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【上級】

松本市の標高の基準となっている場所は？
　　
①上土の旧松本市役所　　　②松本市役所　　　③松本城　　　④千歳橋

『信府統記』に記されていない松本の古い呼び名は？

①信陽　　　②府中　　　③深瀬　　　④庄内

松本市に接している市の数は？

①5　　　　②6　　　　③7　　　　④8

平成の大合併では、平成17年4月に4か村が合併しましたが、
波田町の合併は平成22年のいつ？

①2月1日　　　②3月1日　　　③3月31日　　　④4月1日

明治22年に松本町と松本村ができました。
松本村が松本市に合併したのは何年の2月1日？

①大正3年　　　②大正12年　　　③大正14年　　　④昭和6年

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

戦後、選挙によって選ばれた最初の民選市長は？

①降旗徳弥　　　②松岡文七郎　　　③筒井直久　　　④深沢松美

明治40年の松本市と比べて、現在の人口は約8倍になりました。
では、面積は約何倍になった？

①80倍　　　　　②70倍　　　　　③60倍　　　　　④50倍

松本市を「健康寿命延伸都市」と宣言した年は？

①平成19年　　　②平成21年　　　③平成24年　　　④平成25年

市章の六角のもとになった紋所の藩主は？

①松平氏　　　　②石川氏　　　　③小笠原氏　　　　④戸田氏
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【上級】

松本市の標高の最高値と最低値の差は？

①2,635ｍ　　　　②2,598ｍ　　　　③2,473ｍ　　　　④2,398ｍ

槍ヶ岳初登頂は播隆上人、外国人としての初登頂は英国人の誰？

①ウエストン　　　②ガウランド　　　③クレマン　　　④セスラン

源智の井戸の水を御膳水として使ったのは？

①明治天皇　　　②大正天皇　　　③昭和天皇　　　④今上天皇

上高地は日本で初の特別名勝・特別天然記念物の両方に指定されましたが、
両方指定を受けているのは日本で上高地とどこ？

①黒部渓谷　　　②赤沢渓谷　　　③角間渓谷　　　④奥裾花渓谷

深田久弥の日本百名山に松本市内の6座が選ばれているのは日本最多ですが、
奥穂高岳、槍ヶ岳、乗鞍岳、常念岳、美ヶ原とあと一つはどこ？

①南岳　　　②霞沢岳　　　③焼岳　　　④蝶ヶ岳

三十六歌仙の一人・源重之の歌にも詠まれた温泉地は？

①美ケ原温泉　　　②浅間温泉　　　③扉温泉　　　④中の湯温泉

城下町湧水群の一つ「女鳥羽の泉」は、酒造元の井戸ですが、その酒造元とは？

①岩波酒造　　　　②善哉酒造　　　　③笹井酒造　　　　④大信州酒造

上高地のマイカー乗入れ規制が始まったのはいつ？

①昭和50年　　　　②昭和63年　　　　③平成8年　　　　④平成15年

乗鞍高原「まいめの池」の西隣りにある池は？

①あざみ池　　　　②どじょう池　　　　③牛留め池　　　　④偲ぶの池

2014年に日本山岳遺産に認定された峠の名は？

①徳本峠　　　　②野麦峠　　　　③安房峠　　　　④保福寺峠
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【上級】

土製の耳飾りが全国屈指の出土量として知られる遺跡は？

①一ッ家遺跡　　②雨堀遺跡　　③エリ穴遺跡　　④出川西遺跡

古代の「良田郷」は塩尻市広丘吉田から松本市のどのあたりまで？

①出川　　　　　②笹部　　　　　③渚　　　　　④平田

国府の場所で地名の考証と関係の無い説は？

①大村説　　　　②筑摩説　　　　③惣社説　　　　④松本城説

女鳥羽川の流路が変更されたのはいつの時代と考えられている？

①島立氏の時代　②小笠原氏の時代　③石川氏の時代　④武田氏の時代

徳川家康の孫で松本藩主だった松平直政は、松本からどこへ移った？

①高崎　　　　　②松江　　　　　③明石　　　　　④佐倉

小笠原貞慶がこの地に入封し深志城を改め「松本城」と命名したのは何年のこと？

①天正4年　　　②天正6年　　　③天正8年　　　④天正10年

では、小笠原貞慶が深志城を回復した年に起きた出来事は？

①長篠の戦い　②本能寺の変　③川中島の戦い　④関ヶ原の戦い

水野氏のあとに松本藩主となった戸田氏は、どこの藩から来た？

①小倉　　　　　②明石　　　　　③鳥羽　　　　　④高崎

松本藩主で改易となったのは、石川氏と誰？

①小笠原氏　　　②戸田氏　　　③堀田氏　　　④水野氏

江戸時代の町人地は、親町3町枝町10町といわれました。
各町に付属する小路は幕末には何と呼ばれた？

①10小路　　　　②13小路　　　　③20小路　　　　④24小路
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【上級】

松本城天守を守り博覧会を開催した市川量造、彼のその頃の年齢は？

①10代　　　　　②20代　　　　　③40代　　　　　④50代

重文旧開智学校が小学校として使われたのは何年間か？

①約80年　　　　②約85年　　　　③約90年　　　　④約95年

山辺学校校舎を建築した棟梁は？

①左甚五郎　　　②永山盛輝　　　③立石清重　　　④佐々木喜十

大正9年に開通した島々線の開通区間は？

①松本・大庭間　　②松本・新村間　　③松本・三溝間　　④松本・波田間

県歌「信濃の国」の作詞者浅井洌が教壇に立たなかった学校は？

①開智学校　　　②崇教館　　　③筑摩県学　　　④長野県尋常師範学校

今井五介が就任しなかった役職は？

①片倉製糸紡績社長　　　　②松本戊戌商業学校長
③片倉生命社長　　　　　　④松本電灯株式会社社長

城山公園に碑がある人物は？

①いわさきちひろ　　　②鳩山春子　　　③石井柏亭　　　④臼井吉見

ガラ紡とよばれた紡織機を発明した臥雲辰致の墓はどこにある？

①安曇　　　　　②奈川　　　　　③波田　　　　　④梓川

日本銀行松本支店の開業はいつ？

①明治5年　　　②大正3年　　　③昭和19年　　　④昭和35年

長野県ぶどうの発祥地・山辺でワインづくりがスタートしたのはいつ？

①昭和56年　　②平成元年　　③平成7年　　④平成14年
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【上級】

松本城若宮八幡は、誰を守り神として祭ったのが始まりか？

①石川数正　　　②石川康長　　　③戸田康長　　　④島立貞永

梓水神社の祭神梓水神の鎮座地とされる山は？

①乗鞍岳　　　　②穂高岳　　　　③槍ヶ岳　　　　④大明神山

飴市で買ったアメを供える神様は？

①三峰様　　　　②蚕玉様　　　　③大黒様　　　　④恵比寿様

岡宮神社とともに松本城の鬼門除けとして信仰された寺院は？

①玄向寺　　　　②兎川寺　　　　③念来寺　　　　④大安楽寺

廃仏毀釈の際に仏像などが西善寺に移された寺院は？

①全久院　　　　②淨林寺　　　　③念来寺　　　　④放光寺

信州筑摩三十三ヶ所観音霊場で、波田にある第30番目の寺は？

①安養寺　　　　②保福寺　　　　③盛泉寺　　　　④田村堂

安曇地区の雑炊橋伝説にちなみ、渡り初めに使われた人形の頭などを
保存している神社は？

①波田神社　　　②大宮熱田神社　　　③三神社　　　④沙田神社

信州筑摩三十三ヶ所観音霊場と松本三十三ヶ所観音霊場の対象になっている寺院は？

①廣澤寺　　　　②牛伏寺　　　　③安楽寺　　　　④兎川寺

映画「神様のカルテ」では安曇野市の三柱神社がロケに使われていますが、
小説「神様のカルテ」に登場する神社は？

①深志神社　　　②筑摩神社　　　③松本神社　　　④四柱神社

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
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】

奈良井川新橋付近から安曇野市穂高の烏川まで流れる拾ヶ堰の全長は？

①約12㎞　　　　②約15㎞　　　　③約18㎞　　　　④約25㎞

馬場家住宅の「雀おどし」と呼ぶ棟飾りを付けた民家が多く見られるのは？

①長野県西南部　②長野県中心部　③長野県西北部　④長野県東南部

島 と々橋場を結ぶ雑炊橋は、架けられた当初はどのような橋だった？

①桟橋　　　　　②刎橋　　　　　③吊橋　　　　　④浮橋

戦国時代の初め、出城の一つであった「深志城」（今の松本城の地）を守っていたのは誰？

①石川氏　　　　②島立氏　　　　③村上氏　　　　④保科氏

標高日本一の信州まつもと空港の標高は？

①657.5ｍ 　　　 ②592.2ｍ  　　　③616.3ｍ  　　　④886.2ｍ

国の重要文化財の牛伏川フランス式階段工工事に関わった
「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オランダ　　　④イギリス

前作が大ヒットした映画「テルマエロマエ2」が昨年5月公開され、
松本でもロケが行われました。その場所はどこ？

①ホットプラザ浅間　　　②ラーラ松本　　　③湯けむり館　　　④あがたの森

筑摩県の県庁舎として使われたのは？

①旧古山寺御殿　　　②旧本丸御殿　　　③旧八千俵蔵　　　④旧二の丸御殿

松本には2つのスキー場があります。Mt.乗鞍の看板コースで、
最上部の標高1,990mのゲレンデの名称は？

①パノラマ　　　②らいちょう　　　③かもしか　　　④しろくま

中町のシンボル的存在の「クラシック館」は、宮村町にあった○○○○を移築再生しました。
その○○○○とは？

①大禮酒造　　　②座繰工場　　　③山清酒造　　　④製糸工場
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【上級】

市内を流れる女鳥羽川にかかっていない橋は？

①幸橋　　　　　②中の橋　　　　③緑橋　　　　④千歳橋

「訳もない」、「手間がかからない」という意味の方言はどれ？

①テキナイ　　　②ハカイク　　　③カワイヤ　　　④ゾウサネエ

チンチン電車浅間線が活躍した期間は？

①約10年　　　　②約40年　　　　③約50年　　　　④　約60年

「オツクベ」とはどういう意味の方言？

①正座　　　　　②取り皿　　　　　③おべっか　　　　　④ご馳走

標高が高い場所で栽培されている奈川や乗鞍地域特有の花豆の通称名は？

①大福豆　　　　②がに豆　　　　③ささげ　　　　④虎豆

かつて日本銀行松本支店があった場所にあるのは？

①まつもと市民芸術館　　②Mウイング　　③松本郵便局　　④松本商工会議所

安曇地区の稲核では、七夕飾りに、青竹の代わりに使う木は？

①あかまつ　　　②しなのき　　　③もみじ　　　④かつら

次のうち、宿泊ができるのは？

①ホットプラザ浅間　　②桧の湯　　③ふれあい山辺館　　④梓水苑

次のうち、ワイナリーがある地区は？

①安曇　　　　　②四賀　　　　　③波田　　　　　④梓川

江戸時代の終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】

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今井　　　　　②神林　　　　　③内田　　　　　④和田

日本浮世絵博物館は、個人のコレクションをベースにしています。
そのコレクションは何と呼ばれている？

①酒井コレクション　②本田コレクション　③赤羽コレクション　④丸山コレクション

鈴木メソードの鈴木鎮一は、どこの生まれ？

①長野県　　　　②愛知県　　　　③東京都　　　　④三重県

旧松本高等学校で学び、その後『安曇野』を著した作家は？

①唐木順三　　　②北杜夫　　　③臼井吉見　　　④辻邦生

松本酒造協会に所属する酒蔵は全部で12ですが、松本市内にある酒蔵はいくつ？

①4　　　　②5　　　　③6　　　　④7

鹿津部真顔が詠んだ歌「立廻す高嶺は雪の銀屏風中に○○の松本の里」の
漢字二文字○○は？

①墨絵　　　②水絵　　　③雪景　　　④紅葉

「サイトウ・キネン・フェスティバル松本」は今年から名称も新たにスタートします。
新しい名称は？

①セイジ・オザワ 松本フェスティバル　　②オザワ・セイジ 松本フェスティバル
③セイジ・キネン フェスティバル　　　　④オザワ・キネン フェスティバル

松本で飴市が開催されるのは、市街地とどこ？

①島内　　　②会田　　　③安原　　　④梓川

「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

昨年30周年を迎えた工芸関係のフェアは？

①クラフトショップまつもと　　　　　②クラフト祭りまつもと
③工芸フェアまつもと　　　　　　　 ④クラフトフェアまつもと
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【上級】

信州まつもと空港のダイヤで、一か月間ではありますが、昨年に続き
今年の8月も就航することが決まった都市は？

①静岡　　　　②大阪　　　　③新潟　　　　④名古屋

平成27年度に成城学園と松本市が連携して展覧会を開催するきっかけになった
松本出身者は？

①澤柳政太郎　　　　②浅井洌　　　　③辻新次　　　　④福島安正

昨年11月に松本市で開催した平和首長会議国内加盟都市会議の際に
被爆アオギリ二世の苗木を植樹した場所は？

①松本城公園　　　②花時計公園　　　③アルプス公園　　　④あがたの森公園

昨年12月に学校応援団活動の功績が認められ文部科学大臣表彰を受けた地区は？

①芳川地区　　　　②第二地区　　　　③城北地区　　　　④寿地区

今年１月に松本市が災害時相互応援に関する協定を結んだのは東京都のどこ？

①世田谷区　　　　②渋谷区　　　　③港区　　　　④中央区

中央公民館などからなる伊勢町の複合施設ビル「Mウイング」の前にある、
からくり時計は、何をかたどったもの？

①松本城　　　　　②道祖神　　　　　③河童　　　　　④松本てまり

松本出身の西片信次郎が一時日本代表選手となって活躍したスポーツは？

①バスケットボール　　　②バレーボール　　　③サッカー　　　④卓球

今年１月から2月にかけて市立博物館で開催した企画展の
主人公・彫刻家太田南海の出身地は？

①中町　　　　　②本町　　　　　③大名町　　　　　④上土

松本城下町は「善光寺道名所図会」で大通りはいくつと記述されるか？

①三街　　　　　②十三街　　　　　③十六街　　　　　④二十四街

現在の菅谷昭市長は何代目の松本市長？

①9代目　　　　②10代目　　　　③13代目　　　　④15代目
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【上級】

信州まつもと空港の3月から10月までの今年の夏ダイヤで、複便化となる就航先はどこ？

①福岡　　　　　②熊本　　　　　③札幌　　　　　④鹿児島

松本商工会議所の初代会頭で、製糸王とよばれた人物の名は？

①片倉兼太郎　　　②米沢武平　　　③今井五介　　　④山崎庄三

長く松本藩主であった戸田氏の上屋敷があった場所は現在のどこ？

①代々木公園　　②JR渋谷駅周辺　　③JR東京駅周辺　　④JR恵比寿駅周辺

1月に中央図書館などで、あるテーマに関連する本を3冊を包みにして貸出すのは？

①本のお年玉　　　②本のプレゼント　　　③本の福袋　　　④本の贈り物

市役所玄関にある小里頼永市長の銅像は、市長在職30年を祝ってどこから贈られた？

①市役所職員一同　　　②長野県　　　③全国市長会　　　④内閣総理大臣

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

次のうち、松本市の「文化・観光交流都市」はどこ？

①鹿児島市　　　　②福岡市　　　　③札幌市　　　　④姫路市

松本山雅フットボールクラブがＪ2からＪ1に歴代チーム最速で昇格しました。
では、Ｊ2に何シーズンいた？

①1シーズン　　　　②2シーズン　　　　③3シーズン　　　　④4シーズン

今年2月にコミック第4巻が発売された、漫画家高野苺の作品で、松本が舞台の
話題の青春漫画の作品名は？

①orangeオレンジ　　②strawberryストロベリー　③appleアップル　　④grapeグレープ

松本市観光大使はＦＤＡの何号機？

①1号機　　　　②2号機　　　　③4号機　　　　④6号機
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