
この木なんの木？（樹木名当てクイズゲーム）

ゲームの内容

ヒント集をもとにして、学校に植えてある樹木１０種類の名前を、
子ども達に当ててもらうゲームです。

ゲームに必要なもの

□木の番号札

□鉛筆・消しゴム

□下敷き（バインダー等）

□ヒント集

□回答記入シート

講師・補助スタッフ

メインの講師・・・１名

補助スタッフ・・・５人グループにつき１名

この木なんの木？の進め方

①　あらかじめ学校の校庭に植えてある樹木を１０種類ピックアップします。

③　ピックアップした１０種類の樹木の画像、イラストやヒントと記入例を参考に、
　　記入シートに配置します。

②　記入シートひな形をダウンロードします。

④　生徒を最大５人のグループに振り分け、１つのグループにつき一人の補助スタッフを
　　配置します。

⑤　各グループで番号札のついた１０種類の樹木をまわり、ヒント集を見ながら答えを
　　記入シートに書いていきます。

⑥　最後にみんなで答え合わせを行います。
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この木なんの木？（樹木名当てクイズゲーム）例A

ねん くみ

下の１０この名前を、ヒントをもとにして①から⑩に名前をかいてね。

この中から答えを選んでね！

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・

①

・塩に強いので、海辺の暴風林に
使われています。
・マツクイムシという虫のせいで大
量に枯れたりします。
・盆栽にもなり、数千万円するもの
もあります。

⑥

・アケボノスギともいいます。
・すでに絶滅した種とされていまし
たが、1945年に中国の山奥で発
見され、大ニュースになり世界中
に広まりました。

②

・高さが２０〜３０ｍになります。
・ヒマラヤ山脈の標高１５００ｍ以
上の高地が原産地で、原産地だと
５０ｍ以上になるものもあります。
・パキスタンの国の樹です。

⑦
・名前の由来：葉がアヒルの足に
似ているので、中国語で「アヒル」
・数千年生きます。
・生きた化石と呼ばれています。
・まな板にするのに最も良い木と
されています。
・雌木には秋に銀杏が実り、くさい
です。

③

・冬に赤い花が咲きます。
・様々な品種があります。
・生垣に利用されます。
・開花後、花が散らばります。
・童謡「たき火」の歌詞に入ってい
ます。

⑧ ・名前の由来：とっても良いという
意味の「けやけき」より
・ホウキを逆さにしたような美しい
樹形です。
・街路樹として並木になっている
通りがたくさんあります。
・東京都東村山市に同市を有名に
した功績を称えて「志村けんの木」
として植樹されました。
・空気をきれいにします。

④

・臭いがあり蚊よけになります。
・1000年以上生きます。
・大木になります。
・高級木材として扱われ、将棋盤
や碁盤にもなります。
・葉がとがっています。

⑨
・春に花を咲かせたあとすぐに綿
毛付きの種をたくさんつけ、綿毛
が雪のようにふわふわ飛びます。
並木として親しまれていましたが、
台風などで倒れてしまうことがあ
り、現在は少なくなってきていま
す。
・紅葉が美しい木です。

⑤

・葉が７つ〜９つに割れます。
・種で増えます。
・庭によく植えられます。
・葉には毒があります。
・ウジ殺しに利用されます。

⑩
・別名スズカケノキ。鈴のような花
を咲かせます。
・花言葉は「天才」。古代ギリシャ
でこの木の下で哲学者たちが哲
学を説いたことから言われていま
す。
・黄葉が美しい木です。

ヒラヤマシーダ ヤツデ

ポプラ クロマツ

カヤ イチョウ

メタセコイア ケヤキ

プラタナス サザンカ



シートAの答え

ねん くみ

下の１０この名前を、ヒントをもとにして①から⑩に名前をかいてね。

この中から答えを選んでね！

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・

①

・塩に強いので、海辺の暴風林に
使われています。
・マツクイムシという虫のせいで大
量に枯れたりします。
・盆栽にもなり、数千万円するもの
もあります。

⑥

・アケボノスギともいいます。
・すでに絶滅した種とされていまし
たが、1945年に中国の山奥で発
見され、大ニュースになり世界中
に広まりました。

②

・高さが２０〜３０ｍになります。
・ヒマラヤ山脈の標高１５００ｍ以
上の高地が原産地で、原産地だと
５０ｍ以上になるものもあります。
・パキスタンの国の樹です。

⑦
・名前の由来：葉がアヒルの足に
似ているので、中国語で「アヒル」
・数千年生きます。
・生きた化石と呼ばれています。
・まな板にするのに最も良い木と
されています。
・雌木には秋に銀杏が実り、くさい
です。

③

・冬に赤い花が咲きます。
・様々な品種があります。
・生垣に利用されます。
・開花後、花が散らばります。
・童謡「たき火」の歌詞に入ってい
ます。

⑧ ・名前の由来：とっても良いという
意味の「けやけき」より
・ホウキを逆さにしたような美しい
樹形です。
・街路樹として並木になっている
通りがたくさんあります。
・東京都東村山市に同市を有名に
した功績を称えて「志村けんの木」
として植樹されました。
・空気をきれいにします。

④

・臭いがあり蚊よけになります。
・1000年以上生きます。
・大木になります。
・高級木材として扱われ、将棋盤
や碁盤にもなります。
・葉がとがっています。

⑨
・春に花を咲かせたあとすぐに綿
毛付きの種をたくさんつけ、綿毛
が雪のようにふわふわ飛びます。
並木として親しまれていましたが、
台風などで倒れてしまうことがあ
り、現在は少なくなってきていま
す。
・紅葉が美しい木です。

⑤

・葉が７つ〜９つに割れます。
・種で増えます。
・庭によく植えられます。
・葉には毒があります。
・ウジ殺しに利用されます。

⑩
・別名スズカケノキ。鈴のような花
を咲かせます。
・花言葉は「天才」。古代ギリシャ
でこの木の下で哲学者たちが哲
学を説いたことから言われていま
す。
・黄葉が美しい木です。

ヒラヤマシーダ ヤツデ

ポプラ クロマツ

カヤ イチョウ

メタセコイア ケヤキ

プラタナス サザンカ

クロマツ 

ヒマラヤシーダ 

メタセコイア 

イチョウ 

サザンカ 

カヤ ポプラ 

ケヤキ 

プラタナス ヤツデ 



この木なんの木？（樹木名当てクイズゲーム）例B

ねん くみ

下の１０この名前を、ヒントをもとにして①から⑩に名前をかいてね。

この中から答えを選んでね！

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・

①
・江戸五木の一つ
・赤実がなる
・葉がしゃもじ型
・自然樹系が綺麗

名前の由来：ランの一種のセッコ
クに似ている

⑥
・スズランのような花
・全体に毒がある
・動物の食害が少ない
・庭木に人気
・殺虫剤に利用される

名前の由来：馬が食べれば毒に
当たりふらつく木のため

②
・大きくなる
・ホウキ型になる
・地名になっている
・空気浄化作用が強い

名前の由来：際立って良質を意味
する「けやけき」より

⑦
・赤い実が付く
・青々とした皮質の葉
・オスとメスがある
・樹形が整いやすい
・庭木に人気

名前の由来：新しい枝が黒いこ
と、樹皮から鳥モチがとれる

③
・お花見の木
・どこにでも植えてある
・春に花が咲く
・開花前線の指定品種

名前の由来：「咲く」に「ら」を加え
たもの

⑧
・実が臭い
・葉が一度に落ちる
・熊本市の木
・実が茶碗蒸しの具
・数千年生きる

名前の由来：中国語でアヒルから
（葉が足に似ている）

④
・成長が非常に早い
・種で増える
・黄色い実がなる
・緑化木に使われる
・鳥が種を運ぶ

名前の由来：実が丸く、数が多い
ことから

⑨ ・臭いがあり蚊よけになる
・１０００年以上生きる
・大木になる
・高級木材として扱われる
・将棋盤や碁盤になる
・葉がとがっている

名前の由来：蚊遣り（かやり）から
「り」が脱落して

⑤
・葉が７つ〜９つに割れます。
・実が生薬になる
・庭によく植えられます。
・葉には毒があります。
・ウジ殺しに利用されます。

名前の由来：葉が８つぐらいに割
れることから

⑩
・冬に赤い花が咲く
・様々な品種がある
・生垣に利用される
・開花後、花がちらばる
・童謡「たき火」の歌詞

名前の由来：中国の名称、山茶花
（サンサカ）がなまって

ケヤキ ヤツデ

エゴノキ カヤ

クロガネモチ モッコク

サクラ イチョウ

サザンカ アセビ



シートBの答え

ねん くみ

下の１０この名前を、ヒントをもとにして①から⑩に名前をかいてね。

この中から答えを選んでね！

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・エゴノキ カヤ

クロガネモチ モッコク

サクラ イチョウ

サザンカ アセビ

⑤
・葉が７つ〜９つに割れます。
・実が生薬になる
・庭によく植えられます。
・葉には毒があります。
・ウジ殺しに利用されます。

名前の由来：葉が８つぐらいに割
れることから

⑩
・冬に赤い花が咲く
・様々な品種がある
・生垣に利用される
・開花後、花がちらばる
・童謡「たき火」の歌詞

名前の由来：中国の名称、山茶花
（サンサカ）がなまって

ケヤキ ヤツデ

③
・お花見の木
・どこにでも植えてある
・春に花が咲く
・開花前線の指定品種

名前の由来：「咲く」に「ら」を加え
たもの

⑧
・実が臭い
・葉が一度に落ちる
・熊本市の木
・実が茶碗蒸しの具
・数千年生きる

名前の由来：中国語でアヒルから
（葉が足に似ている）

④
・成長が非常に早い
・種で増える
・黄色い実がなる
・緑化木に使われる
・鳥が種を運ぶ

名前の由来：実が丸く、数が多い
ことから

⑨ ・臭いがあり蚊よけになる
・１０００年以上生きる
・大木になる
・高級木材として扱われる
・将棋盤や碁盤になる
・葉がとがっている

名前の由来：蚊遣り（かやり）から
「り」が脱落して

①
・江戸五木の一つ
・赤実がなる
・葉がしゃもじ型
・自然樹系が綺麗

名前の由来：ランの一種のセッコ
クに似ている

⑥
・スズランのような花
・全体に毒がある
・動物の食害が少ない
・庭木に人気
・殺虫剤に利用される

名前の由来：馬が食べれば毒に
当たりふらつく木のため

②
・大きくなる
・ホウキ型になる
・地名になっている
・空気浄化作用が強い

名前の由来：際立って良質を意味
する「けやけき」より

⑦
・赤い実が付く
・青々とした皮質の葉
・オスとメスがある
・樹形が整いやすい
・庭木に人気

名前の由来：新しい枝が黒いこ
と、樹皮から鳥モチがとれる

モッコク 

ケヤキ 

アセビ 

クロガネモチ 

サクラ 

エゴノキ カヤ 

イチョウ 

サザンカ ヤツデ 


