
多摩川ハイク クイズ 

この写真はどこかな？ 
実際に探してみよう。  

クイズ １ 全員に問題 



多摩川ハイク クイズ 

正しいのはどれでしょう？ 
 

１. どんな台風でもこわれないコンクリートでできた「なげわた
しぜき」 

 
２. すごい台風のときはわざとこわれて流されるように木や石

でできた「なげわたしぜき」 
 
３. すごい台風のときは上にもちあげて水をながせるように

木でかるくつくった「なげわたしぜき」 

クイズ ２ 全員に問題 



多摩川ハイク クイズ 

川が２つながれています。どうしてですか？ 
 

１. もともと２つながれていた 
 
２. １つはしぜんの川。１つは人がつくった 
 
３. もともとは１つだったが、たいふうで２つにわかれた 

クイズ １ うさぎ に問題 



多摩川ハイク クイズ 

玉川上水をつくった人のどうぞうをさがそう！ 
ふたりいるけど、どういうかんけい？ 

 
１. ともだち 
 
２. きょうだい 
 
３. おやこ 

クイズ １ うさぎ に問題 



多摩川ハイク クイズ 

これは何だろう？ 
 

１. 川の水を使った、子供が遊べるスライダー 
 
２. 木をはこぶための、いかだ を通す道 
 
３. 魚が上流へおよいでのぼるための道 

クイズ １ Xxに問題 



多摩川ハイク クイズ 

多摩川がつくりだした地形の特徴を表した言葉は何ですか？ 
 
ヒント ：長ーい年月をかけてできたよ 

クイズ １ くま に問題 



多摩川ハイク クイズ 

羽村せきは、川の流れにたいして水を取り入れやすいような
場所に作られています。正しいのはどれだ？ 
 

１. 川がまっすぐに流れているところにつくった 
 
２. 川がカーブしているところの内側につくった 
 
３. 川がカーブしているところの外側につくった 

クイズ １ しか くま に問題 



多摩川ハイク クイズ 

「江戸時代にどうして玉川上水がつくられたか？」 
次の中から まちがっているものをえらぼう。 
ひとつとはかぎらないぞ！ 

クイズ １ うさぎに問題 

飲み水が足りない 飲み水が塩からい 火事の火を消す 

大きな工場で使う 水を売ってもうける 新しく田んぼをつくる 

庭の池に使う 工事でもうける 舟でにもつを運ぶ 

およいであそぶ ぎじゅつをじまんする 有名になりたい 



多摩川ハイク クイズ 

次の文章の       を埋めよう。ヒントはどこにあるかな？ 
 

イギリスの        市内に給水している             

は、玉川上水より     年ほど早い1613年につくられた。 

水路の長さは約      km（つくられた当時）で、現在も水

道施設として使われている。 

玉川上水は取水地と水路の終点の標高差が約    mだが、

この水路の標高差は      mと、とても小さい。 

クイズ １ くま に問題 

カブ ブック対応問題：国際 



多摩川ハイク クイズ 

世界3大河川はどれ？３つえらんでね。 

クイズ １ しか に問題 
世界三大河川（せかいさんだいかせん）[1]とは、主
に日本において使用される用語であり、世界で最
も有名な3つの川を意味する。 

一般的に南アメリカ大陸のアマゾン川[2]、アフリカ
大陸のナイル川[3]、北アメリカ大陸のミシシッピ川
[4]の3河川を指す。 

明確な基準がある訳ではなく、選定された経緯は
不明。稀に中国大陸の長江[5]が挙げられることも
ある。 

長さ順で並べると、ナイル川、アマゾン川、長江、
ミシシッピ川となり、 

流域面積ならアマゾン川、ミシシッピ川、ナイル川、
長江となる。 

ナイル川 利根川 メコン川 

ドナウ川 アマゾン川 多摩川 

ミシシッピー川 長江 ライン川 

黄河 ユーコン川 ガンジス川 

カブ ブック対応問題：国際 
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多摩川ハイク クイズ 

今日歩いた多摩川のぞいの道に、橋はいくつあるかな？ 
数えてみよう。 

クイズ １ Xxに問題 



多摩川ハイク クイズ 

ここから見える地形は、川が長い年月をかけてつくったものです。 
川の反対側をよく見てみよう。 
だんだんになっている形がわかるかな？ 
 
川のあるところを0だんめとすると、一番上まで何だんあるか？ 

クイズ １ Xxに問題 



多摩川ハイク クイズ 

この八高線の鉄橋下から、化石が発見されました。50年前
の話です。全長が16mもあるこの化石は何の化石でしょ
う？ 

 
１. 恐竜 
 
２. くじら 
 
３. ナウマンゾウ 

クイズ １ Xxに問題 

アキシマクジラ（昭島クジラ）出土地 
 

アキシマクジラの化石は、昭和３６年（１９６１年）８
月２０日、八高線多摩川鉄橋の橋脚番号１１の下
流３６メートルの地点から、ほぼ完全な形で発見さ
れました。 
 

化石の全長は１６メートル、ヒゲクジラの仲間でコ
ククジラに近い種類ですが、現在のクジラと異なる
ことから、「アキシマクジラ」と命名されました。 
 

化石の年代については、当時、アキシマクジラが
埋没していた地層から約５００万年前のものと推
定されましたが、地質学の進歩により、現在では、
新生代の第四紀の更新世の前期のもので、今か
ら約１６０万年前の化石とされています。 
 

現在、この化石は国立科学博物館新宿分館に保
管されていますが、このうちの一部（胸椎と上腕
骨）は、昭島市役所１階のロビーに展示されてい
ます。 
 
昭島市役所HPより 
 

http://city.tachikawaonline.jp/view.php?area=0&cate1=13&cate2=0&id=586&mode=details


多摩川ハイク クイズ 

少し先に見える橋は何がとおっているでしょう？ 
 
１. 車や人 
 
２. 電車 
 
３. 水 
 
４. ガス 

クイズ １ Xxに問題 



多摩川ハイク クイズ 

この橋はすごく低いね。 
橋げた(どれかDLに聞いてみよう)の高さはいくつかな？ 

クイズ １ Xxに問題 

カブ ブック対応問題：○○ 



多摩川ハイク クイズ 

この先の橋は線路がとおっています。 
単線かな？複線かな？ 
なぜ、そう思ったのかな？ 
 
   単線            複線 
 
  なぜそう思ったのか 

クイズ １ Xxに問題 



多摩川ハイク クイズ 

次の             には何が入るでしょう？ 
 
牛枠に関する問題○○ ○○          ○○ ○○ ○○ 
○○ ○○ ○○ 。 

クイズ １ Xxに問題 



多摩川ハイク クイズ 

。 
 

１. xx 
 
２. yy 
 
３. ww 

クイズ １ Xxに問題 



多摩川ハイク クイズ 

次の             には何が入るでしょう？ 
 
○○ ○○ ○○ ○○          ○○ ○○ ○○ ○○ 
○○ ○○ 。 

クイズ １ Xxに問題 


