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【基本】

松本市の市政施行は明治何年の5月1日？

①明治30年　　②明治35年　　③明治40年　　④明治45年

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、
提携を結んだ古い順に正しいのはどれ？

①藤沢市・姫路市・高山市　　②姫路市・高山市・藤沢市

スイス連邦の国外姉妹都市は？

①グリンデルワルト村　　②アローザ村　　③ツェルマット村　　④ルツェルン村

次のうち、松本市の市章として正しいものはどれ？

①　　　　　　　②　　　　　　　③　　　　　　　④

桜情報や紅葉情報がチェックできる、松本市の公式観光情報ポータルサイトの名称は？

①まつもと物語　　②新まつもと物語　　③まつもと旅ネット　　④新まつもと旅ねっと

長野県内の市の中で松本市の面積は何番目に広い？

国外姉妹都市カトマンズ市はどこの国？

①インド　　②ネパール　　③フィリピン　　④アルゼンチン

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

国内姉妹都市のひとつ藤沢市は、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

松本市の都市宣言のうち、最も新しく宣言されたものは？

①平和都市宣言　　　　　　②音楽とスポーツ都市宣言

① 4番　　② 3番　　③ 2番　　④ 1番

③高山市・藤沢市・姫路市　　④藤沢市・高山市・姫路市

③健康寿命延伸都市宣言　　④暴力追放都市宣言
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第１１問

　

第１２問

第１６問

【基本】

雪の壁の間を抜ける「春山バス」が楽しめるのはどこ？

①美ヶ原高原　　②上高地　　③乗鞍岳　　④アルプス公園

塩尻市～朝日村～山形村～松本市～安曇野市までの約30km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日本アルプスサラダ街道　　④千国街道

「特別名勝」と「特別記念物」の2つに指定されている、日本を代表する松本の景勝地とは？

①乗鞍高原　　②上高地　　③車山高原　　④尾瀬

日本最高標高地点を通る乗鞍の一般車道の名称は？

①乗鞍スカイライン　②乗鞍バードライン　③乗鞍エコーライン　④乗鞍ビーナスライン

美しの塔に刻まれている
「登りついて不意に開けた眼前の風景に…」で始まる詩を書いたのはだれ？

①伊藤秀五郎　②串田孫一　③草野心平　④尾崎喜八

①ミズバショウ　　②スモモ　　③ニリンソウ　　④レンゲツツジ

東山一帯に現存する登山道と、新たに開いた登山道で構成され、
四賀保福寺から牛伏寺ダムまでの総延長約45kmの遊歩道の名称は？

①美ヶ原ロングトレイル　　②美ヶ原ハイキングロード
③ツール・ド・美ヶ原　   　　④美ヶ原トレッキングコース

上高地の河童橋のすぐ北にあり、人気のキャンプ場として
アルプスを目指す人たちの拠点にもなっている場所は？

①小梨平　　②一の瀬園地　　③高ソメキャンプ場　　④アルプス公園

四賀赤怒田に約50万株が群生するとも言われ、春一番に咲く花は？

①ニッコウキスゲ　　②フクジュソウ　　③ミツガシワ　　④コマクサ

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

乗鞍高原のどじょう池周辺、女小屋の森、オソメジッケなどの水辺で、
4月下旬から5月中旬にかけて見ごろを迎える白い花は？

②
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第２６問  

【基本】

昭和63年に、保福寺川の川岸で小学生が偶然発見した珍しい化石は？

①シナノトドの化石　　　　②アンモナイトの化石

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？

① 4千年前　　② 1万4千年前　　③ 2万4千年前　　④ 10万年前

信濃国府が置かれた最も有力な場所として発掘調査が行われたところは？

①大村　　②惣社　　③筑摩　　④松本城

内田にある縄文時代の「雨掘」遺跡の読み方は？

①うほり　　②あんぼり　　③あめほり　　④あんほり

江戸時代11代前後2回合わせて159年にわたり最も長く君臨した「松本のお殿さま」とは？

①戸田氏　　②石川氏　　③堀田氏　　④水野氏

では、そのお殿さまの家紋の名称は？

①笹龍胆　　②三階菱　　③はなれ六星　　④丸に三つ葉葵

①松平直政　　②堀田正盛　　③水野忠清　　④戸田光慈

寛永通宝松本銭の鋳造、天守の辰巳附櫓と月見櫓の増築など、
松本の政治レベルの向上に力を注いだのは誰？

貞享3年の農民一揆に関わった農民たちの助命救助に奔走した武士・鈴木伊織。
その農民一揆とは？

①加助騒動　　②中野騒動　　③惣吾騒動　　④上田騒動

国宝4城のうち、唯一の「平城」はどこ？

①彦根城　　②犬山城　　③松本城　　④姫路城

北国西街道とも呼ばれた街道は？

①野麦街道　　②千国街道　　③五千石街道　　④善光寺街道

③マッコウクジラの化石　　④アザラシの化石



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】

54頭の馬をつなぐ厩があったことから名前がついた町名は？

①六九町　　②馬喰町　　③厩町　　④二十町

松本藩士の大岩家に生まれた、「信濃の国」の作詞者は？

①浅井洌　　②北村季晴　　③杉田久女　　④窪田空穂

市川量造らが松本城本丸を会場にして開いた博覧会は？

①松本城郭博覧会　　②松本城大博覧会　　③筑摩県博覧会　　④松本天守博覧会

「明治の大修理」といわれる、松本城の修理・保存運動の先頭に立った人物は？

①小林有也　　②市川量造　　③福島安正　　④沢柳政太郎

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

この開智学校の前身の学校は、女鳥羽川沿いにあった寺の跡に建てられました。
その寺とは？

①浄林寺　　②全久院　　③大松寺　　④妙勝寺

筑摩県の県庁は、松本のどこに置かれた？

①旧本丸御殿　　②旧二の丸御殿　　③箇山地御殿　　④辰巳御殿

シベリアを単騎横断し、のちに陸軍大将になった松本出身の人物は？

①川島浪速　　②福島安正　　③児玉源太郎　　④辻新次

「チンチン電車」の愛称で親しまれた市内電車が運行したのは松本駅からどこまで？

①片倉製糸場　　②玄向寺　　③歩兵第50連隊　　④浅間温泉

篠ノ井線の篠ノ井～松本間が開通したのは？

①明治44年　　②明治45年　　③明治34年　　④明治35年



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、何の神様として知られている？

①学問成就　　②安産　　③商売繁盛　　④願い事むすび

深志神社の祭神は建御名方命と誰？

①石川数正　　②神武天皇　　③戸田康長　　④菅原道真

「千鹿頭」神社の正しい読み方は？

①ちかとう　　②せかと　　③つかま　　④ちくま

須々岐水神社の例祭「お船祭り」は、毎年何月に行われる？

① 5月　　② 8月　　③ 10月　　④ 1月

浅間温泉松明祭りの松明は、どこに奉納される？

①神宮寺　　②御射神社　　③玄向寺　　④岡田神社

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

播隆上人ゆかりの寺、ボタン寺として知られるのは？

①牛伏寺　　②玄向寺　　③浄林寺　　④法船寺

坂上田村麻呂によってさらに大きく寺が開かれたといわれ、「信濃日光」と呼ばれた、
波田にあり、廃寺になった寺は？

①若澤寺　　②安養寺　　③盛泉寺　　④真光寺

松本藩主水野氏の菩提寺で墓地のある寺は？

①廣澤寺　　②玄向寺　　③兎川寺　　④徳運寺

本尊が「十一面観音像」で、厄除け観音として知られるのは？

①徳運寺　　②大安楽寺　　③兎川寺　　④放光寺

たけみなかたのみこと



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】

工事費の約7割が町民の寄附でできた学校は？

①開智学校　　②松本中学校　　③山辺学校　　④松本高等学校

平成24年に国の重要文化財に指定された牛伏川の階段工は、
どこの国の技法を参考にした？

①イギリス　　②ドイツ　　③スペイン　　④フランス

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

松本城二の丸への正式な入口はどこ？

①大手門　　②馬出　　③太鼓門　　④北門

山と自然博物館はどこにある？

①アルプス公園内　　　　②城山公園内

次のうち、正しくない組み合わせは？

①開智学校・立石清重　　　　②旧松本高等学校・北杜夫

「ザ・ハーモニーホール」の愛称で親しまれている施設は？

①鈴木鎮一記念館　　　　②キッセイ文化ホール

胃腸によく効く飲湯のため、日本ではじめて「飲湯カップ」を開発した温泉は？

①渋沢温泉　　②竜島温泉　　③白骨温泉　　④中の湯温泉

松本市時計博物館を代表する貴重な和洋の古時計は、誰が集めたコレクション？

①赤羽雪邦　　②本田親蔵　　③西郷弧月　　④石井柏亭

奈川地区と四賀地区にある施設で、都会の方々に人気の、
農園と簡易宿泊施設のついた滞在型の体験農園とは？

①フォレストフィールド　　②クラインガルテン　　③スカイパーク　　④ドミトリー

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

③梓川ふるさと公園内　　 ④美ヶ原高原

③山辺学校・ギヤマン校舎　　④旧松本高等学校本館・重要文化財

③まつもと市民芸術館　　 ④松本市音楽文化ホール



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】

「とうじそば」が有名な地区はどこ？

①奈川　　②寿　　③梓川　　④内田

「大正ロマンの街」として知られる通りは？

①大名町通り　　②上土通り　　③縄手通り　　④中町通り

松本地方の方言で「ハカイク」の意味は？

①お墓へ行く　　②はかどる　　③はがゆい　　④くたびれる

「簡単、手間がかからない」という意味の松本地方の方言は？

①ゾウサネエ　　②テキナイ　　③ツモイ　　④オゾイ　

では、松本地方の方言で「オツクベ」とはどういう意味？

①小皿　　②正座　　③文句　　④ご馳走　

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

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

鳥の肉をニンニクなどの入った汁に漬け込み、片栗粉をまぶして揚げて作られる
松本名物の食べ物は？

①盗賊焼き　　②山賊焼き　　③海賊焼き　　④松本焼き

平成26年2月現在、信州まつもと空港に就航している航空会社の名称は？

①フジドリームエアラインズ　　 ②日本航空

あがたの森公園や勤労者福祉センターに行くときに便利なのは、
タウンスニーカーの何コース？

①北コース　　②東コース　　③南コース　　④西コース

③ジェットスター・ジャパン　    　④全日本空輸



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】

松本地方で、新春を迎えるにあたり、徳利にさして神棚に供える縁起物は？

①お神酒の口　　②みすず細工かご　　③押し絵びな　　④熊手

市の重要無形民俗文化財で、内田で行われている、
細かく割った竹を束ねたもので踊る踊りは？

①盆踊り　　②ぼんぼん踊り　　③ササラ踊り　　④スズ踊り

松本地方のお雑煮に入っている魚は？

①鮭　　②鰤　　③鮎　　④鰯

民芸運動に共鳴し、昭和23年に松本民芸家具の製作をはじめた人は誰？

①丸山太郎　　②池田三四郎　　③池上喜作　　④池上隆祐

島内の「鳥居火」が行われるのはいつ？

① 3月中旬　　② 3月下旬　　③ 4月中旬　　④ 4月下旬

平成4年9月、松本で誕生したフェスティバルは？

①オザワ・キネン・フェスティバル松本　　   ②まつもとぼんぼん

次のうち、松本地方で月遅れの七夕の時にお供えする食べ物は？

①うどん　　②そば　　③ほうとう　　④おやき

上高地のシンボル河童橋周辺を舞台にした風刺小説『河童』の著者は？

①芥川龍之介　　②島崎藤村　　③太宰治　　④川端康成

伊勢町通りにある、からくり時計がかたどっている松本の伝統工芸品は？

①松本手まり　　②松本民芸家具　　③白樺細工　　④押絵雛

鎌倉時代に中国から味噌の醸造法を伝えた法燈国師は、どこの出身？

①笹賀　　②今井　　③神林　　④芳川

③サイトウ・キネン・フェスティバル松本　　④まつもとフェスティバル



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】

アルプちゃんのシルエットはどれ？

①　　　　　　　②　　　　　　③　　　　　　　④　　　　　　　

筑摩を「つかま」と読む正しい組み合わせは？

①筑摩野中学校・筑摩小学校　　②筑摩神社・筑摩町会

北アルプスを世界に紹介したウォルター・ウェストンの職業は？

①紀行家　　②宣教師　　③商人　　④学者

上高地の開山祭は、毎年4月の何日に開催される？

① 25日　　② 26日　　③ 27日　　④ 28日

氷河時代の生き残りとされる、上高地の代表的な植物は？

①コナシ　　②ニリンソウ　　③カミコウチヤナギ　　④ケショウヤナギ

大野川・奈川地区で「歳の神」と呼ばれる行事は？

①三九郎　　②節分　　③こと八日　　④初午

次のうち、正しくない組み合わせは？

①乗鞍高原の三大滝・番所大滝　　②日本の滝百選・善五郎の滝

松本平最古の弘法山古墳の形は？

①前方後円墳　　②円墳　　③前方後方墳　　④前円後方墳

「障子学校」と呼ばれ、昭和60年に県宝指定となった建物は？

①長野地方裁判所松本支部庁舎　　②会田中学校　　③山辺学校　　④橋倉家住宅

「総堀の堀端の片側に町を造った」ことからつけられた松本市の町名は？

①片端　　②中町　　③宮村町　　④大名町

③筑摩高校・東筑摩郡　　　　　④筑摩県・筑摩東町会

③牛留池・逆さ乗鞍　　　　　　　④あざみ池・ミツガシワ



第９３問

第９４問

第９５問

第９７問

第９９問

第100問

⑩

第９８問

総合

第９１問

第９２問

　

第９６問

　

【基本】

松本市観光大使に任命されている飛行機の色は？

① 赤　　② 青　　③黄　　④ 緑

「クラフトフェアまつもと」が開催されるのは例年いつ？

① 4月　　② 5月　　③ 7月　　④ 9月

「子宝の湯」として知られる硫黄泉の温泉は？

①穴沢温泉　　②中の湯温泉　　③坂巻温泉　　④渋沢温泉

三城と扉峠を結ぶ「よもぎこば林道」の別名は？

①アザレアライン　　②パンジーライン　　③レンゲツツジライン　　④スミレライン

松本市が自殺予防対策で設置している窓口の名称は？

①とまり木　　　　　　②いのちのきずな松本

「のりくら温泉郷」ではない温泉はどれ？

①乗鞍高原温泉　　②わさび沢温泉　　③すずらん温泉　　④さわんど温泉

文化・観光交流都市である金沢市の江戸時代の大名は？

①島津家　②小笠原家　③戸田家　④前田家

松本市で2番目に標高の高い山は？

①槍ヶ岳　②涸沢岳　③北穂高岳　④大喰岳

生産量日本2位の信州りんご。最近「リンゴ3兄弟」として売り出している種類は？

①秋映・シナノスイート・シナノゴールド　　②秋映・ピンクレディー・ふじ

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J2最終順位は何位？

① 7位　　② 8位　　③ 9位　　④ 10位

③いのちのとまり木　　④ライフステーション松本

③ふじ・シナノスイート・シナノゴールド　 　④ふじ・ピンクレディー・シナノゴールド


