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【上級】

国外姉妹都市・友好都市提携を締結した年月が、最も古い都市はどれか？

①グリンデルワルト市　②カトマンズ　③廊坊市　④ソルトレイク市

松本市の人口は世帯数の約何倍？(2010.4.1現在）

①約2.5倍　②約3.5倍　③約4.5倍　④約5.5倍

次の出来事の中で最も古い出来事はどれか？
①松本空港ジェット化　　②サイトウキネンフェスティバル開始
③安房トンネル開通  　　④長野自動車道全線開通

松本市に接する市の数は６つありますが、大町、安曇野、岡谷、塩尻、高山とどこ？

①上田　②千曲　③諏訪　④東御

姉妹都市スイス・グリデンルワルト村のシンボルの山は？

①モンブラン　②マッターホルン　③アイガー　④グランドジョラス

松本市役所本庁舎（丸の内）のあるあたりの標高で一番近いのは？

①400m　②500m　③600m　④700m

文化・観光交流都市である金沢市の旧藩主は？

①松平家　②山内家　③前田家　④伊達家

次の村のうち、松本市と合併したのが最も遅いのは？

①岡田村　②中山村　③島内村　④島立村

松本市の市章で、松葉の円の中にデザインされた字は？

①城　②本　③松　④山

松本市の姉妹都市ではない市は？

①姫路市　②高山市　③藤沢市　④犬山市
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　自然
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【上級】

日本一広い高原台地美ヶ原高原の最高峰王ケ頭の標高は？

①2034m　②2012m　③2008m　④2002m

三十六歌仙の一人・源重之の歌にも詠まれた温泉地は?

①美ヶ原温泉　②浅間温泉　③扉温泉　④中の湯温泉

松本平の気候の一般的特徴をあらわしているものはどれ？

①日照時間が短く、湿度が低い　  ②日照時間が長く、湿度が高い　
③日照時間が長く、湿度が低い　  ④日照時間が短く、湿度が高い

県の天然記念物に指定され、乳房イチョウとしてしられる
千手（せんぞ）のイチョウがある地区は？

①中山　②奈川　③安曇　④入山辺

焼岳の噴火で出来た池は？

①田代池　②明神池　③牛留池　④大正池

「糸魚川-静岡構造線」はフォッサマグナのどちら側？

①東側　②西側　③南側　④北側

上高地の河童橋は昨年架橋100年を迎えたが、現在の橋は何代目？

①４代目　②５代目　③6代目　④7代目

次の山を標高の高い順に並べよ。
①奧穂高岳　②槍ヶ岳　③乗鞍岳　④西穂高岳

①  ①→②→④→③　②  ②→①→④→③　③  ②→①→③→④　④  ①→②→③→④

国土交通省の「甦る水100選」に選ばれている川は？
①女鳥羽川　②梓川　③大門沢川　④牛伏寺

福寿草まつりを開催する地区は？

①奈川　②梓川　③四賀　④波田
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歴史
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第２６問

【上級】

　しもかん

ささりんどう

水野氏のあとに松本藩主となった戸田氏は、どこの藩から来た？

①小倉　②明石　③鳥羽　④高崎

中国大陸のカラチン王国へ渡り、現地の女子教育に尽力した松本出身の女性の名は？

①河原操子　②中村まつ　③下田歌子　④多賀春子

松本市歴史の里に生家が復元されている、社会運動家・作家として活躍した人は？

①中村太八郎　②小林有也　③市川量造　④木下尚江

信濃守護小笠原長時が、林城を逃れてから亡くなった地は？

①小倉　②京都　③会津　④松本

徳川家康の家臣から豊臣秀吉の家臣となった武将で、松本藩主になった人物は？

①松平直政　②堀田正盛　③石川数正　④小笠原秀政

神林の下神遺跡でみつかった土器に書かれていた墨書は？

①良田　②草茂　③捧下　④大野

松本藩の歴代藩主は何人？

①20人　②21人　③22人　④23人

松本城は深志城と呼ばれたが、深志城を造ったのは誰か？

①石川数正　②小笠原長時　③市川量造　④島立貞永

世に加助騒動と呼ばれた百姓一揆が起きたときの松本藩主は誰か？

①水野忠職　②水野忠直　③戸田光慈　④戸田光行

歴代藩主の家紋のうち、「笹龍胆」は何氏の家紋か？

①石川氏　②小笠原氏　③松平氏　④掘田氏

　ぼくしょ
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【上級】

たんき

にんじょう

江戸時代、江戸城内の松の廊下で刃傷事件をおこして改易となった松本の藩主は？

①水野忠職　②水野忠幹　③水野忠清　④水野忠恒

野麦峠を越えて運ばれたことで知られる年取り魚は？

①鰯（いわし）　②鰤（ブリ）　③鯛（タイ）　④鮭（サケ）

今も残り、きちんとした形で保存されている武家屋敷のうち正しい組合せは？

①安東家と高橋家　②馬場家と橋倉家　③安東家と棚橋家　④橋倉家と高橋家

「牛つなぎ石」のある場所で交わった街道の正しい組合せは？

①善光寺街道と武石街道　②善光寺街道と野麦街道　
③善光寺街道と千国街道　④野麦街道と千国街道

幕末期の町人町の構成は？

①親町３町・子町10町・24小路　②親町２町・枝町10町・20小路　
③親町３町・枝町10町・20小路　④親町３町・枝町10町・24小路

福島安正が明治25年から翌年にかけて行ったシベリア単騎横断は、
ベルリンからどこまで横断したか？
①ウラジオストック　②ウランバートル　③ハバロフスク　④イルクーツク

国宝松本城の天守閣は五重六階ですが、外から見えないのは何階？

①1階　②2階　③3階　④4階

日本銀行松本支店の開業はいつ？

①明治10年　②大正3年　③昭和19年　④昭和27年

「束間の湯」に行宮を計画したのは？

①天武天皇　②天智天皇　③文武天皇　④聖武天皇

松本城下で江戸時代に実際には存在しなかった町名は？

①片端　②同心町　③飯田町　④花咲町
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【上級】

しょうろう

とうりゅうひざくりげ

ぼだい

松本藩と高島藩との境にあって、それぞれの村が神社の本殿を並べて建てている神社は？

①筑摩神社　②千鹿頭神社　③須々岐水神社　④諏訪神社

信州筑摩三十三ケ所観音霊場で、波田にある第30番の寺は？

①安養寺　②保福寺　③盛泉寺　④田村堂

松本民芸家具を調度している山辺の厄除け寺は？

①兎川寺　②廣澤寺　③玄向寺　④徳運寺

小室諏訪神社の裏山金比羅宮の参道に置かれる、８８体の石仏群をなんと呼ぶ？

①三日山石仏群　②七日山石仏群　③十日山石仏群　④二十日山石仏群

廃仏毀釈で廃寺となった波田地区の若澤寺から移された二層桜門式の鐘楼がある
梓川地区の寺院は？

①真光寺　②恭倹寺　③廣田寺　④安養寺

飴市で買ったアメを供える神様は？

①三峰様　②蚕玉様　③大黒様　④恵比寿様

東海道中膝栗毛の作者十返舍一九も数日間逗留したといわれている寺院が
かつてあったといわれているが、その寺院の名は?
①西大寺　②円城寺　③安養寺　④若澤寺

松本城本丸庭園に咲く「小笠原ボタン」は、小笠原長時が落城する際、
ある寺に預けられていたが、どこのお寺か?
①牛伏寺　②兎川寺　③保福寺　④安養寺

松本藩主小笠原氏の菩提寺は？

①廣澤寺　②放光寺　③神宮寺　④正行寺

次の神社で御柱を行わないのは？

①千鹿頭神社　②沙田神社　③松本神社　④須々岐水神社

はいぶつきしゃく
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施設・建物

第５１問

第５２問

第５６問

【上級】

たつみつきやぐら

松高として親しまれた松本高等学校が建設されたのはいつ？

①明治九年　②大正八年　③明治十九年　④昭和三年

松本歴史の里に移築されていない建造物は？

①川浦宿宝来屋　②旧長野地方裁判所松本支部庁舎　
③座繰製糸工場　④高橋家住宅

松本浅間カントリークラブの設計者は？

①井上誠一　②加藤俊輔　③上田治　④安田幸吉

重文馬場家住宅に見られる棟飾りは？

①唐破風　②本棟飾り　③雀おどし　④雀がえし

松本城大天守と乾小天守をつなぐ櫓は？

①渡櫓　②結櫓　③月見櫓　④辰巳附櫓

山と自然博物館の前身にあたる施設は？

①アルプス博物館　②アルプス山岳館　③アルプス資料館　④アルプス自然館

近年、結婚式場・レストランとして生まれ変わった建物で、映画「白夜行」のロケ地にも
なった、大名町にある建物の前身は？
①八十二銀行　②長野銀行　③旧三井銀行　④旧第一勧業銀行

松本商工会議所が最初に建てられた場所は？

①中町　②大名町　③本町　④現在の場所

旧開智学校と姉妹館提携を結んでいる、愛媛県にある学校は？

①開明学校　②閑谷学校　③旧岩科学校　④中込学校

昭和５０年に看板建築について建築学会に発表した、茅野市出身の人物は？

①藤森照信　②降幡廣信　③内藤昌　④柳沢孝彦
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　生活

第６１問

第６２問

第６６問

【上級】

くさまやよい

いさむ

松本は花いっぱい運動発祥の地、その先駆者小松一三夢は、どこの出身？

①松本　②諏訪　③高遠　④塩尻

稲核の風穴に貯蔵して県内外から脚光をあびたものは？

①繭　②桑　③蚕種　④生糸

源智の井戸の由来となった、河辺源智は何家の家臣だった？

①石川家　②戸田家　③掘田家　④小笠原家

明治維新後、上級武士が子息に就かせ、今も松本城周辺に多い職業は？

①飲食業　②医者　③銀行業　④運送業

タウンスニーカーの主に東コースを走る草間彌生デザインのバスは、
通称何号と呼ばれているか？

①幻の華号　②草間彌生号　③水玉乱舞号　④美術館号

ひたし・あたためるという意味のある、美味しい奈川の伝統の味のそばの名は？

①スンキそば　②とうじそば　③木曽そば　④奈川そば

安曇地区の稲核では、七夕飾りに青竹の代わりに木の枝を使います。その木は？

①あかまつ　②しなのき　③かつら　④もみじ

松本電鉄上高地線の駅で、波田地区内にないのは何駅？

①島々　②三溝　③渕東　④下島

市内を流れる女鳥羽川にかかっていない橋は？

①幸橋　②中の橋　③緑橋　④千歳橋

岡崎市の名誉市民で、紡績機を発明した、波田に墓のある人物は？

①今井五介　②臥雲辰致　③米沢武平　④片倉兼太郎

くさまやよい

がうん

さんしゅ



第７３問  
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第７５問

第７７問

第７９問

第８０問

８

第７８問

文化・伝統
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第７６問

【上級】

ひじ すね

スズキメソードで知られる鈴木鎮一は、どこの生まれ？

①松本市　②木曽町　③ドイツ　④名古屋市

毎年１月に開催される松本あめ市で、武田側と上杉側に分かれて綱引きが行われるが
その通りをなんという？

①中町通り　②本町通り　③大名町通り　④縄手通り

松本藩の御用窯の焼き物として古くから知られた焼き物ものはどれか？

①万古焼　②無名異焼　③万岳焼　④常念焼

文豪島崎藤村が作詞し、山田耕作が作曲したのは、どの学校の校歌？

①松本中学　②松本商業　③松本高等女学校　④松本女子職業学校

県歌信濃の国の作詞者は？

①窪田空穂　②島崎藤村　③浅井洌　④中山晋平

鹿津部真顔が詠んだ歌「立廻す高嶺は雪の銀屏風中に○○の松本の里」の
　しかつべ　　まがお

漢字二文字○○は？
①墨絵　②水絵　③雪景　④紅葉

松本民芸館に掲げられる丸山太郎の美を見る民芸の心は？

①美しいものが尊い　　　　　②美しいものが美しい　
③美しいものがすべてである　④美しいものが民芸である

波田の仁王門で毎年4月に行われるお祭りは「仁王尊○くぐり祭」である。
○にあてはまる言葉はどれか？
①脇　②肘　③股　④脛

スズキメソードで知られる鈴木鎮一が、20代後半に親交を深めたドイツ出身の物理学者は？

①グスタフ・ヴィーデマン　②ジョン・ホール　③ガリレオ・ガリレイ　④アインシュタイン

地元出身の写真家中沢義直氏の関係資料が展示されている施設は？

①四賀化石館　②安曇資料館　③梓川アカデミア館　④窪田空穂記念館

しんいち

ごようがま
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【上級】

3月下旬にスタートするNHK朝の連続テレビ小説「おひさま」で
井上真央の演じる主人公の名は？

①陽子　②夏子　③育子　④房子

日本アルプスを世界に紹介した宣教師ウエストンは、どこの国の人？

①ドイツ　②スイス　③オーストリア　④イギリス

大名町の街路樹で｢日本の香り風景100選」に選ばれたのは？

①シナノキ　②ナナカマド　③ケヤキ　　④シラカバ

松本山雅の愛称は？

①ガンバ　②ウルトラス　③ターミガンズ　④アルプグリーンズ

松本市が昨年11月、観光と物産のアンテナショップをオープンさせたのはどこ？

①ソルトレイクシティ　②モスクワ　③ロサンゼルス　④サンフランシスコ

山田杯ハーフマラソンは、梓川出身の山田俊さんの日本記録に由来しますが、その種目は？

①1500m　②5000ｍ　③10,000ｍ　④マラソン

２０１０年のサイトウ・キネン・フェスティバル松本で小澤総監督がタクトを振った曲は？

①弦楽セレナード　②ディベルティメント　③幻想交響曲　④ブラームス交響曲第一番

女性で世界初の7大陸最高峰登頂者となり、松本市の観光大使にも選ばれている人は？

①今井通子　②田部井淳子　③植村直己　④四角友里

松本が本籍地のFDA4号機の機体の色は？

①真紅　②グリーン　③ピンク　④ライトブルー

乗鞍高原から乗鞍岳畳平へ向かう県道の別名は？

①スカイライン　②エコーライン　③ビーナスライン　④アザレアライン
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くさまやよい

乗鞍高原いがやスキー場の名前の由来となったオリンピックメダリスト、
猪谷千春さんが出場したオリンピックは？
①サラエボ　②コルティナダンペッツォ　③レークプラシッド　④札幌

鳩山前首相の曾祖母で、松本出身の鳩山春子が創立にかかわった大学は？

①日本女子大学　②共立女子大学　③お茶の水女子大学　④東京女子大学

Mウイング前の定時にメロディーを奏でるモニュメントは何をかたどっている？

①七夕人形　②押絵雛　③松本手まり　④姉様人形

2010年9月に松本市と観光・文化交流都市提携をした市は？

①静岡市　②福岡市　③金沢市　④札幌市

松本山雅FCの昨シーズンの順位は何位？

①5位　　②6位　　③7位　　④8位

5月に映画が公開になる漫画「岳-みんなの山-」の主人公三歩は、救助対象者に
言葉を掛けますが、その言葉は？

①よく頑張った　②気合だー！　③大丈夫？　④元気ですか？

さんぽ

松本市美術館の屋外に展示されている松本市出身のアーティスト草間彌生の作品
「幻の華」のモチーフとなった花は？
①サクラ　②チューリップ　③バラ　④ヒマワリ

方言と意味とが合っているものはどれ？
①ワニル―おべっか　②ハカイク―墓参り
③オンジョ―文句　　④カワイヤ―かわいくない

上高地明神池入口にある小屋に住み、ウェストンを案内した名ガイドの名前は？

①喜作　②善五郎　③嘉門次　④喜源治

松本ぼんぼんはいつからはじまった？

①昭和４５年　②昭和５０年　③昭和５３年　④昭和５５年

そうそぼ
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