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概要

第 １ 問
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【基本】

松本市が市制施行した年月は？

①明治４０年４月　②明治４０年５月　③明治４０年６月　④明治４０年７月

松本市が、波田町と合併したのはいつ？

①平成２２年３月　②平成２２年４月　③平成２２年５月　④平成２２年６月

松本市の国内姉妹都市でない市は？

①高山市　②姫路市　③彦根市　④藤沢市

今年の市長選はいつ？

①３月４日　②３月１１日　③３月１８日　④３月２５日

松本市に隣接していない市は？

①大町市　②高山市　③安曇野市　④飛騨市

長野県７７市町村のなかで松本市の面積は何番目に広い？

①１番　②２番　③３番　④４番

松本市の「市花」は？

①サクラ　②レンゲツツジ　③ミズバショウ　④ニリンソウ

平成２２年９月に、松本市と「観光・文化交流都市」となった市は？

①福岡市　②金沢市　③札幌市　④鹿児島市

松本市が市政の柱として位置付けている政策のキャッチフレーズは「○○○○延伸
都市・松本」の○○○○の部分は？

①健康長寿　②健康保健　③健康寿命　④健康福寿

松本市の面積は？（２４年１月現在）

①９７７.７７㎢　②９７８.７７㎢　③９８８.６７㎢　④９９８.７７㎢



第１３問

 

第１４問

 

第１５問

第１７問

第１９問
 

第２０問

２

第１８問

　自然

第１１問

　

第１２問

第１６問

【基本】

乗鞍高原にない池は？

①牛留池　②まいめの池　③どじょう池　④田代池

中部山岳国立公園内に含まれない松本市内の滝は？

①善五郎の滝　②三本滝　③番所大滝　④竜神の滝

明治４２年に１７歳の芥川龍之介が登頂した山は？

①常念岳　②槍ヶ岳　③焼岳　④奥穂高岳

氷河期の生き残りとされる上高地の代表的な植物は？

①カミコウチテンナンショウ　②コナシ　③ケショウヤナギ　④イワカガミ

上高地が中部山岳国立公園に指定されたのはいつ？

①昭和７年　②昭和８年　③昭和９年　④昭和１０年

①２，０３４ｍ　②２，０３２ｍ　③２，０３１ｍ　④２，０３０ｍ

松本市内にある温泉地の数は？

①１２　②１４　③１６　④１９

支配した豪族の名を冠して「犬飼の湯」とも言われ、松本の奥座敷とも呼ばれる温泉は？

①横田温泉　②穴沢温泉　③浅間温泉　④扉温泉

「三日入れば三年風邪をひかない」といわれている温泉は？

①中の湯温泉　②白骨温泉　③竜島温泉　④坂巻温泉

槍・穂高連峰には、涸沢カールをはじめ、多数のすり鉢状の地形があります。この地形は
何によってできた？

①地震　②火山の噴火　③洪水　④氷河

美ヶ原の王ヶ頭の標高は？



第２３問

第２４問

第２５問

第２７問

第２９問

第３０問

３

第２８問

歴史

第２１問

第２２問

第２６問  

【基本】

内田地区にある縄文時代の「雨堀」遺跡の読みは？

①あんほり　②あんぼり　③あめほり　④あまぼり

松本藩の石高を表現する場合、戸田氏の石高を代表して、通称何万石？

①５万石　②６万石　③８万石　④９万石

廃藩置県で松本藩が廃され、置かれた県は？

①筑摩県　②深志県　③松本県　④信陽県

高山から野麦峠を越えて運ばれていたことで知られる、年取りの魚は？

①鮭（さけ）　②鰤（ぶり）　③鯵（あじ）　④鯛（たい）　

縄文時代中期に数多くのムラができた場所は？

①西山山麓　②城山周辺　③松本城周辺　④東山山麓

歴代の松本藩主は、初代石川数正から最後の戸田光則まで、合計何人？

①１６人　②１９人　③２１人　④２３人

①前方後円墳　②方墳　③前方後方墳　④円墳

松本平最古の古墳は弘法山古墳ですが、その形は？

開智学校の前身の学校名は？

①筑摩県学　②松本県学　③松本藩校　④信濃藩学

旧制松本高等学校を引き継いだ信州大学の学部は？

①文学部　②経済学部　③医学部　④文理学部

松本歩兵第五十連隊の兵営が置かれていた場所は、現在のどのあたり？

①松本蟻ヶ崎高校　②信州まつもと空港　③信州大学旭町キャンパス　④城山公園



第３３問

第３４問

第３５問

第３７問

第３９問

第４０問

４

第３８問

　歴史

第３１問

第３２問

第３６問

【基本】

歴代の松本藩主のうち、約８０年間在任した水野氏の家紋は？

①　　　　　②　　　　　③　　　　　④

城下町松本の町名のいわれで、間違っているものは？

①東町 ⇒ 城の東にある町　                 ②中町 ⇒ 本町と大名町の間にある町
③宮村町 ⇒ 宮村大明神があった町　④伊勢町 ⇒ 伊勢神明宮があった町

国宝松本城天守の保存を小林有也とともに推進した市長は？

①百瀬興政　②百瀬  渡　③小里頼永　④菅谷司馬

明治１９年開校の山辺学校は、開智学校の「ギヤマン校舎」に対して何と呼ばれた？

①洋風学校　②田舎学校　③障子学校　④欄間学校

次のうち組み合わせで正しいものは？

①水野忠職と「信府統記」　    ②戸田光行と「月見櫓」
③松平直政と「領内惣検地」　④戸田光慈と「文治主義」

明治４年に、現在の長野県中南信地方、岐阜県高山地方、愛知県に一部を領域として
設けられた県の名称は？

①松本県　②飛騨県　③信飛県　④筑摩県

では、その県庁舎はどこに置かれた？

①松本城旧二の丸御殿跡　②現在の市役所　③松本城旧本丸御殿跡　④大名町辺り

昭和３０年に合併して誕生した梓川村の母体となった村は？

①梓村と立田村　②梓村と倭村　③梓村と大妻村　④梓村と八景山村

甲斐の武田信玄に攻められて、林城を脱出した武将は？

①小笠原長時　②小笠原貞慶　③小笠原秀政　④小笠原長棟

松本藩主石川数正は豊臣秀吉の家臣ですが、その前に仕えていた大名は？

①織田信長　②武田信玄　③前田利家　④徳川家康

らんま

ただもと

みつちか

①　　　　　②　　　　　③　　　　　④①　　　　　②　　　　　③　　　　　④①　　　　　②　　　　　③　　　　　④



第４３問

第４４問

第４５問

第４７問

第４９問

第５０問

５

第４８問

神社・仏閣

第４１問

第４２問

第４６問

【基本】

四柱神社は何の願い事がかなうとして知られていますか？

①縁結びの願い事　②すべての願い事　③学業成就の願い事　④安産の願い事

波田地区にあって「信濃日光」と呼ばれた著名な寺は？

①盛泉寺　②若澤寺　③安養寺　④薬師堂

小笠原氏の菩提寺は？

①牛伏寺　②玄向寺　③廣澤寺　④浄林寺

「千鹿頭」神社の正しい読み方は？

①しかとう　②ちかとう　③せかとう　④つかま

北深志の総鎮守として歴代松本藩主から信仰されてきた神社は？

①筑摩神社　②松本神社　③四柱神社　④岡宮神社

槍ヶ岳開祖の播隆上人ゆかりの寺で、「ボタン寺」として有名な寺は？

①玄向寺　②兎川寺　③大安楽寺　④廣田寺

信州筑摩三十三ヶ所観音霊場第２番で石川数正の五輪塔がある寺は？

①兎川寺　②法船寺　③徳運寺　④円城寺

小室諏訪神社の裏山金毘羅宮の参道に置かれた、８８体の石仏群の名称は？

①五日山石仏群　②六日山石仏群　③七日山石仏群　④八日山石仏群

上高地明神池にある神社は？

①諏訪大社奥宮　②穂高神社奥宮　③御嶽神社奥宮　④明神神社奥宮

中山にある、文人画家・谷文晁の壁画、襖絵、天井画がある寺は？

①西大寺　②円城寺　③牛伏寺　④保福寺

ぼだい

ばんりゅう

こんぴら

ぶんちょう ふすま



第５３問

第５４問

第５５問

第５７問

第５９問

第６０問

６

第５８問

施設・建物

第５１問

第５２問

第５６問

　

【基本】

奈川の野麦街道沿いにあり、製糸工女が利用し、現在は「松本市歴史の里」に移築された
宿の名称は？

①古宿　②扇屋　③宝来屋　④松田屋

松本民芸館を松本市へ寄贈した人物は？

①柳  宗悦　②田中幸一郎　③丸山太郎　④本田親蔵

国宝松本城大天守の高さは？

①２７．８ｍ　②２８．９ｍ　③２９．４ｍ　④３０．４ｍ

旧制松本高等学校が松本に誕生したのはいつ？

①明治１９年　②大正８年　③昭和３年　④昭和２５年

松本城太鼓門にある松本城の石垣で最も大きな石は？

①清正石　②小笠原石　③玄蕃石　④御影石

明治から大正にかけて工事が行われた、牛伏川の階段工は、どこの国の階段工を参考
にして設計された？

①オランダ　②スイス　③イギリス　④フランス

松本市美術館前のモニュメント「幻の華」の作者は？

①岡本太郎　②草間彌生　③上條信山　④田村一男

音楽芸術の活動拠点となっている「松本市音楽文化ホール」の愛称は？

①ザ・ハーモニーホール　②ザ・オルガンホール
③ザ・クラシックホール       ④ザ・オーケストラホール

梓川渓谷にある安曇三ダム、上流からの並びは？

①稲核・水殿・奈川渡　②奈川渡・稲核・水殿
③奈川渡・水殿・稲核　④水殿・奈川渡・稲核

浅井洌、杉田久女、窪田空穂、いわさきちひろなどの碑がある公園は？

①信州スカイパーク　②アルプス公園　③梓川ふるさと公園　④城山公園

みどの

うつぼ



第６３問

第６４問

第６５問

第６７問

第６９問

第７０問

７

第６８問

　 

　生活

第６１問

第６２問

第６６問

　

【基本】

水野氏時代から染色や製紙業に使われ、樹齢３００年の市天然記念物のケヤキ
がある湧水は？

①槻井泉神社の湧水　②女鳥羽の泉　③源智の井戸　④伊織霊水

松本名物の桜鍋といったら何のすき焼き？

①熊肉　②鹿肉　③猪肉　④馬肉

松本地方の方言「クロネ」の意味は？

①黒い根　②苦労すること　③青あざ　④黒目のこと

現在の松本電鉄上高地線を開通させた、株式会社は？

①信濃鉄道　②筑摩鉄道　③上高地鉄道　④新村鉄道

安曇地区の島 と々橋場を結ぶ、「お節と清兵衛」の昔話がある橋の名称は？

①河童橋　②新渕橋　③雑炊橋　④島々橋

白壁となまこ壁の土蔵が立ち並ぶ、「蔵シック館」がある通りは？

①大名町通り　②縄手通り　③伊勢町通り　④中町通り

長野県ブドウ発祥の地として知られているのはどこ？

①四賀　②今井　③山辺　④中山

長野県が全国の総生産量の３０％以上を占め、松本が県内第１位の産品は？

①ブドウ　②松茸　③おやき　④味噌

塩尻市本山宿から松本市を通り、安曇野市へと続く約５０ｋｍの道の名称は？

①安曇野アートライン　②しののめのみち　③ビーナスライン　④ぶり街道

安曇・奈川地区では、全国的にもめずらしい「日本種みつばち」を飼育していますが
その蜂蜜は別名何と呼ばれている？

①百花蜜　②山花蜜　③十花蜜　④岳花蜜

ぞうすい

つきいずみ



第７３問

第７４問

第７５問

第７７問

第７９問

第８０問

８

第７８問

文化・伝統

第７１問

第７２問

第７６問

【基本】

松本市が進める博物館利用促進の構想は？

①松本あおぞら博物館　②松本まるごと博物館

方言の組み合わせで間違っているものは？

①オゾイ―良くない　②ゴシタイ―疲れた　③ズクナシ―不器用　④ワニル―照れる

８月上旬に街中を中心に行われる女児の伝統行事は？

①松本ぼんぼん　②七夕踊り　③ぼんぼん　④盆踊り

松本は花いっぱい運動発祥の地ですが、その創始者は？

①小松一三夢　②洞澤今朝夫　③三代澤本寿　④松岡文七郎

上高地の開山祭は、毎年４月の何日に開催される？

①２５日　②２６日　③２７日　④２８日

松本出身で県歌「信濃の国」の作詞者は？

①石井柏亭　②小林有也　③窪田空穂　④浅井 洌

鈴木鎮一が「どの子も育つ、育て方ひとつ」という理念に基づいて創始した音楽教育は？

①マツモトメソード　②信州メソード　③鎮一メソード　④スズキメソード

文学者をはじめ、多くの著名人を輩出した旧制松本高等学校の出身者でない人物は？

①井上  靖　②北  杜夫　③辻  邦生　④臼井吉見

松本市の重要無形民俗文化財に指定されている内田の踊りは？

①はだか踊り　②松明踊り　③ぼんぼん踊り　④ササラ踊り

小澤征爾総監督で有名なサイトウ・キネン・フェスティバル松本が始まった年は？

①平成元年　②平成２年　③平成４年　④平成６年

③松本まちかど博物館　④松本ぐるっと博物館

いさむ もとじゅ

うなり うつぼはくてい

しんいち



第８３問

第８４問

第８５問

第８７問

第８９問

第９０問

９

第８８問

　総合

第８１問

第８２問

第８６問

【基本】

昨年、松本や安曇野を舞台に放送されたＮＨＫ連続テレビ小説のタイトルは？

①おしん　②おひさま　③ゲゲゲの女房　④カーネーション

次のうち松本市の観光大使ではない人物は？

①田部井淳子　②小澤征爾　③赤司龍之祐　④横内龍三

２０１２年に開催される長野技能五輪・アビリンピックの公式キャラクターは？

①わざクマ　②アビリン　③わざまる　④ＷＡＺＡＣＡＮ

今年、松本山雅が参戦するプロサッカーリーグは？

①Ｊ１　②ＪＦＬ　③Ｊ２　④ＪＢＬ

２０１１年１２月に新しく導入されたＦＤＡ６号機の機体の色は？

①オレンジ　②真紅　③パープル　④ピンク

松本地方の郷土料理で、鶏肉の一枚肉を豪快に揚げた料理は？

①海賊焼　②盗賊焼　③松本焼　④山賊焼

安曇地区で栽培されている「幻の漬物」と呼ばれているのは？

①野沢菜　②赤カブ　③稲核菜　④すんき漬

松本でロケが行われ、昨年の夏に公開された映画「神様のカルテ」の原作者は？

①夏川草介　②深川栄洋　③栗原一止　④石川サブロウ

乗鞍高原で秋に行われているアウトドア映画祭
「○○○・マウンテン・フィルム・フェスティバル」の○○○は？

①スイス　②バンフ　③カナダ　④ドイツ

大名町の街路樹で環境省選定「日本の香り風景１００選」に選ばれたのは？

①カツラ　②シラカバ　③ケヤキ　④シナノキ

ごうかい
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第９８問

総合

第９１問

第９２問

　

第９６問

　

【基本】

ＪＲ篠ノ井線の「篠ノ井～松本」間の開通はいつ？

①明治２５年　②明治３０年　③明治３５年　④明治４０年

河童橋の周辺を舞台に、風刺小説「河童」を書いたの人物は？

①中里介山　②若山牧水　③芥川龍之介　④齋藤茂吉

平成２２年７月に松本で開催された「平成中村座　信州まつもと大歌舞伎」に出演
していない役者は？

①中村勘三郎　②笹野高史　③中村吉右衛門　④中村橋之助

国宝の城郭を有する城は４つありますが、松本とそのほかで正しいのはどれ？

①姫路・彦根・犬山　②姫路・熊本・犬山　③姫路・犬山・松江　④姫路・松山・彦根

乗鞍岳で開発されたという秘話を持つ「鉄人２８号」の原作者は？

①手塚治虫　②横山光輝　③松本零士　④金田正太郎

明治初期に松本城天守を買い戻して、保存に尽力した人物は？

①今井五介　②福島安正　③浅井  洌　④市川量造

日本有数の渡り鳥のルートとして知られる、奈川地区と安曇地区の境にある峠は？

①白樺峠　②境峠　③桧峠　④保福寺峠

松本でロケが行われ、昨年の春に公開された映画「岳-ガク-」の主役、島崎三歩を
演じた役者は？

①佐々木蔵之介　②渡部篤郎　③要  潤　④小栗  旬

松本市市制１００周年に誕生し、現在は松本市のマスコットキャラクターとして
活躍しているのは？

①アルピーちゃん　②アルプちゃん　③アルクマちゃん　④アルプスちゃん

２０１２シーズン松本山雅ＦＣの監督は？

①加藤善之　②反町康治　③吉澤英生　④岡田武史

ひのき
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