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【必要備品】※自然の家からかしだしいたします 

・大房○×クイズ問題集  ・説明（せつめい）用写真  

・○×表示（ひょうじ） ・ロープ（○×のさかい）  

【準備】 

・問題（もんだい）を読（よ）む人、ロープをもつ人を決めておきます 

・○×表示（ひょうじ）を取りつけておきます 

【遊び方】 

・クイズは○×方式（ほうしき）です。6問ずつ5つの分野（ぶんや） 

 にわかれています 

・班（はん）ごとで実施（じっし）してもOKです。 

・各分野（かくぶんや）の中に自然の家スタッフに関（かん）するクイズ 

 【スタッフチャンス】が入っています 

・説明用（せつめいよう）の写真がある問題は「※写真あり」と書かれています 

・①まちがえたらお休み。②まちがえても最後までお休みなし 

  どちらで実施しても可能（かのう）です 

  ①の場合6問×5回戦で実施すると良いです 

・正解（せいかい）の一番多い人または、最後（さいご）まで残（のこ）っていた   

 人にはくしゅを送りましょう 

しぜん 

れきし    ちり 

しょくぶつ 

どうぶつ 

みなみぼうそう く 



大房○×クイズ 

【歴史・地理編】１ 

大房岬のなかで一番たか
いところは、標高（海面
からの高さ）１００m 

以上（いじょう）である。 

答え：× 
 
解説：大房岬の標高（ひょうこう）は
８０mです。さらに展望塔（てんぼうと
う）は高さ１５mあるので、一番高い 
ところで約９５mあります。ちなみに 
自然の家は海抜（かいばつ）７３mなの
で、津波（つなみ）がくるおそれが 
ある場合は岬の中から出ずに運動園地
へ避難（ひなん）しましょう。 



大房○×クイズ 

【歴史・地理編】２ 
展望塔（てんぼうとう）の
かいだんは１００段 

（だん）以上（いじょう）
ある 

答え：× 
 
解説：展望塔（てんぼうとう）のかい
だんは全部で81段。機会があればの
ぼってみよう。一番上はとてもよい 
景色（けしき）です。 



大房○×クイズ 

【歴史・地理編】３ 
大房岬からは昔の人が使って
いた食器（しょっき）などが
発見（はっけん）されている。
一番古い物は「鎌倉（かまく
ら）時代（約800年前）」の
ものが発見されている。 

答え：× 
解説：大房岬からは縄文（じょうも
ん）時代の土器や石斧（せきふ）、 
古墳（こふん）時代の鉄（てつ）の刀
（かたな）のかけらなどが発見されて
いるので、１万年以上前から人々が 
住（す）みついていたようです。 



大房○×クイズ 

答え：○ 
解説：今の要塞跡地は昭和７年 
（１９２２年）にほぼ完成（かんせい）
されました。大房岬は第二次世界大戦
（だいにじせかいたいせん）の重要
（じゅうよう）な基地（きち）でした。
コンクリート工事は丁寧（ていねい） 
に行われていたので、８０年以上経
（た）った今もまだくずれることなく 
のこっています。 

【歴史・地理編】４ 
現在大房岬の中にある要塞跡
地（ようさいあとち）は、 

８０年以上前に建（た）てら
れたものが今でも残っている 

※写真あり 



大房○×クイズ 

【スタッフチャンス５ 
自然の家所長の神保 

（じんぼ）さんの出身は
沖縄県である 

※写真あり 

答え：× 
解説：正解（せいかい）は山形県。
青森県の大学で、またぎという 
森の中で生活している人を研究
（けんきゅう）していました。 
このひげは熊（くま）を意識 
（いしき）しているそうです。 



大房○×クイズ 

【歴史・地理編】６最終問題 

大房岬には、大きなカニが 

穴（あな）にすんでいて、 

ぬけ出したあとが大きな洞窟
(どうくつ)になったという 

言い伝えがある 

答え：× 
 

解説：昔、海賊（かいぞく）が悪さばかりしていたので
つかまえられて、洞窟（どうくつ）におしこめられてし
まいました。しかし、かわいそうに思ったお坊（ぼう）
さんが助（たす）けてあげた時に、「金（きん）の 
龍（りゅう）」となり洞窟（どうくつ）からぬけ出た 
というお話しが残（のこ）っています。今の 
「弁財天洞窟（べんざいてんどうくつ）」です。 
洞窟（どうくつ）へは急（きゅう）な階段になっている
ので、大人の人と一緒に行きましょう。 
 



大房○×クイズ 

【自然の家編】７ 
自然の家の玄関のタイルの 

色は、「白」、「赤」、「青」
の3色である 

答え：× 
 

解説：玄関のタイルは全部で4色。
あと1色は外に出るときに確かめて
みよう。 



大房○×クイズ 

【自然の家編】８ 
自然の家2階（かい）にある 

宿泊部屋（しゅくはくべや）
は全部で8部屋である。 

答え：× 
 

解説：ベッドの部屋（へや）が
「201～208」の8部屋。たたみの 
部屋の「指導者室（しどうしゃし
つ）」が1部屋の合計9部屋です。 



大房○×クイズ 

【スタッフチャンス】９ 
自然の家スタッフの山﨑 

（やまざき）さんの住（す）
んでいる家の屋根は植物
（しょくぶつ）でできている 

※写真あり 

答え：○ 
 

解説：山﨑さんは、約180年前に 
作られた家に住んでいます。 
萱（かや）という植物を乾燥 
（かんそう）させた萱（かや） 
ぶき屋根で囲炉裏（いろり）があ
る古民家（こみんか）に住んでい
ます。どんな所か聞いてみましょ
う。 



大房○×クイズ 

【自然の家編】10 

自然の家が建（た）てら
れてから４０年以上経
（た）っている。 

答え：× 
 

解説：自然の家が建てられたのは
1980年（昭和55年）。自然の家は
何歳（なんさい）になるでしょう
か？ 



大房○×クイズ 

【自然の家編】11  

自然の家の中にあるトイ
レは全部で5か所である。 
※男女合わせて1か所とします 

答え：× 
 

解説：2階宿泊棟（しゅくはくと
う）、2階宿泊棟おく、プラネタ
リウム前、1階宿泊棟、お風呂前、
体育館、お風呂脱衣所（だつい
じょ）の合計（ごうけい）7か所 
 
※職員用（しょくいんよう） 
 トイレのぞく 



大房○×クイズ 

【自然の家編】最終問題 12 

お風呂の脱衣所（だつい
じょ（きがえる場所））にあるカ
ゴは、男女合わせて72個
である。 

答え：○ 
 

解説：1つの脱衣所（だつい
じょ）に36個がおかれています。
使ったあとはしっかりもとの 
場所に戻しましょう。 



大房○×クイズ 

【植物編】13 
大房岬にたくさん生えている
マテバシイはどんぐりのなる
木である 

※写真あり 

答え：○ 
 

解説：秋になるとたくさんのどん
ぐりが岬の中におちています。 
おとし主（ぬし）の正体（しょう
たい）はマテバシイ。縄文 
（じょうもん）時代は人間もこの
どんぐりを食べていて、大事な 
食糧（しょくりょう）でした。 



大房○×クイズ 

【植物編】14 
マテバシイはもともと 

「南房総（みなみぼうそう）」
に生えていた木である 

答え：× 
 

解説：マテバシイが大量（たい
りょう）に植（う）えられたのは
明治（めいじ）時代です。もとも
とは九州（きゅうしゅう）地方に
しかなかった木ですが、今では
すっかり南房総（みなみぼうそ
う）に定着（ていちゃく）してい
ます。 



大房○×クイズ 

【植物編】15 

運動園地（うんどうえんち）
にたくさん植（う）えられて
いるツバキ。ツバキの花から
取れる油（あぶら）はツバキ
油（あぶら）とよばれている 

答え：× 
 

解説：ツバキ油（あぶら）が取れ
るのは、ツバキの種（たね）から
です。高級（こうきゅう）な油
（あぶら）として、調理（ちょう
り）や保湿剤（ほしつざい）とし
て使われています。 



大房○×クイズ 

【植物編】16 
この写真は「ワカメ」である 
※写真あり 

答え：○ 
 

解説：これは大房岬に生える特産（とく
さん）「大葉（おおば）ワカメ」です。
とてもやわらかく、この辺では大房岬で
しかとれないです。３月になると漁師
（りょうし）さんが刈（か）り取（と）
ります。大きな葉っぱの形に真ん中に茎
（くき）があるのが特徴（とくちょう）
です。ゆでるとおなじみの緑色（みどり
いろ）になります。 
※写真あり 



大房○×クイズ 

【スタッフチャンス17 
自然の家スタッフ白井（しら
い）さんの趣味（しゅみ）は
ヒラメ釣り。今まで一番大き
いもので1m以上あるヒラメを
釣ったことがある 

 ※写真あり 

答え：× 
 

解説：最高記録（さいこうき
ろく）でも64cm。1mをこえる
ヒラメを釣るのが夢です。ま
だまだ釣りが上手ではないよ
うですが、ヒラメの釣り方を
聞いてみてください。 



大房○×クイズ 

【植物編】最終問題18 
南房総にもたくさん生えて
いる「竹（たけ）」と「笹
（ささ）」。じつは名前以
外の違（ちが）いは特にな
い。 

答え：× 
 

解説： 
ポイントは節（ふし）。節のところが 
つるつるなのが「竹」、皮がついている
のが「笹」。また節のところから出てい
る枝（えだ）が2本だと「竹」、3本以上
だと「笹」になる。大房岬に生えている
のはどちらかな？ 

※説明用写真あり 



大房○×クイズ 

【動物編】19 
トンビの視力（しりょく）は
人間の約7倍あるとされてい
る 

答え：○ 
 

解説：人間の視力（しりょく）を
つかさどる細胞（さいぼう）は約
20万個、トンビは約150万個ある
と言われています。トンビは双眼
鏡（そうがんきょう）で見るよう
な視界（しかい）でふだん活動す
ることができます。空の高いとこ
ろからエサを探すためではないだ
ろうかと言われています。 



大房○×クイズ 

【動物編】20 
アナグマはコミュニケーショ
ンのひとつとして、うんこ
（はいせつぶつ）を利用して
いる。 

※写真あり 

答え：○ 
 

解説：1か所にたくさんの糞 
（ふん）をためる「ため糞」と 
いう習性（しゅうせい）を持って
います。においによって、情報交
換（じょうほうこうかん）をして、
お互いの縄張（なわば）りを確認
していると言われています。 



大房○×クイズ 

【スタッフチャンス】21 
自然の家スタッフの香山 

（かやま）さんは、海が好き
すぎて1年に30回以上海に 

潜（もぐ）っている 

※写真あり 

答え：○ 
 

解説：スキューバダイビング
が大好きで、海外の海にもた
くさん潜（もぐ）っているの
で、海の様子（ようす）に 
ついて知りたい人はお話しを 
聞いてみてください。 



大房○×クイズ 

【動物編】22 
フクロウのおもな食べ物はド
ングリで、鋭（するど）いく
ちばしはドングリの殻（か
ら）を割（わ）るためにある 

※写真あり 

答え：× 
 

解説：フクロウはおもに森に棲（す）
むネズミなどの小動物を食べています。 
鋭（するど）いくちばしは、獲物 
（えもの）をとらえて、食べるための
武器（ぶき）になります。また、獲物
に気づかれないよう、音を立てずに羽
（は）ばたくことができ、目と耳が 
良いです。森の忍者（にんじゃ）とよ
ばれています。 



大房○×クイズ 

【スタッフチャンス】23 
大房スタッフ花嶋（はなしま）
さんの下の名前（名字（みょうじ）

ではない）の中には、食べ物 

の漢字（かんじ）が入っている。
※写真あり 

答え：○ 
 

解説：花嶋さんに会ったら下の
名前を聞いてみましょう 



大房○×クイズ 

【動物編】最終問題24 
南房総の海にもすがたを現
（あらわ）す「クジラ」や
「イルカ」。「クジラ」と
「イルカ」の違いは、じつは
大きさだけで同じ種類（しゅ
るい）である。 

答え：○ 
 

解説：分類上（ぶんるいじょう）は全く
同じ種類（しゅるい）であり、大人 
（おとな）の時点での大きさが４mより
大きいものを「クジラ」、小さいものを
「イルカ」と呼んでいます。厳密 
（げんみつ）には違（ちがい）いはない
ので、人間の決めた勝手（かって）な 
呼び名ですね。 
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【南房総の暮らし編】25 
南房総市は鯨（くじら）を捕
（と）ってよい捕鯨地 

（ほげいち）ですが、1年で捕
る数と時期が決められている。 

 
答え：○ 
 

解説：6月下旬～8月下旬の2か月間、
26頭と決まっている。日本国内で
鯨を捕ってよいところは南房総市
を含めて4か所しかない。 
他の3か所は、和歌山県の太地 
（たいち）、宮城県の鮎川（あゆ
かわ）、北海道の網走（あばし
り）。 



大房○×クイズ 

【南房総の暮らし編】26 
南房総特産（とくさん）の 

「房州（ぼうしゅう）うちわ」
は日本三大うちわの一つである 

※写真あり 

答え：○ 
 

解説：京都府京都市の「京うち
わ」、香川県丸亀（まるがめ）市
の「丸亀うちわ」に並ぶ日本三大
うちわ。 
1本の竹を割（さ）いて骨組 
（ほねぐ）みにして作るのが特徴
（とくちょう）です。 
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【南房総の暮らし編】27 
南房総特産（とくさん） 

「びわ」の収穫（しゅうかく）
時期は９月～１０月の秋である 

※写真あり 

答え：× 
 

解説：5月～6月の初夏（しょか）
が収穫（しゅうかく）時期です。
南房総市は全国でも１，２を争
（あらそ）うびわの一大産地です。
毎年、皇室（こうしつ）にも献上
（けんじょう）しています。 



大房○×クイズ 

【南房総の暮らし編】28 

南房総の方言（ほうげ
ん）で、「やしやし」
は、「少しずつ」とい
う意味である 

答え：× 
 

解説：やしやしは「どんどん」と
いう意味です。「やしやし持って
行ってくらっしぇー」は「どんど
ん持って行ってください」という
意味です。 
皆さんも使ってみましょう。 
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【スタッフチャンス】29 

食堂の料理長（りょう
りちょう）松田（まつ
だ）さんの好きな食べ
物は「りんご」である 

答え：× 
 

解説：松田さんの好きな食べ物は
「なし」です。エビやカニは嫌
（きら）いだそうです。なしのど
んなところが好きなのか聞いてみ
ましょう。 
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【南房総の暮らし編】
※最終問題30 
千葉の郷土（きょうど）料理 

「太巻（ふとま）きずし」は、 

昔は海苔（のり）が手に入らな
かったため、代わりに菜っ葉

（なっぱ）を巻いていた。 

 
答え：○ 
 

解説：昔は海苔（のり）は貴重 
（きちょう）な食材（しょくざい） 
でした。そのため、菜っ葉（なっぱ）やう
すい卵（たまご）などを巻（ま）いてお寿
司（すし）にしていました。今では見栄え
（みばえ）が良い厚 
（あつ）い卵を巻くのが好まれています。 


