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【基本】

正しい松本市の市章はどれ？

①　　　　　　②　　　　　　　③　　　　　　　　④　　　　　　　　

２０１２年４月１日時点での松本市の世帯数は、およそ何世帯？

①７８，０００世帯　　　　　②８８，０００世帯
③９８，０００世帯　　　　　④１０８，０００世帯

松本市の姉妹都市である高山市の概要で正しくないものは？

①古い町並　②門前町　③明治初期に筑摩県　④日本一広い市

高山市は、かつては松本と同じ県でした。その県の名称は？

①長野県　②飛騨県　③松本県　④筑摩県

松本市の姉妹都市である藤沢市は東洋のどことたとえられている？

①ハワイ　②フロリダ　③サンフランシスコ　④マイアミビーチ

松本市が市制施行してから今年で１０６年が経ちます。それは明治何年のこと？

平成の大合併を経て現在の松本市が形成されています。
では、四賀村・安曇村・奈川村・梓川村と合併したのはいつ？

①平成１６年　②平成１７年　③平成１８年　④平成１９年

海外の松本市と「姉妹・友好都市」を提携している都市で正しいものはどれ？

①ソルトレイク市・ホーチミン市・廊坊市・ツェルマット村　②ソルトレイク市・カトマンズ市・廊坊市・グリンデルワルト村　
③ナッシュビル市・カトマンズ市・廊坊市・ツェルマット村　④ナッシュビル市・ホーチミン市・廊坊市・グリンデルワルト村

松本市で一番高い標高のところは奥穂高岳ですが、その標高は何ｍ？

①３，０８０ｍ　②３，０９０ｍ　③３，１８０ｍ　④３，１９０ｍ

花時計でおなじみの松本市中央西公園の愛称は？

①フラワーパーク　②花いっぱい公園　③花時計公園　④花と緑の公園

信州まつもと空港には、平成２２年からＦＤＡが就航しています。現在の就航先はどこ？

①福岡空港と新千歳空港　               ②福岡空港と中部国際空港
③中部国際空港と新千歳空港　       ④関西国際空港と新千歳空港

松本市域を含む本州の中央部を、南北に大地溝帯が走っています。
フォッサマグナと呼ばれていますが、このラテン語の意味は？

①北と南　②大きな割れ目　③中間地帯　④境界線

松本まるごと博物館構想は誰が学芸員として博物館を支えることを目指している？

①市役所職員全員　②町内会役員全員　③児童・生徒全員　④市民全員

５４頭の馬を繋ぐ厩があったことが町名の由来となった町は？

①博労町　②餌差町　③葵馬場　④六九

市内に残る擬洋風建築の学校校舎は？

①開智小学校　②旧松本高等学校　③旧会田中学校　④旧開智学校

いがやレクリエーションランドにある、高さ６ｍの高台から池を一気に渡るアトラクションは？

①クラインガルテン　②ジップライン　③アルウィン　④エコーライン

安曇・奈川地籍の梓川には３つの発電ダムがあります。
これらのダムの発電をしている会社はどこ？

①東京電力㈱　②中部電力㈱　③関西電力㈱　④九州電力㈱

長野県が発祥の地といわれ、特に高齢者に人気があるスポーツといったら？

①ゲートボール　②マレットゴルフ　③パターゴルフ　④グラウンドゴルフ

松本市で収穫されるリンゴの中で、収穫時期順に品種が並んでいるのは？

①つがる・ふじ・千秋　②千秋・ふじ・つがる　③つがる・千秋・ふじ　④ふじ・つがる・千秋

鉢伏山で見ることが出来る雪形の形は？

①蝶　②武田菱　③雁　④種まき爺さん

①明治３９年　②明治４０年　③明治４１年　④明治４２年
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【基本】

次のうち、松本市観光大使は？

①田部井淳子　②小澤征爾　③中村勘九郎　④串田和美

松本電鉄上高地線にある「えんどう」駅の漢字表記は？

①縁堂駅　②渕堂駅　③縁東駅　④渕東駅

松本の温泉は１６か所ありますが、「穴沢温泉」はどの地区にある温泉？

①波田　②四賀　③美ヶ原　④浅間

美ケ原牧場の日本一の理由は？

①標高が高い　②放牧牛が多い　③眺望が素晴らしい　④積雪量が多い

日本で初めて飲泉カップが開発された温泉は？

①崖の湯温泉　②美ヶ原温泉　③竜島温泉　④白骨温泉

高砂通りとも呼ばれる通りの古い呼び名は？

①生安寺小路　②神明小路　③同心小路　④本立寺小路

松本市と隣接していない市町村はどこ？

①安曇野市　②木曽町　③筑北村　④諏訪市

松本山雅フットボールクラブのオフィシャルマスコットの名前は？

①ヤマガくん　②アルプくん　③アルウィンくん　④ガンズくん

松本市は全国でもまれな標高差のある市です。その標高差はどれくらい？

①約６００ｍ　②約１，６００ｍ　③約２，６００ｍ　④約３，６００ｍ

日本初の特別名勝・特別天然記念物の両方に指定されたのはどこ？

①美ケ原高原　②上高地　③浅間温泉　④牛伏寺砂防ダム

ウォルター・ウェストンが日本のマッターホルンと呼んだことで知られる山は？

①奥穂高岳　②蝶ヶ岳　③常念岳　④槍ヶ岳

松本市にある３，０００ｍ以上の山のひとつ「大喰岳」の、正しい読み方は？

①おおぐいだけ　②だいしょくだけ　③おおばみだけ　④おおぐらいだけ

「鳥も通わぬ」と言われる峻嶮な岩場で、ロッククライミングのメッカの山は？

①奥穂高岳　②北穂高岳　③前穂高岳　④西穂高岳

美ケ原高原の最高峰は王ヶ頭ですが、その標高は何ｍ？

①２，００８ｍ　②２，０３４ｍ　③２，４５０ｍ　④２，４５５ｍ

上高地の大正池は大正4年の焼岳の噴火で梓川がせき止められてできました。
現在は、下流の発電所の調整池として管理されていますが、その発電所の名前は？

①霞沢発電所　②安曇発電所　③水殿発電所　④稲核発電所

①奈川温泉　②白骨温泉　③上高地温泉　④わさび沢温泉

「３日入れば３年風邪をひかない」といわれている温泉は？

①白骨温泉　②渋沢温泉　③美ヶ原温泉　④竜島温泉

塩尻市～山形村～松本市～安曇野市までの約３０㎞の街道は、北アルプスをバックに
した里山の風景を楽しむことができるドライブコースです。この道を総称して何と呼ぶ？

①しののめのみち　②野麦街道　③サラダ街道　④千国街道

松本四賀地区に群生する福寿草の別名は？

①元日草　②晦日草　③中日草　④春告草

安曇地区の稲核に見られる、天然の冷風を利用した貯蔵庫の名前は？

①風穴　②氷室　③氷穴　④冷風庫

焼岳火山帯の地下から湧出する温泉は？

いねこき

いねこき

しゅんけん

みどの

たかさご
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【基本】

松本平に住人が現れたといわれているのはおよそ何年前？

①１万４千年前　②２万４千年前　③４千年前　④１０万年前

狩に使う鷹の餌をとる武士が居たので、つけられた町名は？

①鷹匠町　②餌差町　③同心町　④博労町

加助騒動になじみが深い湧水は？

①地蔵清水　②鯛万の井戸　③伊織霊水　④葵の井戸

源智の井戸の名前の由来は？

①井戸のある町名　②井戸の所有者名　③近くの造り酒屋名　④不明

松本藩の歴代藩主は６家で何代？

①１３代　②１８代　③２３代　④２８代

松本藩主松平直政は何大名？

①外様大名　②譜代大名　③親藩大名　④御家門大名

①住民の多い地域に流して生活用水とするため　②新しい道を造るため
③田畑の多い地域に流して農業用水とするため　④松本城の堀として機能させるため

現在の女鳥羽川は、本来の流れを人工的に変えられて西に曲がっていますが、
その最大の目的は？

開智学校が開校した場所は？

①生安寺跡　②浄林寺跡　③念来寺跡　④全久院跡

この開智学校の「ギヤマン校舎」に対して山辺学校は何と呼ばれた？

①喜十学校　②障子学校　③兎川学校　④擬洋風学校

普通選挙運動発祥の地は松本、その記念碑はどこにある？

①あがたの森　②歴史の里　③中央図書館　④城山公園

４月１４日～１６日にかけて城山の西斜面に松明の火でいろんな形をあらわし
奉納する祭事が行われます。京都の大文字焼きを思わせる、この島内の行事とは？

①三九郎　②鳥居火　③松明まつり　④どんど焼き

松本の伝統的なねぎで、夏の植え替えをすることで、太くて柔らかいねぎになります。
曲がった形が一時敬遠されましたが、今その美味しさが脚光を浴びているこの野菜とは？

①松本白ねぎ　②松本曲がりねぎ　③松本一本ねぎ　④松本太ねぎ

ある魚介をまるごと茹でて塩漬けにした、県外ではあまり見かけない「塩丸○○」、
○にあてはまる魚介とは？

①タコ　②エイ　③イカ　④タイ

こと八日行事・両島の足半ぞうりの「足半」の読み方は？

①あしがた　②あしはん　③あしなか　④あしもと

道祖神の色塗りで知られるのは島立町区とどこ？

①島立大庭　②島立永田　③島内町区　④島内川東

県内で初めて博物館法の登録を受けたのは？

①日本浮世絵博物館　②日本司法博物館　③松本民芸館　④松本市立博物館

環境省指定の「かおり風景100選」に選ばれている大名町の街路樹は？

①あかまつ　②れんげつつじ　③しなのき　④ねむのき

県歌「信濃の国」の作詞者は松本生れですが、その人の名は？

①高野辰之　②浅井洌　③北村季晴　④伊沢修二

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

松本地域では、２月８日は何と呼ばれる？

①ことじまい　②こと始め　③念仏始め　④作始め

たかじょうまち えさしまち

すえはる
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【基本】

松本市内でワインづくりをてがけるワイナリーは山辺とどこにある？

①内田　②中山　③四賀　④安曇

「かえるの街」として親しまれている商店街は？

①本町通り　②縄手通り　③伊勢町通り　④中町通り

松本平の方言で「きつい、窮屈」をあらわす言葉は？

①オゾイ　②ゴシタイ　③ツモイ　④テキナイ

内田で毎年8月の中旬に行われる市の重要無形文化財に指定されている行事とは？

①裸祭り　②かたくり祭　③青山様　④ササラ踊り

奈川地区に伝わる赤カブです。もとは皮だけが赤いのですが、甘酢に漬けると、色素が
溶け出し中まできれいな色に染まります。そのカブの名前は？

①保平カブ　②紅カブ　③野麦カブ　④稲核カブ

奈川の「とうじそば」の「とうじ」の意味は？

①冬至　②ひたし・あたためる　③湯治　④ひたし・かためる

野麦峠を越えて松本に運ばれた鰤の呼び名は？

①岐阜鰤　②金沢鰤　③越後鰤　④飛騨鰤

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、
そのハチミツは別名何と呼ばれている？

①山野蜜　②百花蜜　③一花蜜　④甘蜜

波田地区の下原を中心に作られる特産物といえば？

①りんご　②すいか　③ぶどう　④なし

江戸時代の終りに軍隊の保存食として考案され、松本地方では、かつて元旦などの登校
日や運動会で配られた、４０代以上の方にとってなつかしのパンといったら？

①味噌パン　②あんパン　③牛乳パン　④ドーナツ

現在の松本電鉄上高地線は大正９年に松本～新村間が開通。翌年波田町島々駅まで
開通しました。当時のこの鉄道の名称は？

①島々線　②上高地線　③波田線　④新村線

平成の大合併以前、昭和の時代にも大きな合併がありました。芳川村・新村・和田村・
神林村など東筑摩郡の１０村と合併したのはいつ？

①昭和１９年　②昭和２９年　③昭和３９年　④昭和４９年

松本商工会議所が最初に建てられた場所は？

①大名町　②中町　③六九　④本町

松本市美術館の場所はかつては何があった？

①市民会館　②公会堂　③警察署　④映画館

廃藩置県後、松本城天守保存の運動を進めた人物は？

①市川量造　②立川和四郎　③立石清重　④仙石翠淵

かつて「新浅間温泉」と呼ばれていた温泉地は？

①扉温泉　②美ヶ原温泉　③崖の湯温泉　④横田温泉

松本市内と周辺の地区を結ぶ街道の中で、別名「塩の道」と呼ばれた街道は？

①野麦街道　②甲州街道　③善光寺街道　④千国街道

標高３，１８０ｍの槍ヶ岳は、１８２８年に山岳修行僧が初登頂したと記録されています。
松本駅前にもその銅像がある修行僧の名前は？

①蓮如上人　②一遍上人　③播隆上人　④一休上人

松本市の初代市長は誰？

①小里頼永　②福島安正　③小林有也　④浅井洌

それでは、現在の菅谷昭市長は何代目の松本市長？

①８代目　②１３代目　③１８代目　④２３代目

ほだいら いねこき

ぶり
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【基本】

松本藩の藩主戸田光慈が播磨国明石城内にあった暘谷神を祀り、その後一色兵部義建、
戸田宗光、戸田康長と松姫の４人を祭神に加え、合計５柱の祭神としたことから「五社」
とも呼ばれている神社は？
①深志神社　②筑摩神社　③松本神社　④四柱神社

松本平最古の弘法山古墳は何世紀に造られた？

①３世紀　②４世紀　③５世紀　④６世紀

次のうち、松本市内の古墳ではないものはどれ？

①針塚古墳　②大室古墳群　③弘法山古墳　④中山古墳群

松本藩初代藩主石川氏の五輪塔のある寺は？

①兎川寺　②円城寺　③海岸寺　④洞水寺

松本市を含む中信地方の道祖神の代表的な性格は？

①子どもの守り神　②縁結びの神　③厄除けの神　④五穀豊穣の神

信濃日光とも呼ばれた若澤寺の説明で正しいのは？

①北の満願寺・南の若澤寺　②北の真光寺・南の若澤寺
③東の牛伏寺・西の若澤寺　④北の若澤寺・南の長興寺

松本地域が府中や庄内、深志などという呼び名から「松本」に変わったのは誰の時代から？

①小笠原長時　②武田信玄　③小笠原貞慶　④石川数正

「四柱」神社の正しい読み方は？

①よはしら　②しはしら　③よつはしら　④しんとう

「信濃三之宮」と呼ばれる神社は？

①岡田神社　②岡宮神社　③須々岐水神社　④沙田神社

槍ヶ岳開祖の播隆上人ゆかりの寺で、ボタン寺としても知られる寺は？

①牛伏寺　②浄林寺　③法船寺　④玄向寺

日本で最初の太政官布達公園の一つで、浅井洌、杉田久女、窪田空穂、いわさきちひろ等
の碑がある公園はどこ？

①城山公園　②アルプス公園　③信州スカイパーク　④梓川ふるさと公園

沢渡にできたシャトルバスの乗り換え施設の名称は？

①ナショナルパークガイド　        ②ナショナルパークゲート
③ナショナルパーキング　　　   ④ナショナルパークステーション

「子宝の湯」として知られる硫黄泉は？

①中の湯温泉　②穴沢温泉　③扉温泉　④坂巻温泉

松本民芸館を創館した人物は誰？

①池田三四郎　②三代澤本寿　③丸山太郎　④柳宗悦

四賀化石館には、環太平洋でも2例しかない全長７ｍのクジラの全身骨格の化石があり
ますが、このクジラの種類は？

①シロナガスクジラ　②マッコウクジラ　③ミンククジラ　④ザトウクジラ

旧開智学校の横にある県宝・旧司祭館は、純西洋館の姿を留める貴重な建物ですが、
日本で初の本格的な辞典を編纂し始めた建物でもあります。その辞典とは？

①和英辞典　②和仏辞典　③和独辞典　④百科事典

窪田空穂記念館はどこにある？

①和田　②島立　③新村　④島内

ラーラ松本の温水プールの熱源は何？

①奈良井川の水力　②北アルプスからの風力　③太陽の光　④焼却炉の余熱

江戸時代末期の民家の建築様式の典型的な建物として、保存されている施設は？

①旧開智学校　②旧司祭館　③木下尚江生家　④馬場家住宅

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
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