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【上級】

松本と呼ばれるようになったのはいつ？

①天文１０年　②永禄１０年　③天正１０年　④慶長１０年

平成２２年１０月１日国勢調査の松本市の人口（速報値）は？

①２２８，５４１人　②２３８，７２６人　③２４３，０７０人　④２５３，３２５人

松本市の広さは、東西に５２．２Km。では、南北は？

①３９．８Km　②４１．３Km　③４２．９Km　④４３．８Km　

松本市長は１３代を数えますが、この中で医者は何人？

①０人　②１人　③２人　④３人

松本市役所本庁舎の住所は？

①丸の内１－５　②大手３－８－１３　③丸の内３－７　④中央１－３－５

観光・文化交流都市である、札幌市の平成２２年９月現在の推計人口は？

①約１９１万人　②約１９４万人　③約１９７万人　④約２００万人

国内姉妹都市・交流都市の中で、「文書館」という名称の施設がある市は？

①金沢市　②高山市　③姫路市　④藤沢市

松本市の友好都市、廊坊市は中国の何省？

①河北省　②福建省　③四川省　④広東省

国外姉妹都市スイス・グリンデルワルト村の観光名所「ユングフラウヨッホ」から観る
ことのできる世界自然遺産の氷河は？

①ゴルナー氷河　②ライン氷河　③ローヌ氷河　④アレッチ氷河

松本市民憲章が議決されたのはいつ？

①昭和５０年　②昭和５２年　③昭和５４年　④昭和５８年
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【上級】

松本盆地を走るフォッサマグナの東縁にある構造線は？

①糸魚川－静岡構造線　②柏崎－銚子構造線
③柏崎－御殿場構造線　④糸魚川－名古屋構造線

のりくら温泉郷には４つの温泉がありますが、わさび沢温泉の泉質は？

①炭酸水素塩冷鉱泉　   ②酸性硫化水素泉
③アルカリ性単純温泉　④ナトリウム炭酸水素塩泉

白骨温泉にあり、国の天然記念物に指定、平成２１年５月に地質百選に選定されたのは？

①隧通し　②竜神の滝　③墳湯丘　④千間淵

美ヶ原高原が、八ヶ岳中信高原国定公園として指定されたのはいつ？

①昭和３０年　②昭和３６年　③昭和３９年　④昭和４２年

槍ヶ岳に最初に登頂した外国人は？

①ウォルター・ウェストン　②ジャン・ダルム
③ジョージ・クラーク　       ④ウィリアム・ガウランド　

「西の白骨」と並び称される松本市内の東の名湯はどこの温泉？

①扉温泉　②穴沢温泉　③美ヶ原温泉　④浅間温泉

松本市域の気候について間違っているものは？

①日照時間が比較的長い　②気温の日較差が大きい
③春先に大雪　                     ④気温の日較差が小さい

本州では、上高地と梓川流域以外ではまず見られないケショウヤナギ。本州以外の
代表的な分布地は？

①四国（四万十川）　②東北（八甲田山）　③北海道（礼文島）　④北海道（十勝地方）

上高地の貴重な飲料水源で平成２２年長野県の「信州の名水・秘水」に認定されたのは？

①梓川　②清水川　③明神池　④徳沢

北穂高岳は標高３，１０６mですが、日本での標高順位は？

①５位　②８位　③９位　④１１位

ついとう ふんとうきゅう せんげんぶち
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【上級】

松本城駒つなぎ桜の伝説がある松本城に立ち寄った武将は？

①石田三成　②浅野長政　③福島正則　④加藤清正

松本藩歴代藩主でもっとも高い石高の藩主は？

①石川氏　②水野氏　③堀田氏　④戸田氏

筑摩県が推進したのは開化政策と何？

①重商政策　②重農政策　③学事普及　④科学普及

「信濃の国」作詞者浅井洌は、松本の何家の生まれ？

①浅井家　②今井家　③大岩家　④馬場家

善光寺街道と保福寺通りが分かれる宿場は？

①刈谷原宿　②岡田宿　③保福寺宿　④会田宿

昭和の大合併で昭和２９年４月１日に松本市へ合併した村は、島内・島立とどこ？

①新村　②和田　③岡田　④中山

シベリアを単騎横断した福島安正の生誕地はどこ？

①田町　②下横田町　③西町　④安原町

第６回松本検定ポスターの題材画は？

①松本中学校開校式　    ②明治の修理竣工記念祭
③日露戦争祝勝記念祭　④昭和天皇即位の大典

江戸時代に他の藩領との境に口留番所が設けてありましたが、安曇地区にあった
番所は現在のどこ？

①橋場　②稲核　③白骨　④番所

日本近代登山開拓の父といわれるウォルター・ウェストンはどこの国の人？

①フランス　②スイス　③イギリス　④ドイツ

くちどめばんしょ
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【上級】

戦国時代、武田信玄に林城で敗れた武将は？

①小笠原長時　②小笠原秀政　③小笠原長秀　④小笠原貞慶　

中国大陸のカラチンで女学校の教師をしていた松本出身の女性は？

①河原操子　②下田歌子　③多賀春子　④百瀬  静

平成１７年４月１日に松本市と合併した４村のうち、明治以降合併まで一度も合併して
いない村は？

①四賀村　②奈川村　③安曇村　④梓川村

加助騒動（貞享騒動）が起きたときの松本藩主は？

①水野忠清　②水野忠職　③水野忠直　④水野忠幹

新村に伝わる「ものぐさ太郎」は、いつの時代の物語？

①奈良時代　②平安時代　③室町時代　④鎌倉時代

土製の耳飾りが約２，５００点も出土し、全国屈指と話題になった遺跡は？

①一ツ家遺跡　②雨堀遺跡　③坪ノ内遺跡　④エリ穴遺跡

浅間線「チンチン電車」が活躍したのは何年間？

①４０年間　②４２年間　③４３年間　④４８年間

松本町の本町、中町と横田などの一部に電灯が点灯したのはいつ？

①明治２９年　②明治３１年　③明治３２年　④明治３５年

野麦街道を通って松本へ運ばれたお年取りの鰤の名称で正しいのは？

①氷見鰤　②高山鰤　③飛騨鰤　④富山鰤

伊織霊水のある小路の名称は？

①同心小路　②神明小路　③生安寺小路　④本立寺小路

ただもと ただもと

あんぼり

ぶり

複数正答あり
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【上級】

小笠原秀政のお手植えといわれる、市天然記念物「高野槙」がある信州筑摩三十三ヶ所
観音霊場の１３番目の寺は？

①法船寺　②常楽寺　③弘長寺　④兎川寺

松本神社は五社とも呼ばれたが、祭神でない人物は？

①戸田康長　②松姫　③戸田宗光　④戸田光慈

安曇地区大野田にある、県の天然記念物「大野田のフジキ」がある神社は？

①伊勢二ノ宮神社　②波多神社　③穂高神社奥宮　④大野田神社

信州筑摩三十三ヶ所観音霊場で、松本城主小笠原秀政・忠脩父子の墓所がある寺は？

①牛伏寺　②放光寺　③廣澤寺　④保福寺

松本三十三ヶ所観音霊場の第１番目の寺は？

①玄向寺　②兎川寺　③瑞松寺　④安楽寺

市の天然記念物に指定されている２本の大きなケヤキがある神社は？

①松本神社　②岡田神社　③嶋々神社　④筑摩神社

厄除け寺で知られるている牛伏寺は何宗？

①浄土真宗　②天台宗　③真言宗　④曹洞宗

上高地明神池にある神社は？

①諏訪大社奥宮　②伊勢神宮奥宮　③穂高神社奥宮　④御嶽神社奥宮

廃仏毀釈で廃寺となった念来寺から仏像などが移された寺は？

①泉龍寺　②永福寺　③王徳寺　④西善寺

槍ヶ岳開祖の播隆上人ゆかりの寺は？

①玄向寺　②牛伏寺　③無極寺　④大安楽寺

こうやまき

みつちか

ただなが

はいぶつきしゃく
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【上級】

旧制松本高等学校の開校はいつ？

①大正２年　②大正８年　③大正９年　④大正１１年

まつもと市民芸術館を設計した建築家は？

①安藤忠雄　②宮本忠長　③黒川紀章　④伊東豊雄　　　　　　　　　　　　

波田地区の梓川沿いにある公園は？

①松本平広域公園　②扇子田運動公園　③梓川ふるさと公園　④アルプス公園

美ヶ原高原のシンボル「美しの塔」の高さは？

①８．３ｍ　②７．２ｍ　③６．６ｍ　④５．３ｍ

国宝松本城天守が最初に国宝指定を受けた法律は？

①国宝保存法　②社寺保存法　③文化財保護法　④古器旧物保存法

建物内にある「桟唐戸」が特徴のひとつである建物は？

①旧山辺学校　②旧開智学校　③国宝松本城　④旧長野地方裁判所松本支部庁舎

松本駅前に設置された三角柱の時計塔に刻まれた「学都」「楽都」「岳都」の文字を書いて
いないのは？

①小澤征爾　②菅谷  昭　③草間彌生　④田部井淳子

ウォルター・ウェストン「日本アルプス絶賛の地」碑が建つ峠は？

①稲倉峠　②保福寺峠　③野麦峠　④扉峠

国宝松本城の乾小天守の高さは？

①１１．１ｍ　②１４．７ｍ　③１６．８ｍ　④２９．４ｍ

総合球技場アルウィンの観客席は立見席も合わせて何席？

①１５，０００席　②１８，０００席　③２０，０００席　④２５，０００席

せんすだ

さんからど
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【上級】

松本市消防団の分団数は？

①４１分団　②４４分団　③４８分団　④５０分団

松本市内で、電気の周波数が５０Hzの地区は？

①奈川地区　②四賀地区　③波田地区　④鎌田地区

信州まつもと空港の定期便に使われている機種は？（平成２４年１月現在）

①エアバス　②ボーイング　③ボンバルディア　④エンブラエル

松本地方の方言とその意味との組み合わせで、間違っているものは？

①ヒヤカス（冷やす）　②オンジョ（文句）　③コズム（沈む）　④ズクナシ（気力がない）

近年松本に移住し、「山ガール」を広めた漫画家は？

①鈴木ももこ　②鈴木ともこ　③鈴木さとこ　④鈴木さくらこ

安曇地区にあるスキー場の名称は？

①乗鞍岳スキー場　②Ｍｔ．乗鞍　③野麦峠スキー場　④朝日プライムスキー場

安曇稲核地区にある風穴を利用して熟成しているお酒は？

①ワイン　②ブランデー　③日本酒　④焼酎

かつて松本駅から浅間温泉まで「チンチン電車」が走っていましたが、その距離は？

①約３．４Km　②約４．２Km　③約５．３Km　④約７．２Km

「平成の名水百選」に選ばれた松本の湧水群の名称は？

①まつもと城下町湧水群　②まつもと源智の井戸湧水群
③まつもと中町湧水群　　④まつもと大名町湧水群

江戸時代の終わりに軍隊の保存食として考案されたといわれている松本地方の食物は？

①乾パン　②寒天　③稲核菜　④味噌パン
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【上級】

なつまつりなにわかがみ さくらぎみんでんれんじし

みどの

｢源智の井戸」の源智の由来は？

①地名から　②井戸の持ち主の名前から　③江戸時代の記録から　④水源の意味

まつもと市民芸術館の芸術監督は？

①宮本亜門　②三谷幸喜　③串田和美　④蜷川幸雄

2011サイトウ･キネン･フェスティバル松本でまつもと市民芸術館芸術監督と小澤総監督
が組み上演した演目は？

①兵士の物語　②青ひげ公の城　③スペードの女王　④サロメ

江戸期から松本の城下町で作られてきた紙人形で、少女たちがままごとや着せ替え人形
のようにして遊んでいたものは？

①松本人形　②松本てまり　③松本姉妹人形　④松本姉様人形

平成２２年７月、松本で開催された「平成中村座　信州まつもと大歌舞伎」の演目は？

①夏祭浪花鑑　②義経千本桜　③連獅子　④佐倉義民傳

飴市で、飴をお供えする神様は？

①毘沙門天　②大黒天　③恵比寿　④布袋

松本紬とともに知られる安曇地区の織物は？

①梓織　②橋場織　③水殿織　④深山織

波田の仁王門で４月下旬に行われる珍しいお祭りは？

①裸まつり　②松明祭り　③股くぐり祭　④道祖神まつり

サイトウ・キネン・フェスティバル松本の名称の元になっている小澤征爾総監督の恩師の
名前は？

①齋藤秀雄　②齋藤秀夫　③齋藤秀男　④齋藤秀生　

奈川地区での小正月の火祭り行事の古くからの呼び名は？

①鳥居火　②どんど焼き　③松明焼き　④歳の神
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【上級】

中の湯温泉にある洞窟風呂の名称は？

①謙信の湯　②卜伝の湯　③武蔵の湯　④信玄の湯

平成１７年に旧開智学校と姉妹館提携を結んだ静岡県松崎町にある学校は？

①旧中込学校　②開明学校　③旧岩科学校　④旧睦沢学校

牛伏川フランス式流路はどの文化財に指定されていますか？

①国登録無形文化財　②国重要文化財　③国天然記念物　④国登録有形文化財

新産業都市指定を記念して制作された「國の中央に立つ」像が建つ場所は？

①松本市役所　②松本城公園　③まつもと市民芸術館　④千歳橋北

松本山雅ＦＣのＪ２初戦の対戦相手は？

①東京ヴェルディ　②湘南ベルマーレ　③町田セルビア　④アビスパ福岡

国宝城郭を有する４市（姫路・彦根・犬山・松本）には、それぞれ人気のキャラクターが
います。松本市は「アルプちゃん」、では、姫路のキャラクターは？

①姫にゃん　②しろまるひめ　③しらさぎひめ　④姫丸ちゃん

信州まつもと空港に就航しているＦＤＡ４号機の機体の色はグリーンですが、２号機
の機体の色は？

①ピンク　②オレンジ　③ライトブルー　④イエロー

昨年７月に国宝松本城で開催し、国宝四城のキャラクターも集結したイベントの
名称は？
①元気ずら松本イベント　②元気ですか松本イベント
③元気です松本イベント　④元気だよ松本イベント

長野県観光ＰＲキャラクター「アルクマ」の出身地は？

①信州・日本アルプスのどこか　②信州・アルクマの里
③信州・山の秘湯　                       ④信州・くだもの王国

牛伏川フランス式流路の工事に関わった「砂防の父」デ・レーケはどこの国の人？

①フランス　②ドイツ　③イタリア　④オランダ

ぼくでん
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松本市市制記念日は？

①７月１日　②６月１日　③５月１日　④４月１日

松本市美術館開館１０周年記念展として「シャガール展」を開催していますが
マルク・シャガールの出身国は？

①フランス　②ウクライナ　③ベラルーシ　④スペイン

松本市が福島県飯舘村の子供たちを招待し、松本で過ごしてもらう取組みの名称は？

①まつもとこどもスクール　②まつもといきいきキャンプ
③まつもとこどもキャンプ　④まつもとこどもビレッジ

松本市市制施行１００周年記念で作成された、１００をモチーフにしたモニュメント
がある場所は？

①城山公園　②松本駅前　③中町通り　④アルプス公園

松本市でロケが行われた映画「岳-ガク-」の原作者は？

①鳥山明　②石塚真一　③高橋ヒロシ　④貞本義行

横山光輝原作の漫画「鉄人２８号」その主役「鉄人」が開発された場所は？

①奥穂高岳　②乗鞍岳　③常念岳　④槍ヶ岳

タウンスニーカーは現在４コースありますが、上土町のバス停があるコースは？

①北コース　②南コース　③東コース　④西コース

奈川地区の御殿桜は誰が植えたとの言い伝えがある？

①三木秀綱の残党　②佐々成政の残党　③武田勝頼の残党　④木曾義仲の残党

街路樹の「しなのき」が環境省認定「かおり風景１００選」に選ばれた通りは？

①上土通り　②伊勢町通り　③大名町通り　④縄手通り

長野県発祥のスポーツといわれている人気の高いスポーツは？

①グランドゴルフ　②パターゴルフ　③ゲートボール　④マレットゴルフ

いいだて

ごてん
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