 地図でさがそう第２問「四尾連湖」 Ｂ

112 クイズ 地図でさがそう第３問「レインボーレッド」 Ａ

112
中国風の建物やお城のような建物もあるんだっ
て。これって何だろう？

中国風：大門碑林公園（和紙づくりとともに書道が盛んな地域。中国の有名な石碑などがあり，主催の書道
展大賞作品は刻碑される。）
お城：歌舞伎文化公園（武田信玄の兄弟である一条信龍の館があった。初代市川團十郎の祖先がその一条家
に仕えていた。）

113
桑の葉ってこれまでどう利用されてきたのかな。
今はどう使われているんだろう？

かつて，絹を取るために蚕を育てる養蚕業が盛んで，そのエサに利用された。
現在は，健康面への効果などから，お茶として生産販売もされている。

113
市川三郷町とは違う地場産業なんだろうな。どん
なことやってるんだろう？

川で捕れる貝殻を利用したボタン作りが盛んで，「世界の真珠ボタンの首都」とも呼ばれ，世界生産の40%
をしめる時期もあった。

114

クイズ第１問
富士川町の増穂小学校で学んだこの人は，山梨県
で唯一人の総理大臣になりました。なんていう人
かな？

石橋湛山

114

クイズ第２問
旧舂米学校は，時の鐘に太鼓が使われていたの
で，今も太鼓堂と呼ばれているよ。いつ頃に作ら
れたか，P.56を見てみよう。

1876(明治９)年
学校や役場としても使用された。

114
クイズ第３問
ほうとうのようなこの食べ物は何でしょう？

みみ

114
日本の『さくら名所百選の地』にも選ばれた桜の
名所があるよ。

大法師公園の桜　(山梨県で唯一)

114
麺じゃないね。この写真の中のものに似ているか
らそう呼ばれるんだって。

この写真にある「箕(み)」（農作業で使う道具）からきている。福をすくい取るという意味も込められてい
る。

115
どうして5体しか残ってないのかな？　もしかして
戦争に関係あるのかな？

戦時中に敵国からきた人形ということで，やりでつつかれたり，焼かれたりした。
ヘルン・モナーは「人形には罪がない」と近所の方が自宅に保管していた。

116 クイズ 地図でさがそう第１問「硯匠庵」 Ｂ

116 クイズ 地図でさがそう第２問「奈良田の里」 Ａ

116 クイズ 地図でさがそう第３問「白糸の滝」 Ｃ

116 奈良田という地名は奈良県と関係あるのかな？

言い伝えによると，奈良時代に霊泉を求めてきた孝謙天皇が，奈良田にきて「おお，奈良の都は七条なる
が，この地は七段。ここも真に奈良だ」と驚いたという。この地を非常に気に入って，しばらく住んだとい
うことから，「奈良田」と呼ばれるようになったとも言われている。関西なまりに似た方言も関係があるの
かもしれない。

116
滝のところに銅像が建っている。登山と関わりが
ある人なのかな？

「お萬の方」の像。霊山である「七面山」は，女性が登ることはできなかったが，江戸時代にこの白糸の滝
で七日間身を清め，女性として初めて登頂を果たした。それ以降，現在のように誰でも登れる山としてにぎ
わっている。

118 クイズ地図でさがそう第１問「ラフティング」 Ａ

118 クイズ地図でさがそう第２問「カヤック」 Ｂ

118
実は「ぶっぽうそう」と鳴くのは，違(ちが)う鳥
だったんだって。その鳥の正体は？

コノハズク。名付けられてから，観察をしていてもブッポウソウと鳴かないことがわかり，しばらく声の主
は謎であった。ラジオの全国放送で流れたことをきっかけに，ミミズク科のコノハズクだとわかった。

119
ニコニコしている！どんな願いをこめて彫ったの
かな？

木喰上人は56歳から旅をはじめ，93歳で亡くなるまでに，北は北海道，南は鹿児島までの2万キロを超える
旅をした。旅先で巡り会った人々は，度重なる飢饉や疫病に苦しみ，木喰上人はそうした人々の悩みを聞
き，救済の願いを込めて仏像を彫った。木喰上人が旅の途中でよんだ和歌に，「みな人の心を丸くまんまる
に どこもかしこも丸くまん丸」という歌がある。微笑みをたたえた仏像には，いつの世も人の心がまるく
和やかであってほしい，そんな願いが込められたと思われる。

120 クイズ どちらにあるのかな第１問「千年桜」 Ａ

120 クイズ どちらにあるのかな第２問「最恩寺」 Ｂ

120 お茶やタケノコが作られる秘密は何だろう？
温かくて雨が多い気候が栽培に適している。
　お茶：水はけがよく朝霧の発生する土地
　タケノコ：日当たりのよい斜面の土地

120
南部せんべいとか南部鉄器って聞いたことあるけ
ど，なんか関係あるのかな？

南部氏が治めた東北地域の名産。南部鉄器は良質な原材料があったことから茶の湯の釜をつくったのが始ま
りとも言われている。長年の技術の積み重ねの中で，すぐれた品質で評価され続けている。南部せんべい
は，兵士たちが戦場で食べたことが始まりという説もあるなど，昔から親しまれていた。醤油仕立ての汁に
これを加えたせんべい汁も有名である。

甲
州
市

早
川
町

身
延
町

南
部
町

笛
吹
市

市
川
三
郷
町

富
士
川
町



市町村 ページ 投げかけ 解答例

122 富士吉田市の木や鳥は何かな。 木…しらかば　　鳥…アカゲラ

122 富士吉田市の特徴的な産業は何だろう。 織物業，電子部品工業，観光業等

122 クイズ 地図でさがそう第1問「富士山」 Ｃ

122 クイズ 地図でさがそう第2問「新倉山浅間公園」 Ｂ

122 クイズ 地図でさがそう第3問「白糸の滝」 Ａ

122
「富士吉田市のことを未来や世界に伝えていくた
めに，これからどんなことができるかしら。

・富士山の美しさを守っていく町づくり
・もっと多くの人が観光でやってくる町づくり
・交通の便がもっと良くなる町づくり
・より世界の国々とつながるような町づくり
・富士山の噴火から守れるような町づくり

124 クイズ第１問　何という動物でしょう。 ムササビ

124 クイズ第２問　何という山でしょう。 富士山

124 クイズ第３問　何をつくっているのでしょう 電気

126 七里は何ｋｍになるのでしょう 28km

126

クイズ第１問
道志村は水がとてもきれいです。そのため日本一
の生産の量の野菜があります。さて，何でしょ
う。

クレソン（和名：西洋ぜり，オランダがらし）
明治初期にオランダから入ってきた外来植物
で，水のきれいな場所でしか育たない。
野生種を品種改良したものが水田などで栽培され，市場に出荷されている。フランス語である。

126

クイズ第２問
道志村は横浜市と深いつながりがあります。水源
を守るために特に大切にしているものは，何で
しょう。

水源林。道志川のきれいな水を保つには，水源地の山に生えている木のはたらきが必要である。そのため，
水源林をよい状態に管理することが大切で間伐（かんばつ）などが行われる。

126
クイズ第３問
上の四里塚の写真の場所は，ＡＢＣのどこ？
地図でさがそう。

Ｂ（神地）月夜野の起点塚から大渡（一里），椿（二里），竹之本（三里），神地（四里），川村（五
里），長又（六里），山伏峠（七里）の各地区に塚が建てられている。

127 赤道を越えても腐らないってどんな意味だろう？

灌木の密生帯を抜けて流れ落ちる道志谷の清冽なしぼり水は，清純素朴な山峡の香りを封じ込んで「天下の
名水・水晶水として讃えられてきました。その水晶水の水質を語るとき，太平洋を横断する船舶に積み込ま
れる飲料水の中では，「赤道直下の気温の激変にも変質した例がない」と評価され，その昔「赤道を越えて
も腐らない」と船乗りから賞賛された。　（道志七里物語　引用）

127 魚がたくさんいるのはなぜかしら？
森林が保全されているので，川の水質がよく，きれいな渓流にしか住めないヤマメやアユなどをはじめとす
る水棲生物に適している。

127 マッシュプーリーって何だろう？
山の中で切った木材を運び出すための機械。
山奥で切った木を運び出すのは，とても大変。この機械は，ロープウェイのように木をロープにつるし，エ
ンジンの力を使ってロープを動かして運ぶことができる。

128 クイズ第１問　山の里　何という山でしょう。 三ッ峠

128 クイズ第２問　水の里　その水源は，どこでしょう。 富士山にしみこんだ地下水

128
クイズ第３問　織物の里　いったいどんな製品を
作っているでしょう。

ネクタイや洋傘の布，婦人服やマフラーなどの布も作っている。

129

槇田斯興
西桂町に小学校ができる前，「こうしん学校」を
開き，９年間，子どもたちの教育につくしまし
た。どんな勉強をしていたのでしょう。

四書五経

129
春祭り，道祖神祭り・・・祭りがいっぱい。どん
な思いで祭りが行われているのでしょう。

・家族の健康を願って　・農作物が豊作になるように　・病気や火事，災害がおこらないように

129 甲州織りでどんな商品を作れるでしょう。 自由な発想で

129
新しくなった町の文化施設。どのような使い方が
あるかな。

子供たちからお年寄りまで，多くの人々が，様々な使い方で利用できる。（例）集会，会議，子ども祭り，
文化祭，音楽，体操・・・など

130 クイズ第１問　何という魚でしょう。 クニマス

130 クイズ第２問　池はいくつあるでしょう。 ８つ

131 忍草村の木，花，動物，鳥は何かな。 村の木…イチイ　村の花…富貴草　村の動物…リス　　村の鳥…つばめ

131
忍野村に世界に輸出される産業用ロボット工場が
あります。忍野村につくられた理由は何だろう？

首都圏との交通の便がよい。比較的地価が安かったから。水資源が豊かだったから。

131
外国からのお客さんにも感動してもらうためどん
な準備や工夫をしているかな？

観光案内のパンフレットを日本語だけでなく，英語や中国語，韓国語などで作成したり，案内所で英語や中
国語，韓国語などにも対応出来るようにしている。パンフレット等を村のWEBサイトからダウンロードでき
るようにしたり，音声による案内も設けたりしている。

131
姉妹都市であるシャルネ・レ・マコン市は，どこ
の国にあるか調べてみよう。

フランス

132 クイズ第１問　何に登録されたでしょう？ 世界文化遺産

132
クイズ第２問　山中湖でドーム船をつかって釣る
魚はなんでしょう？

ワカサギ

134 クイズ第１問　　特産品は何でしょう？ キャベツ

134
クイズ第２問　　鳴沢村には，○がほとんどあり
ません。さて，○とは何でしょう。

川

136 クイズ１～４の湖の名前は何でしょう。 １：河口湖　　２：西湖　３：精進湖　４：本栖湖

136
湖のほかにも世界文化遺産に登録されている神社
などがあります。どこにあるか調べてみましょう

河口浅間神社，冨士御室浅間神社，船津胎内樹型，吉田口登山道二合目
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市町村 ページ 投げかけ 解答例

138
ヤマユリの花を見つけたいな。いつごろどんな場
所に咲くのかな。

７月から８月に山地の林縁や草地で咲く。

138
桃太郎のお話に関係する地名がたくさんあるん
だって！どんな地名かな。

猿橋・鳥沢・犬目（上野原市）・石動・岩殿山・百蔵山・九鬼山（都留市）・鬼の杖・鬼の洞窟

138 クイズ 地図でさがそう第１問「新笹子トンネル」 Ａ

138 クイズ 地図でさがそう第２問「駒橋発電所」 Ｂ

138 クイズ 地図でさがそう第３問「ウェルネスパーク」 Ｃ

139 初狩小はどんな交流をしているのかな？ 日本文化の紹介をしている。絵や習字をプレゼントした。カンボジアからは民芸品が届けられた。

140
クイズ第１問　山梨県立ゆずりはら青少年自然の
里は，地図のＡ.Ｂ.Ｃのどこでしょう。

Ｂ

140
クイズ第２問　　上野原市の郷土食の名前は何で
しょう。

せいだのたまじ

140 上野原市の郷土食にはどんなものがあるのかな。 こんにゃく，　そば

142
山梨県の小菅村が東京都の水源林になっている理
由は

小菅村は東京都を横切る多摩川の源流部にあり，「多摩源流」と呼ばれている。源流の澄んだ川とミズナラ
やブナ，シオジなど原生林の豊かな山々があるから。

142 クイズ 地図でさがそう第１問「雄滝」 Ａ

142 クイズ 地図でさがそう第２問「道の駅こすげ」 Ｂ

144
「コマドリ」以外にも村のシンボルがあと二つあ
るんだって。

シンボルの木…ブナ　　シンボルの花…ミツバツツジ

144 クイズ 地図でさがそう第１問「滑り台」 Ａ

144 クイズ 地図でさがそう第２問「のめこい湯」 Ｂ

144 山の「山の手」って何のこと？ 山に囲まれた中の，山に面している高台の地域のこと。
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