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【上級】

松本市の位置や標高の基準地は？
　　
①千歳橋北　　②松本城本丸　　③松本市役所　　④上土通り

松本市の広さは、東西に52.2km、では南北は？

① 39.8km　　② 41.3km　　③ 42.9km　　④ 43.8km

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

国外姉妹都市のソルトレイク市はアメリカの何州にある？

①ユタ州　　②ネバダ州　　③コロラド州　　④アイダホ州

松本市と姉妹都市提携を結んでいる国内の都市は３市ありますが、
各都市の人口が左から多い順に並んでいるのはどれ？

①藤沢市・姫路市・高山市　　　②姫路市・藤沢市・高山市

松本市の市章にはさまざまな意味が込められています。
市章のデザインと直接関係がないものはどれ？

①松葉　　②「本」の字　　③山岳　　④「松」の字

初代松本市長小里頼永は松本町長も務めました。初代の松本町長は誰？

①百瀬興政　　②牧野岸治　　③菅谷司馬　　④野々山義路

大正14年2月1日に松本市に合併した村は？

①信楽村　　②深志村　　③筑摩村　　④松本村

国外友好都市・廊坊市の第2中学校と友好提携しているのは？

①菅野中学校　　②松島中学校　　③女鳥羽中学校　　④清水中学校

松本市が内陸唯一の新産業都市に指定された年は？

①昭和29年　　②昭和35年　　③昭和39年　　④昭和49年

③藤沢市・高山市・姫路市　　　④姫路市・高山市・藤沢市
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【上級】

松本市の標高差は最大でどのくらい？

①1,500ｍほど　　②1,800ｍほど　　③2,100ｍほど　　④2,600ｍほど

上高地は環境保護のためマイカー・観光バスの規制が行われていますが、
最初は夏季のみのマイカー規制で始まりました。始まったのは何年のこと？

①昭和30年　　②昭和40年　　③昭和50年　　④昭和60年

乗鞍高原から乗鞍岳畳平へ向かうのりくらエコーラインもマイカー規制されています。
規制が始まったのは何年のこと？

①平成5年　　②平成10年　　③平成15年　　④平成20年

番所大滝は落差40ｍ、幅15ｍあり、乗鞍高原の3大滝の中で最大規模です。
この滝の上流にある淵の名前は？

①一間淵　　②十間淵　　③百間淵　　④千間淵　

乗鞍の三本滝は、「日本の滝百選」と県の名勝指定を受けています。
その３本の滝に含まれないものはどれ？

①小大野川本沢　　②熊の沢　　③クロイ沢　　④無名沢

「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

北穂高岳は標高3,106ｍですが、日本での標高順位は？

① 5位　　② 8位　　③ 9位　　④ 11位

松本平から見える東山の最高地点「王ヶ鼻」には多くの石造物群がありますが、
ある方向を向いています。その方向とは？

①御嶽山　　②富士山　　③立山　　④白山

美ヶ原高原には、雄牛は何頭放牧される？

① 1頭　　② 10頭　　③ 50頭　　④ 100頭

次のうち、深田久弥が選んだ「日本百名山」の一つになっているのは？

①蝶ヶ岳　　②焼岳　　③霞沢岳　　④十石岳
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【上級】

古代の「良田郷」にあたるのは、塩尻市広丘吉田から松本市のどこにかけての一帯？

①平田　　②笹部　　③大村　　④四賀

加助騒動の関係者の遺骨を集めて祀った塚は？

①加助塚　　②百姓塚　　③勢高塚　　④義民塚

加助騒動（貞享騒動）がおきたときの松本藩主は誰？

①水野忠清　　②水野忠職　　③水野忠直　　④水野忠周

島 と々橋場の集落を結ぶ雑炊橋は、江戸時代、何年毎に掛け替えられた？

① 7年　　② 12年　　③ 17年　　④ 22年

松本城本丸御殿の焼失は享保12年のこと、では二の丸御殿の焼失はいつ？

①明治6年　　②明治7年　　③明治8年　　④明治9年

赤穂藩主の浅野内匠頭が江戸城松の廊下で刃傷事件をおこしてから24年後に、
江戸城松の廊下で刃傷事件をおこした松本藩主は？

①水野忠恒　　②水野忠幹　　③水野忠周　　④水野忠直

次のうち、松平直政の時代に松本城に付け加えられた構造物は？

①大天守　　②渡櫓　　③乾小天守　　④月見櫓

次のうち、正しくない組み合わせは？

①松平直政・御家門大名　　②水野忠職・『信府統記』

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、正しい組み合わせは？

①安東家・高橋家　　②馬場家・橋倉家　　③安東家・棚橋家　　④橋倉家・高橋家

旧松本高等学校の卒業生でない人物は？

①熊井啓　　②北杜夫　　③臼井吉見　　④小塩節

③戸田光慈・文治主義　　　④戸田光行・崇教館
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【上級】

松本城太鼓門にある巨石「玄蕃石」の重さ（推定）は？

①約3トン　　②約13トン　　③約23トン　　④約53トン

市川量造が副戸長を務めた町は？

①本町　　②下横田町　　③安原町　　④飯田町

筑摩県の支庁が置かれたのは？

①大町　　②古川　　③高山　　④飯田

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

旧松本高等学校誘致にも尽力した教育者である沢柳政太郎は、城下町のどこの生まれ？

①天白町　　②鷹匠町　　③餌差町　　④安原町

市内電車チンチン電車の廃業は東京オリンピックの年ですが、昭和何年？

① 37年　　② 38年　　③ 39年　　④ 40年

松本商工会議所に建つのは、誰の像？

①今井五介　　②百瀬渡　　③小里頼永　　④降旗徳弥

上高地線の前身、島々線を経営した会社は？

①信濃鉄道　　②松本電鉄　　③筑摩鉄道　　④片倉製糸

島々線（上高地線）松本～新村間が開通したのはいつ？

①大正3年　　②大正6年　　③大正9年　　④大正12年

明治2年に藩知事になった旧藩主は？

①戸田光則　　②戸田康長　　③戸田光慈　　④戸田光行
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【上級】

四柱神社に祀られている神で、次のうち、四柱に含まれないのはどれ？

①天之御中主神　　②高皇産霊神　　③神皇産霊神　　④国之常立神

南深志の総鎮守は深志神社、北深志の総鎮守はどこ？

①岡田神社　　②松本神社　　③岡宮神社　　④護国神社

今年、深志神社は天満宮を祀って何年目を迎える？

① 300年　　② 350年　　③ 400年　　④ 450年

千鹿頭山の尾根は、松本藩とどこの藩の境となった？

①上田藩　　②高島藩　　③高遠藩　　④尾張藩

林村は千鹿頭社を祀りましたが、神田村が祀ったのは？

①千鹿明神社　　②千鹿頭神明宮　　③千鹿頭神社　　④千鹿頭権現社

道祖神はさまざまな性格がありますが、中信地方で多くの人たちが祈願する性格は？

①五穀豊穣　　②安産　　③厄除け　　④縁結び

神仏混合の考えから御射神社の別当寺として建てられたのは？

①神宮寺　　②廣澤寺　　③西善寺　　④廣田寺

厄除け寺で知られている牛伏寺は何宗？

①真言宗　　②浄土宗　　③日蓮宗　　④天台宗

筑摩三十三ヶ所観音霊場と松本三十三ヶ所観音霊場の両方に含まれる寺は？

①徳運寺　　②保福寺　　③兎川寺　　④放光寺

廃仏毀釈の際に廃寺になり、戸田氏と深いかかわりのあった寺院の組み合わせで
正しいものは？

①全久院・前山寺　　②前山寺・玄向寺　　③牛伏寺・兎川寺　　④浄林寺・生安寺

あめのみなかぬしのかみ たかむすびのかみ かみむすびのかみ くにのとこたちのかみ
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【上級】

開智学校建設にかかわる町民の寄附割合は？

①約3割　　②約4割　　③約6割　　④約7割

松本市歴史の里に移築されている武家住宅は？

①福島安正生家　　②鳩山春子生家　　③浅井洌生家　　④木下尚江生家　　　

牛伏川フランス式階段工に関するキーワードで、正しくないものは？

①内務省土木局直轄工事　　　②国登録有形文化財

日本を代表する帝国ホテルは、上高地と東京を含め3か所しかありませんが、もう1か所は？

①大阪　　②京都　　③奈良　　④神戸

大正3年にできた日銀松本支店は、どこの地に建てられた？

①現在地（市役所本庁舎南側）　　②現在の松本郵便局　　③四柱神社内　　④大名町

上土通りを南下し、そのまま中町通りへ行く際に渡る橋の名称は？

①女鳥羽橋　　②中の橋　　③一つ橋　　④大橋

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

松本市立考古博物館はどこにある？

①和田　　②寿　　③中山　　④入山辺

馬場家住宅の説明で正しくないものは？

①寄棟造り　　②重要文化財　　③雀おどし　　④鉢伏山の西麓

山と自然博物館のマスコットキャラクターは？

①三年寝太郎　　②泉小太郎　　③デーラボッチ　　④ものくさ太郎

③オランダ人技師デ・レーケ　　④空石三面張水路

さんからど
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【上級】

松本山賊焼を地元グルメとして更に盛り上げるため、
2012年に市民や事業所が集まり結成された団体は？

①松本山賊焼PR隊　 ②松本山賊焼宣伝部　 ③松本山賊焼協会　 ④松本山賊焼應援團

では、その団体のマスコットキャラクターは？

①さんぞくマン　　②さんぞくん　　③さんぞくっく　　④サンゾー

奈川地区にあるスキー場の名前は？

①奈川スキー場　　②奈川国際スキー場　　③高ソメスキー場　　④野麦峠スキー場

中山道の洗馬宿から分かれ、松本城下の博労町～本町～中町～東町を通り、
北国脇往還とも呼ばれる旧街道の名称は？

①千国街道　　②甲州街道　　③善光寺街道　　④野麦街道

次のうち、タウンスニーカーの説明として間違っているものは？

①1日乗車券には施設の優待割引が付いている 　②なぎさライフサイトへ行くには西コースが便利

松本市内を流れる女鳥羽川に架かっていない橋は？

①幸橋　　②大手橋　　③緑橋　　④千歳橋

次のうち、松本城東の総堀の水が地下に入り、目視できなくなる地点にあるのは？

①かき船　　②下町会館　　③日本銀行松本支店　　④辰巳の御庭

かつて「新浅間温泉」と呼ばれていた温泉地は？

①横田温泉　　②美ヶ原温泉　　③鹿教湯温泉　　④扉温泉

神林出身の禅僧法燈国師が、中国から味噌の醸造方法を伝えたのはいつ？

①奈良時代　　②平安時代　　③鎌倉時代　　④江戸時代

次のうち、無料の貸出自転車「すいすいタウン」の貸出場所でないのはどこ？

①Mウィング　　②旧開智学校　　③JR松本駅　　④旧制高等学校記念館

③草間彌生さんデザインの「幻の華号」がある　　④大人は1乗車190円
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【上級】

才能教育の鈴木鎮一は、どこの生まれ？

①松本　　②名古屋　　③東京　　④浜松

スズキメソードの理念が広まっているのは何か国？

① 38ヶ国　　② 43ヶ国　　③ 46ヶ国　　④ 52ヶ国

松本の雛祭りで飾られる昔ながらのお雛様は？

①吊し雛　　②くくり雛　　③押絵雛　　④送り雛

松本本町に生まれ、松本民芸家具製作を始めたのは誰？

①池田次郎　　②池田三四郎　　③池田一郎　　④池田六衛

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

毎年5月に行われる里山辺の須々岐水神社のお祭りは？

①太鼓祭り　　②田植え祭り　　③山辺祭り　　④お船祭り

「立廻す 高嶺は雪の銀屏風～」と詠んだ鹿津部真顔の職業は？

①連歌師　　②狂歌師　　③黄表紙作家　　④俳諧師

波田地区の仁王尊の股くぐりは、何に効くといわれている？

①腹痛　　②歯痛　　③はしか　　④頭痛

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タタラ踊り　　②盆踊り　　③ササラ踊り　　④田植え踊り

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

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
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【上級】

松本山雅フットボールクラブの大活躍に元気をもらいました。
同クラブの2013シーズンの戦績で正しいのは？

①18勝8分16敗　　②19勝9分14負　　③20勝8分14負　　④21勝8分13負

松本山雅フットボールクラブの2013シーズンのホーム平均入場者数は、
Ｊ2の中で何番目？

① 1番　　② 2番　　③ 3番　　④ 4番

県庁所在地に日銀がなくて、それ以外の街に日銀があるのは、全国で2都市だけ。
松本市とどこ？

①下関市　　②川崎市　　③浜松市　　④北九州市

中国の史書で、「二十四史」の一つ。南宋の時代、「慶元」年間に刊行されたものは
世界に3部しかなく、松本市美術館にはそのうちの1部が所蔵され、国の文化財に
指定されています。その史書とは？

①史記　　②三国志　　③漢書　　④後漢書

美ヶ原高原で見られない動物はどれ？

①牛　　②馬　　③鹿　　④羊

梓川流域には、奈川渡、黒川渡など「渡（ど）」のつく地名が多くあります。
これらはどんな場所についた地名？

①渡し船がある　　②浅瀬がある　　③ダムがある　　④川が合流する

昭和初期まで松本側から上高地へ入るメインの登山路として利用され、
ウォルター・ウェストンも入山の際に通った、穂高連峰の眺望に優れる安曇地区の峠は？

①安房峠　　②野麦峠　　③保福寺峠　　④徳本峠

ギネスにも登録されている松本のゲン・コーポレーションが開発した
世界一小さい有人の乗り物は？

①自動車　　②ヘリコプター　　③潜水艦　　④気球　

松本市に隣接する町（行政町）はいくつ？

① 3　　② 4　　③ 5　　④ 6

皇太子時代も含めて（旧）開智学校に行幸啓されていない天皇陛下は？

①明治天皇　　②大正天皇　　③昭和天皇　　④今上天皇
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第９８問

総合

第９１問

第９２問

第９６問

【上級】

国宝の天守閣は、松本城天守のほかに全国に三つ。国宝ではない天守は？

①姫路城天守　　②犬山城天守　　③彦根城天守　　④名古屋城天守

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

花いっぱい運動をはじめた人は？

①丸山太郎　　②池田三四郎　　③小松一三夢　　④胡桃沢勘内

松本製糸場の陣頭指揮をとり、日本の製糸業発展に尽くした今井五介の旧姓は？

①市川　　②浅井　　③片倉　　④鳩山

松本藩主6家23人のうち、一番長く藩主をつとめたのは誰？

①戸田光則　　②戸田光年　　③戸田光雄　　④水野忠直

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さんの作品
「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

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

源泉は湯元「岩本の湯」として古くから善光寺街道の旅人が湯治し、
現在もひなびた風情が静かな人気を呼ぶ温泉はどこ？

①浅間温泉　　②崖の湯温泉　　③穴沢温泉　　④竜島温泉

平成26年度に松本市と人事交流をはじめる市は？

①飯山市　　②長野市　　③上田市　　④飯田市

拾ケ堰と並行するように、梓川の下を横断する奈良井川から取水する堰の名は？

①四か堰　　②和田堰　　③高松堰　　④勘左衛門堰


