
はちおうじクイズ ３２ 何問正解できるかな？ 

 

Q 1 ：「八王子」という地名の由来は？ 

    「八王子」という地名は、全国に分布しています。それは、牛頭天王（ごずてんのう）と 8 人の

王子（八王子）をまつる信仰の広がりの中で、八王子神社や八王子権現社（ごんげんしゃ）が

建立され、地域の信仰を集め始めるとともに、地名として定着していったからです。 

牛頭天王をまつる信仰は、もともとインドから中国を経て伝わってきたものですが、わが国

では、疫病や農作物の害虫そのほか邪気を払い、流し去る神として、古代より定着したよう

です。中世には、その 8 人の子を眷属神（けんぞくしん）（主神に従属する神々）とし、あらゆ

る人間の吉凶を司る方位の神として全国に広がっていったといいます。 

 

私たちの「八王子」の起源もここにあり、八王子城山にある八王子神社がそれです。八王子

神社を中心とした地域が、いつごろから「八王子」と呼ばれ始めたかは、はっきりしていませ

ん。記録として残されているものは、永禄（えいろく）12 年（1569 年）5 月 8 日付北条氏康

（うじやす）の書状が今のところ最初のものです。 

※もっと詳しく知りたい人は、八王子市ホームページ 「八王子市の名前の由来」をチェック 

https://www.city.hachioji.tokyo.jp/kankobunka/003/002/p005301.html 

 

Q 2 ：毎年 9月に子安神社で行われる、子どもが主役の相撲とは何？ 

泣き相撲。 

「泣く子は育つ」という故事にちなんで、子安の大神様の御前で赤ちゃんが泣かされ、無事の

成長をお祈りする行事です。 

 

Q 3 ：八王子の「市の木」「市の花」「市の鳥」は？ 

    「イチョウ」、「ヤマユリ」、「オオルリ」 

市の木と花は、市制６０周年記念事業の一つとして、昭和５１年（１９７６年）１０月１日に制定さ

れました。イチョウは、甲州街道のイチョウ並木など八王子のイメージを代表するものとして

市民から圧倒的な支持を得ました。ヤマユリは、関東地方特産の花で八王子でも多くみられ

る身近な花として選ばれました。 

市の鳥は、市制７５周年を記念し、平成３年（１９９１年）１０月１日に制定されました。ブッポウソ

ウ、ヤマセミ、オオルリ、カルガモ、イワツバメの中から市民投票によりオオルリが選ばれまし

た。 

 

Q 4 ：八王子で一番高い山の名前は？ 

    「 醍醐丸 （だいごまる） 」 標高８６７ｍ。市役所からも見ることができます。  



Q 5 ：市役所脇を流れる北浅川で発見され、化石のレプリカが子ども科学館に展示されている、

約２３0万年前の生き物は？ 

「ハチオウジゾウ」  学名：ステゴドン・プロトオーロラエ 

平成１３年（2001 年）、市役所近くの北浅川河川敷で、１．８ｍの象牙が２本と、大腿骨、臼歯

などが発見されました。 

 

Q 6： 「実践刀」と呼ばれ戦国時代から使われてきた、折れず、曲がらない八王子の郷土刀と言

えば何？ 

     「下原刀 （したはらとう） 」 

     室町時代の永正年間（１５０４～２１年）頃、相州鍛冶の流れをくむ初代山本周重が鎌倉から

移住し、のちに下原（下恩方、横川、元八王子）に居住して「下原鍛冶」と呼称されました。こ

の下原鍛冶が作った刀や槍などを「下原刀」といいます。 

下原鍛冶は大石氏、北条氏の庇護を受け、北条氏滅亡後は徳川氏の御用鍛冶として関ケ原

の戦いや大坂夏の陣などで使う刀や槍、薙刀などを納めました。 

 

Q 7： 八王子市歌の作詞家・作曲家は誰？ 

    作詞 北原白秋。 作曲 山田耕筰。 すごいコンビですね。 

    市制施行２０周年記念事業の一環として、昭和１１年（１９３６年）に制定されました。 

 

Q 8： 八王子ラーメンの３つの特徴は何？ 

    「醤油ベースのたれ」、「表面をおおう背油」、そして「刻み玉ねぎのトッピング」！ 

 

Q 9： 八王子駅正面にあるマルベリーブリッジのシンボル塔が表現しているものとは？ 

     八王子城を模した塔に、「八」の字に絹をあしらった様子が表現されています。 

このシンボル塔は「絹の舞」と命名されています。 

 

Q10：ところで、「マルベリー」の意味は？ 

    「桑」 

 桑の実は甘くておいしい「berry」ですよね。 

 

Q11：この市公認キャラクターの名前とその役割は何？ 

    「ありがとクルー」。 公共施設アドプト制度のシンボルです！ 

この制度に参加できることに感謝、参加してくださったことに感謝、 

成果をうける皆が感謝ということからネーミングされました。 

  



 

Q12：泉町の相即寺にはランドセルをしょったお地蔵さんがいる。このお地蔵さんはなぜランド

セルをしょっているのか？ 

昭和 19 年（1944 年）夏、大都市からの学童集団疎開が始まり、八王子でも 1300 人の子

どもたちが疎開してきました。しかし、元八王子の隣保館に疎開していた小学 4 年生の神尾

明治君は、昭和２０年（1945年）7月 8日にアメリカ軍の小型戦闘機の銃撃により命を落と

してしまいました。明治君のお母さんは、隣保館の隣にあった相即寺の地蔵堂にある 150体

のお地蔵さんの中から、一番明治君に顔が似ていたお地蔵さんに明治君がしょっていたラン

ドセルを背負わせ、その肩を抱いて涙にくれました。そのランドセルは、その後ずっとそのま

まの形で残され、今に至っています。 

 

Q13：八王子市の姉妹都市（国内）・友好都市（海外）をすべて挙げよ。 

    ＜国内姉妹都市＞ 

苫小牧市：（江戸時代後期に、八王子千人同心が北辺警備と開拓のため勇払原野に移

住した縁） 

日光市：（江戸時代に八王子千人同心が東照宮などの火の番を勤めた縁） 

小田原市：（戦国時代に広く関東を治めていた北条氏の縁） 

寄居市：（戦国時代に広く関東を治めていた北条氏の縁） 

 

   ＜海外友好都市＞ 

       ドイツ ヴリーツェン市 

       中国 泰安（たいあん）市 

       台湾 高雄（たかお）市 

       韓国 始興（しふん）市 

 

Q14：昭和 39 年（１９６４年）八王子で行われた東京オリンピックの競技は何？またその名残と

言えばどこの何？ 

    「自転車競技（ロードレース／トラックレース）」 

昭和３９年（１９６４年）東京オリンピックの自転車競技は、ロードレース、トラックレースともに、

八王子市で開催されました。 

ロードレースは市街地を中心に一周 25km の特設コースが設置され、のちに自転車レース

の最高峰ツール・ド・フランスを 5 回制覇したエディ・メルクスら多くの選手が、このコースを

駆け抜けました。現在は多くの区間が一般道として使用され、高尾街道は今でも「オリンピッ

ク街道」と呼ばれています。 

トラックレースが行われた長房町の会場は、その後取り壊され、跡地は陵南公園やアパート

などの住宅地となっています。 

  



Q15：高尾地区に多い苗字と言えば？ 

「峯尾」、「峰尾」姓。 どちらも読みは「みねお」さん。 

高尾地区では。名字よりも下の名前で呼ぶことが多いそうです。 

 

Q16：八王子城の発掘で見つかった「イタリアとの関係を示す品物」とは？ 

    「ヴェネチア産のレースガラス器」 

    発掘作業時には貴重なものが多く見つかりましたが、中でも珍しいのは当時ヴェネチアで門

外不出の技術で作られていた「レースガラス」の破片。この時代のものとしては日本唯一の

発見です。 

 

Q17：「江戸東京野菜」として認定されている八王子発の野菜は何？ 

    「高倉大根」、「八王子ショウガ」、「川口エンドウ」 

 

Q18：浅川町の初沢と落合の山稜にある巨大な地下壕は、何のために作られたものか？ 

    太平洋戦争末期の本土決戦に備え、武器や軍需品などを蓄えておく陸軍の「地下倉庫」とし

て、また軍用飛行機製作のための秘密地下工場として活用するため。 

工事は昭和１９年（１９４４年）９月から始められ、１年足らずの間に巨大な地下壕がつくられま

したが、実際中島飛行機株式会社が作ったエンジンは、わずか１０台ほどだったといわれて

います。総延長は約１０Ｋｍで、戦時中に全国で掘られた地下壕の中でも最大級のものです。 

 

Q19：戦国時代にさかのぼることができる八王子の炭焼き。恩方地区で作られている炭の名称

は何炭？ 

    「案下炭 （あんげずみ）」 

    八王子周辺の町村では、江戸時代から木材・薪・炭が生産されていました。恩方村の炭は有

名で「案下炭」「八王子炭」と呼ばれ江戸へ供給される有名な炭でした。伝統的な炭焼き方法

である日窯による「白炭」で、最盛期は昭和 10年～１５年（１９３５年～１９４０年）ころでした。 

 

Q20：昭和初期、八王子には競馬場が存在していた。その跡地に現在ある、市の施設とは？ 

    「高倉小学校」 

    八王子競馬場は、昭和３年（1928 年）に東京都南多摩郡小宮村中野（現八王子市中野町・

中野上町付近）で開場され第１回のレースが行われました。その後出走馬数や入場者数の

増加により手狭になったため、昭和１１年（1934 年）に小宮町と日野町日野新田にまたがる

（現在の高倉町、日野市旭が丘）場所に新競馬場として移転、戦争による中断はあったもの

の、昭和２４年（1949 年）までレースが行われていました。跡地には、高倉小学校のほか、八

王子東高校、都立大学日野キャンパスなどが建っています 

  



Q21：明治 22年（1889）年 市町村制が施行される前、八王子町はどの府・県の一部だった 

か？ 

    「神奈川県」 

    八王子町となる前、「現在の八王子市全域」は神奈川県南多摩郡に統括されていました。明

治 26 年（1893 年）に南多摩郡含む多摩地域は、神奈川県から東京府に移管されることと

なります。 

 

Q22：追分町から高尾駅入り口まで約 4 ㎞にわたり甲州街道の両側に植えられている銀杏並

木の本数はおおよそ何本、植えられた理由は何？ 

     763本（八王子市ホームページより） 

大正天皇陵「多摩陵」完成を記念し、昭和 4年（１９２９年）に宮内省（現宮内庁）により植えら

れたものです。 

 

Q23：万葉集には、多摩の地から九州の防人へ赴く夫を心配し妻が詠んだ歌がある。空欄に入

る地名は？「赤駒を 山野に放し 捕りかにて 多摩の□□徒歩ゆかやらん」 

「横山」 

「馬を山に放してしまい捕まえられない、。あの多摩の横山をあるいてゆかせることになるの

か。」という意味の歌です。多摩の横山とは多摩丘陵全体をさしていたようですが、やがてこ

の地名は八王子をさすようになり、「横山党」という武士団の名称や、「八王子横山宿」という

江戸時代の宿場名に、そして現在の「横山町」の地名へと引き継がれてきました。 

 

Q24：大正 6 年に八王子市となってから、今の八王子市となるまでの町村合併の経緯を述べ

よ。 

     大正 6年（1917年）市制施行 

     昭和１６年（1941年）小宮町編入 

     昭和３０年（1955年）横山村、恩方村、元八王子村、川口村、加住村、由井村編入 

     昭和３４年（195９年）浅川町編入 

     昭和３９年（1964年）由木村編入 

     

Q25：八王子は七福神巡りならぬ、八福神巡りが有名。さて、7人の神様のほかに加わった神様

は誰？ 

     「吉祥天」 

八王子七福神は、「八」が末広の意味をもつことや八王子の「八」にちなみ、元来の七福神に

吉祥天が加わり「八福神」となり、八つの「福」を授かることができるとされています。 

ちなみに、八王子八福神は次の八寺院です。 

本立寺（毘沙門天）、成田山伝法院（恵比寿天）、金剛院（福禄寿）、信松院（布袋尊）、善龍

寺（走大黒天）、了法寺（新護弁財天）、宗格院（寿老人）、吉祥院（吉祥天） 



Q26：弐分方町と上壱分方町の町名の由来は？ 

長男だけが親の所領を相続する習慣がなかった鎌倉時代。鎌倉幕府御家人の天野顕茂、

景広兄弟は、父の景茂の遺領である由井本郷の相続をめぐって争い、幕府に訴えました。結

果は、兄が三分の二、弟が三分の一を相続することになりました。それで、兄の所領が弐分

方村、弟の所領が壱分方村となったのです 

※他の町名の由来をもっと知りたい人は、冊子「八王子歴史文化 百年の計」184～185ページを参照ください。 

 

Q27：元八王子地区では６月２３日に、小豆を入れた赤いご飯を食べる習慣がある。 

この習慣が始まったわけは？ 

天正１８年（15９０年）6月 23日、北条氏照の居城である八王子城は、前田利家と上杉景勝

が率いる秀吉軍によって 1日にして攻め落とされ、多くの人が命を落としました。落城後2～

3 日は八王子城から流れ出した城山川の水が血で赤く濁り、その水で炊いたご飯は赤く染

まっていたといいます。麓の人々は、毎年落城で命を落とした人々に思いを寄せ、この習わ

しを続けているのです。 

 

Q28：高尾山のケーブルカーは日本一の急勾配で有名。ではその最大勾配は何度？ 

「31度 18分」   使用しているロープは安全率が 10 倍以上のものが使われているそうで

す。ちなみに、線路長は、1,000ｍ / 高低差は、 271ｍです。  

 

Q29：「TAKAO」というブランド名のトレッキングシューズを作った世界的メーカーと言えば？ 

「Nike 社」    ハイキングなどのライトアウトドア全般から、レジャーや旅行などオールラウン

ドで利用できる軽量トレッキングシューズです。 

 

Q30：八王子まつりで曳かれる山車は全部で 19 台あるが、作られた時代によってそのスタイ

ルは大きく 3つに分かれる。それぞれの特徴とは？ 

     時代順に、「一本柱建て人形山車」「二・三層鉾台構造の山車」「堂宮形式の山車」。 

１：「一本柱建て人形山車」 

唐破風の屋根に一本柱を建て、 

岩座を設けて人形を飾った山車。 

 

2：「二・三層鉾台構造の山車」 

明治時代後半から昭和にかけ、電線が増加するに 

つれて出てきた、彫刻主体の山車。 

 

３：「堂宮形式の山車」 

大正時代から昭和にかけて作られた、神社拝殿などにみられる入母屋造 

の山車。堂宮建築技術とその感性が生かされている。  

日吉町の山車 

本町の山車 

南町の山車 



Q31：廿里町にある森林総合研究所 多摩森林科学園では、桜の遺伝子保存のためにサクラ保

存林があるが、保存されている桜の系統数はおよそいくつ？ 

    「約６００系統」 

8ヘクタールの広さの中に約 1500本の桜が植えられています。 

 

Q32：火星と木星の間にある小惑星「Hachioji」の直径は？太陽を一巡りするのにかかる日数

は？ 

   推定直径は約 4.7Kmで、３年数カ月をかけて太陽を一周しています。 

平成６年（1994 年）に八王子出身で八ヶ岳南麓天文台長を務める串田嘉男さんと、村松修

さんが発見しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

あなたはいくつ正解できましたか？ 


