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【基本】

長野県内の市の中で、松本市の面積は何番目に広い？

①1番目　　　　　②2番目　　　　　③3番目　　　　　④4番目

藤沢市とは、姉妹都市として半世紀を超える交流を続けています。
姉妹都市提携をしたのは何年？

①昭和32年　　　②昭和34年　　　③昭和36年　　　④昭和38年

松本市役所があるあたりの標高で、一番近いのは？

①400m　　　　　②500m　　　　　③600m　　　　　④700m

平成19年は、松本市にとってどのような年か？

①市制施行90周年　②市制施行95周年　③市制施行100周年　④市制施行105周年

次のうち、松本市の「文化・観光交流都市」はどこ？

①福岡市　　　　②鹿児島市　　　　③八女市　　　　④古賀市

姉妹都市グリンデルワルト村は、どこの国？

姉妹都市である高山市の紹介で正しいものは？

①門前町　　　　②明治初期に長野県　　　　③塩の道　　　　④飛騨の小京都

松本市が特例市の指定を受けたのはいつ？

①平成5年　　　　　②平成9年　　　　　③平成12年　　　　　④平成17年

松本町の初代町長は誰？

①小里頼永　　　②百瀬興政　　③菅谷司馬　　④松岡文七郎

この3月、新幹線の開業で北陸が近くなります。
松本市の「文化・観光交流都市」である北陸の都市は？

①長岡市　　　　②富山市　　　　③金沢市　　　④福井市

①ドイツ　　　　　②オーストリア　　　　　③スイス　　　　　④イギリス
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　自然

第１１問

　

第１２問

第１６問

【基本】

松本で「ドカユキ」と呼ばれる大雪が降るのはいつ頃？

①晩秋　　　　②初冬　　　　③厳冬　　　　④春先

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

上高地・北アルプスの玄関口「沢渡」の正しい呼び方は？

①さわど　　　②さわんど　　　③さわたり　　　④たくど

遊歩道・登山道である美ヶ原高原ロングトレイルの総延長は？

①約15km　　②約25km　　③約35km　　④約45km

日本第3位の標高3,190mの山と言えば？

①奥穂高岳　　②北穂高岳　　③西穂高岳　　④槍ヶ岳

①エコーライン　　②スカイライン　　③バードライン　　④アルプスライン

浅間温泉の別名で正しいものは？

①卜伝の湯　　②岩本の湯　　③子宝の湯　　④犬飼の湯

噴火で上高地の大正池をつくった、標高2,455mの活火山は？

①焼岳　　　　②常念岳　　　　③乗鞍岳　　　　④蝶ヶ岳

美ヶ原は自然公園に指定されています。その公園の名称は？

①美ヶ原県立自然公園　　　　 ②美ヶ原霧ヶ峰国定公園
③中部山岳国立公園　　　　　④八ヶ岳中信高原国定公園

信州は、気候を生かした高品質なリンゴの産地ですが、
接木による品種改良で全国に先駆けて取り組んだ栽培方法は？

①わい(矮)化栽培　　　②局所栽培　　　③漸次栽培　　　④注木栽培

日本最高標高地点を通る県道乗鞍岳線の別称は？

②
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【基本】

松本平最古の弘法山古墳の形は？

①前方後円墳　　　②前円後円墳　　　③前方後方墳　　　④前円後方墳

弘法山古墳がある場所は？

①並柳　　　　　②出川　　　　　③深志　　　　　④中山

54頭の馬をつなぐ厩があったため付けられた町名は？

①餌差町　　　　②博労町　　　　③鷹匠町　　　　④六九

参勤交代のとき松本藩が主に通ったといわれている街道は？

①保福寺通り　　②善光寺街道　　③千国街道　　④中山道

次のうち、正しくない組み合わせは？

①石川康長・月見櫓　②松平直政・松本銭　③水野忠幹・信府統記　④戸田光行・崇教館

江戸時代、大名町通りの南の入口、千歳橋の北側にあった門は？

①黒門　　　　　②北門　　　　　③大手門　　　　　④北不明門

①武田信玄　　　②武田勝頼　　　③前田利家　　　④佐々成政

奈川の御殿桜とかかわりがあるとされる武将は？

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

松商学園に像がある今井五介の旧姓は？

①片倉　　　　　②大岩　　　　　③米沢　　　　　④木沢

加助騒動の関連史跡のひとつ「義民塚」は、どの中学校に隣接している？

①筑摩野中学校　　②丸ノ内中学校　　③清水中学校　　④鎌田中学校



第３３問

第３４問
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第３７問

第３９問

第４０問
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【基本】

野麦街道の川浦にあった宝来屋は、移転復元され、現在はどこにある？

①奈川　　　　②安曇　　　　③波田　　　　④島立

松本藩の藩主は6家何人？

①20人　　　　②21人　　　　③22人　　　　④23人

加助騒動がおこったときの松本藩主は？

①水野忠直　　②水野忠周　　③水野忠幹　　④水野忠恒

歴代松本藩主で、2度にわたって藩主になったのは？

①戸田氏　　　②水野氏　　　③堀田氏　　　④松平氏

野麦峠を越えて運ばれていたことで知られる、年取り魚は？

①鮭（サケ）　　②鯛（タイ）　　③鰯（イワシ）　　④鰤（ブリ）

県歌「信濃の国」の作詞者は松本の人ですが、それは誰？

①窪田空穂　　②浅井洌　　③沢柳政太郎　　④胡桃沢勘内

「北国脇往還」とも呼ばれた街道は？

①善光寺街道　②野麦街道　③千国街道　④五千石街道

重要文化財指定の旧開智学校校舎が新築された年は？

①明治6年　　②明治7年　　③明治8年　　④明治9年

明治4年11月にできた筑摩県の県庁はどこに置かれた？

①旧全久院跡　　②旧本丸御殿跡　　③旧二の丸御殿　　④旧古山地御殿

チンチン電車（浅間線）が廃止になったのは東京オリンピック開催の年のこと。それは何年？

①昭和36年　　　②昭和37年　　　③昭和38年　　　④昭和39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】

梓水神社の「梓水」の読みは？

①あずさみず　　　②あずさがわ　　　③しすい　　　④あずさ

明神池畔に奥宮をもつ神社は？

①大宮熱田神社　　②梓水神社　　③沙田神社　　④穂高神社

里山辺にある、お船祭りを行う神社は？

①沙田神社　　　②須々岐水神社　　　③千鹿頭神社　　　④岡田神社

近くに「兎田」の伝承のある地がある、小笠原氏の菩提寺は？

①徳運寺　　　　②放光寺　　　　③廣澤寺　　　　④浄林寺

信濃二十五番札所としても知られる曹洞宗のお寺「盛泉寺」はどこにある？

①梓川　　　　　②波田　　　　　③奈川　　　　　④四賀

平安時代の「延喜式」に記載された筑摩郡三座のひとつである神社はどこ？

①岡田神社　　　②沙田神社　　　③須々岐水神社　　　④筑摩神社

神仏混合の考えから浅間の御射神社の別当寺として建てられたといわれているお寺は？

①放光寺　　　　②神宮寺　　　　③浄林寺　　　　④徳運寺

江戸時代、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岡宮神社　　　③松本神社　　　④伊和神社

梓川地区にある、本殿が国の重要文化財に指定されている神社は？

①梓水神社　　　②会田神明宮　　　③大宮熱田神社　　　④千鹿頭神社

松本城の鬼門除けの鎮護の寺として知られるのは？

①大安楽寺　　　②放光寺　　　③浄林寺　　　④神宮寺
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【基本】

四賀化石館にある、環太平洋で2例しかないクジラの化石。その名は？

①マッコウクジラ　　②ミンククジラ　　③シロナガスクジラ　　④アカボウクジラ

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

松本市の芸術文化の拠点施設「まつもと市民芸術館」の主ホールは、
催し物に合わせ天井が上下します。最大の場合の客席数は？

①1,200席　　　　　②1,400席　　　　　③1,600席　　　　　④1,800席

松本の中町で工芸品展を営み、里山辺に松本民芸館を創館した人は誰？

①池田三四郎　　　②丸山太郎　　　③胡桃沢勘内　　　④柳宗悦

美鈴湖にあるオートキャンプ場の正式名称は「美鈴湖○○○○キャンプ場」。○に入るのは？

①もりの国　　　　②わくわく　　　　③みずの里　　　　④わいわい

全国の旧制高等学校の資料を収集し、平成5年開館、24年リニューアルした
あがたの森にある、市立博物館の分館施設の名称は？

①旧制高等学校記念館　②旧開智学校　③松本高等学校資料館　④旧松本学校

窪田空穂の生地に建てられた記念館はどこにある？

①今井　　　　　②笹賀　　　　　③神林　　　　　④和田

牛伏川の水害対策のために設計された階段工は、何式階段工か？

①フランス式　　②アメリカ式　　③イギリス式　　④イタリア式

旧開智学校校舎の建築様式は？

①和洋折衷建築　　②洋風建築　　③擬洋風建築　　④和洋混合建築

松本市美術館の記念展示室に作品がある書家は誰？

①赤羽雪邦　　　②西郷弧月　　　③石井柏亭　　　④上條信山



第６３問

第６４問

第６５問

第６７問

第６９問
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⑦
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　生活

第６１問

第６２問

第６６問

　

【基本】

「大正ロマンの街」と呼ばれる市街地の通りは？

①縄手通り　　　②上土通り　　　③大名町通り　　　④伊勢町通り

松本駅前大通りの別名は？

①浅間線通り　　②芸術館通り　　③あがたの森通り　　④旧松高通り

松本市内でワインづくりを手掛けるワイナリーは、山辺とどこにある？

①内田　　　　　②中山　　　　　③四賀　　　　　④安曇

松本平の方言で「オンジョばかりコイてるじゃねー」の意味は？

①嘘ばかりつくな　　　　　　　②文句ばかり言うな
③怠けてばかりいるな　　　　　④寝てばかりいるな

内陸部で魚介を食べる知恵として生まれた、
茹でたイカをまるごと塩漬けにしたものをなんという？

①塩入りイカ　　②まるごと塩イカ　　③塩丸イカ　　④イカ漬け

松本平の方言で「ハカイク」は、どんな意味？

①あばれる　　　②よりかかる　　　③間引く　　　④はかどる

環境省選定の「かおり風景100選」に選ばれている大名町の街路樹は？

①しなのき　　　②あかしあ　　　③はぎ　　　④どうだん

水野氏時代から染物や製紙業に使われ、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

次のうち、日本アルプスサラダ街道が通っている地区は？

①和田地区　　　②新村地区　　　③今井地区　　　④梓川地区

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新まつもと旅ネット



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】

松本は「花いっぱい運動」発祥の地ですが、その創始者の名？

①降旗徳弥　　　②筒井直久　　　③小松一三夢　　　④松岡文七郎

スズキメソードの創始者・鈴木鎮一の理念が広まった国々の数は？

①36ヶ国　　　　②46ヶ国　　　　③56ヶ国　　　　④66ヶ国

ひたし、あたためるという意味のある、奈川の伝説の味の蕎麦の名は？

①奈川そば　　　②すんきそば　　　③とうじそば　　　④いねこきそば

松本平の湖水伝説として知られる人物は？

①物ぐさ太郎　　②泉小太郎　　③三九郎　　④三年寝太郎

7月14～15日、子どもの健康を願い、
五色の紙でつくったのぼりを持って参る深志神社などで行われる祭りは？

①八坂様　　　　②ぼんぼん　　　　③青山様　　　　④とうかんや

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辻邦夫　　　　④臼井吉見

4月中旬に行われる鳥居火は、どこの地区の行事？

①蟻ヶ崎　　　　②島立　　　　③島内　　　　④岡田

次のうち、松本の年取り魚で代表的な魚は？

①鯉　　　　　②鰹　　　　　③鯛　　　　　④鮭

上高地の開山祭は、例年4月の何日に開催される？

①25日　　　　②26日　　　　③27日　　　　④28日

江戸時代中期頃、松本藩士の子女を中心に手づくりを始め、
現在松本の代表的な民芸品になっているものは？

①松本てまり　　　②七夕人形　　　③白樺細工　　　④お神酒の口



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】

松本山雅フットボールクラブのクラブ名の由来は？

①銭湯の名　　　②旅館の名　　　③喫茶店の名　　　④飲食店の名

梓川水系にある奈川渡、水殿、稲核の3つのダムは何式と呼ばれる形式のダム？

①ドーム式　　　②アーチ式　　　③分離式　　　④連結式

その昔、天武天皇が行宮を計画した「束間の湯」ではないかといわれているのは？

①美ケ原温泉　　②浅間温泉　　③扉温泉　　④崖の湯温泉

昭和30年代の漫画で、乗鞍岳で秘密裏に開発されていたという
ストーリー展開を持つロボットとは？
①鉄腕アトム　　　②マジンガーＺ　　　③エイトマン　　　④鉄人28号

松本市の観光大使に任命されているＦＤＡ4号機の色は？

①イエロー　　　　②ライトブルー　　　　③ピンク　　　　④グリーン

岐阜県側の乗鞍スカイラインは、元は旧日本軍が造った軍用道路。何のために造った？

①戦闘機エンジンのテスト　②戦闘員の高地訓練　③鉱物採取　④物資の効率的な輸送

松本城大天守の高さは29.4ｍですが、乾小天守の高さは？

①15.3ｍ　　　　②16.8ｍ　　　　③17.5ｍ　　　　④18.7ｍ

　　　

松本電鉄上高地線のマスコットキャラクターは？

①渕東なぎさ　　②下島なぎさ　　③松本なぎさ　　④大庭なぎさ

上高地の大正池は、下流の発電所の調整池として管理されています。その発電所とは？

①稲核発電所　　②水殿発電所　　③霞沢発電所　　④竜島発電所

松本市島内の音楽文化ホールの愛称は？
①ザ・ハーモニーホール　　　　　 ②ザ・メロディーホール
③ザ・ミュージックホール　　　　　④ザ・オルガンホール



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】

上高地の代表的な植物で、氷河時代の生き残りとされている木は？

①コナシ　　②ケショウヤナギ　　③カミコウチヤナギ　　④カミコウチテンナンショウ

「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

「せん光寺道 野麦街道」と記された、旧街道の道しるべはどこに建っている？

①千歳橋の南端　　　②本町と伊勢町の角　　　③本町と中町の角　　　④松本神社前

奈良井川から取り入れた水を、梓川の下を通して安曇野市方面へ運んでいる堰の名は？

①和田堰　　　②高松堰　　　③拾ヶ堰　　　④四か堰

国府が筑摩郡に移る前に置かれた郡は？

①小県郡　　　②諏訪郡　　　③埴科郡　　　④安曇郡

善五郎の滝の名前の由来となった善五郎、何をしていた人といわれている？

①釣り師　　　②木地師　　　③僧侶　　　④かじや

昭和の大合併で4つの村が合併して四賀村になったのはいつ？

①昭和28年　　　②昭和29年　　　③昭和30年　　　④昭和31年

現在国宝に指定されている天守は日本に4つ、松本城、姫路城、犬山城とどこ？

①大阪城　　　　②名古屋城　　　③彦根城　　　　④松江城

千国街道・仁科街道・糸魚川街道・大町街道とよばれる街道の馴染みの通り名は？

①五千石街道　　　②塩の道　　　③善光寺道　　　④鰤の道

松本山雅フットボールクラブのチームカラーは？

①黄　　　　　②緑　　　　　③赤　　　　　④黒
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