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【基本】

姉妹都市・交流都市で、面積の大きさが日本一の市は？

①藤沢市　　　②姫路市　　　③高山市　　　④金沢市

市章の六角を意味する家紋を持った旧藩主は？

①石川氏　　　②小笠原氏　　　③戸田氏　　　④堀田氏

松本市の「市木」はアカマツ、「市花」はレンゲツツジです。
では、これらが制定されたのはいつ？

①明治40年　　②大正14年　　③昭和13年　　④昭和49年

安房トンネルが開通したのはいつ？

①平成5年　　　②平成6年　　　③平成8年　　　④平成9年

交流都市・鹿児島市と松本市の共通点は？

①門前町　　　②宿場町　　　③城下町　　　④港町

姉妹都市・グリンデルワルト村と昭和47年に姉妹都市提携を結んだ旧村は？

①旧四賀村　　②旧梓川村　　③旧安曇村　　④旧奈川村

姉妹都市の神奈川県藤沢市にあり、浮世絵にも多く描かれた風光明媚な島の名前は？

①江の島　　　②月島　　　③北島　　　④兎島

姉妹都市の高山市は、かつては松本と同じ県だった。その県の名は？

①長野県　　　②飛騨県　　　③松本県　　　④筑摩県

日本の岳都と世界の岳都という縁から提携した姉妹都市カトマンズ市は、
世界から集う登山家の玄関口です。カトマンズ市が玄関口となっている山脈とは？

①アンデス山脈　　②ヒマラヤ山脈　　③アルプス山脈　　④ロッキー山脈

今年5月で松本市は市制施行何年？

①102年　　　②104年　　　③106年　　　④108年
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【基本】

拾ヶ堰が取水されているのは、奈良井川のどのあたり？

①平瀬付近　　②新橋付近　　③渚付近　　④笹部付近

23もの峰々が連なり霊山として信仰を集めた山は？

①穂高岳　　　②槍ヶ岳　　　③焼岳　　　④乗鞍岳

次のうち、日本百名山に選ばれているのは？

①南岳　　　　②中岳　　　　③大喰岳　　　　④美ヶ原

日本一広い高原台地を誇る美ヶ原高原の標高は？

①約1,000m　　②約1,500m　　③約2,000m　　④約2,500m

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

日本近代登山開拓の父ウォルター・ウェストンは、どこの国の人？

①イギリス　　②オーストリア　　③ドイツ　　④スイス

松本市最高峰3,190ｍの奥穂高岳は、日本国内の標高順位では第何位？

①1位　　　　②2位　　　　③3位　　　　④4位

槍・穂高連峰には、涸沢カールをはじめ、多数のすり鉢状の地形があります。
この地形は何によってできた？

①氷河　　　　②大雨　　　　③地すべり　　　　④火山の噴火

10月8日に上高地で「お船まつり」が行われる池は？

①明神池　　　②大正池　　　③田代池　　　④あざみ池

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？

松本市内に標高3,000ｍ以上の山はいくつある？

①6　　　　　②7　　　　　③8　　　　　④9
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【基本】

弘法山古墳は何世紀頃の古墳？

①里山辺　　　　②入山辺　　　　③中山　　　　④寿

深志の名を松本に変えたのは誰？

①武田信玄　　　②小笠原長時　　　③小笠原貞慶　　　④石川数正

保福寺通りと善光寺街道に分かれる宿場は？

①岡田宿　　　　②刈谷原宿　　　　③会田宿　　　　④村井宿

別名「塩の道」と呼ばれた街道は？

①野麦街道　　　②千国街道　　　③甲州街道　　　④善光寺街道

伝説の石「牛つなぎ石」が面している通りは？

①駅前大通り　　　②本町通り　　　③縄手通り　　　④中町通り

①笹賀　　　　　②神林　　　　　③今井　　　　　④芳川

中国から味噌の醸造法を伝えた法燈国師は、どこの出身？

北国脇往還は、中山道の洗馬から分かれて郷原宿・村井宿・松本と続き、次の宿はどこ？

①出川　　　　　②岡田　　　　　③刈谷原　　　　　④会田

狩りに使う鷹の餌をとる武士がいたので、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鯛萬の井戸　　　③伊織霊水　　　④葵の井戸

謎多き針塚古墳はどこにある？

①3世紀初め　　　②3世紀末　　　③4世紀初め　　　④4世紀末
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【基本】

松本城下町で、武家地と町人地の境になった川は女鳥羽川ですが、
城下町とムラを区分する外堀的な性格に位置付けられていた川は？

①犀川　　　　②薄川　　　　③奈良井川　　　　④梓川

武田信玄に攻められて林城を脱出した武将は？

①小笠原長時　　　②小笠原貞慶　　　③小笠原秀政　　　④小笠原長棟

次の人物で松本藩士出身でないのは？

国宝松本城の天守閣は五重六階ですが、外から見えないのは何階？

①1階　　　　②2階　　　　③3階　　　　④4階

松本城「明治の大修理」の先頭に立った小林有也が校長を務めた学校は？

①開智学校　　②松本尋常中学校　　③長野県尋常師範学校　　④筑摩県学

長年松本市長を務め「国宝市長」とも呼ばれた人物は？

①市川量造　　②菅谷司馬　　③小林有也　　④小里頼永

開智学校のギヤマン校舎に対して「障子学校」と呼ばれた学校は？

①開明学校　　②埴原学校　　③岩科学校　　④山辺学校

開智学校建築費のうち、町民の寄付が占める割合は？

①約5割　　　②約6割　　　③約7割　　　④約8割

筑摩県の県庁舎として使用された松本城の建物は？

①旧本丸御殿　　　②旧二の丸御殿　　　③旧古山寺御殿　　　④天守閣

市内電車浅間線の愛称は？

①温泉電車　　　　②チンチン電車　　　　③連隊電車　　　　④トコトコ電車

①浅井洌　　　②福島安正　　　③沢柳政太郎　　　④市川量造
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【基本】

「願い事むすびの神」として知られる神社は？

①深志神社　　　②四柱神社　　　③筑摩神社　　　④沙田神社

北深志の総鎮守として歴代藩主から崇敬された神社は？

①松本神社　　　②天白神社　　　③岡宮神社　　　④岡田神社

松本城の鬼門除けのために置かれた寺は？

①生安寺　　　　②念来寺　　　　③大安楽寺　　　　④浄林寺

江戸時代、信濃日光と呼ばれ、真言宗の本山から
「東の牛伏せ寺、西の○○寺」といわれた大寺の名は？

①松岳寺　　　　②観光寺　　　　③松山寺　　　　④若澤寺

「須々岐水神社」の正しい読み方は？

①すすきがわじんじゃ　　　　②すすきみずじんじゃ
③すすえすいじんじゃ　　　　④すすえみずじんじゃ

松本の街には稲荷が多く祀られていますが、北土井尻の小路にある稲荷は？

①福徳稲荷　　　②美術稲荷　　　③三絃稲荷　　　④瘡守稲荷　

仏像8躯が国重要文化財に指定されている寺は？

①玄向寺　　　　②兎川寺　　　　③牛伏寺　　　　④放光寺

筑摩33ヶ所観音霊場の33番は長興寺だが１番は？

①牛伏寺　　　　②兎川寺　　　　③廣澤寺　　　　④徳運寺

梓川地区にある、多くの石仏が置かれているのは？

①七日山石仏群　②藤池百体観音　③白骨温泉三十三観音　④廣田寺山門周辺石仏群

来年は7年に一度の諏訪の御柱の年ですが、「信濃三之宮」と呼ばれている島立のお宮は？

①沙田神社　　　②諏訪神社　　　③岡宮神社　　　④岡田神社
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【基本】

本田親蔵氏が生涯をかけて収集したコレクションを展示しているのは？

①民芸館　　　②はかり資料館　　　③歴史の里　　　④松本市時計博物館

平成4年に開館した県松本文化会館の、ネーミングライツによる現在の愛称は？

①ザ・ハーモニーホール　　　　 ②Ｍウイング
③キッセイ文化ホール　　　　　④ピカデリーホール

古墳と縄文遺跡等の発掘出土品を収蔵・展示する「考古博物館」がある地区は？

①中山　　　　②寿　　　　③内田　　　　④笹賀

松本市美術館前のモニュメント「幻の華」の作者は？

①田村一男　　②上條信山　　③草間彌生　　④久保田俶通

松本城は5つの櫓からなり「連結複合式」と呼ばれていますが、
大天守と月見櫓を繋いでいるのは？

①辰巳附櫓　　②渡櫓　　③付櫓　　④鉄砲櫓

重文・旧開智学校が、現在地に解体移築復元されるまでは、どの川沿いにあった？

①薄川　　　　②女鳥羽川　　　　③大門沢川　　　　④長沢川

日本の普通選挙運動発祥の地は松本。その記念碑が建つ場所は？

①松本歴史の里　　　②城山公園　　　③市中央図書館　　　④あがたの森

梓川渓谷にある安曇三ダム、上流からの並びは？

①稲核・水殿・奈川渡　　　　　②奈川渡・稲核・水殿
③奈川渡・水殿・稲核　　　　　④水殿・奈川渡・稲核

重文・馬場家住宅の造りは？

①寄棟造り　　②合掌造り　　③本棟造り　　④高床造り

信州スカイパークにある木造ドームは？

①信州ドーム　　　②スカイパークドーム　　　③りんごドーム　　　④やまびこドーム
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【基本】

上高地線の電車で、松本から新島々へ向かう場合、波田駅の次の駅は？

①三溝　　　　　②森口　　　　　③下島　　　　　④渕東

街路樹「しなのき」が環境省から100選に選ばれている通りは？

①大名町通り　　②伊勢町通り　　③縄手通り　　④上土通り

松本市内で「かえるの街」として親しまれている商店街はどこ？

①本町通り　　　②縄手通り　　　③伊勢町通り　　　④中町通り

「御馳走」のことを松本平では方言で何と言う？

①オツクベ　　　②オゴッツォ　　　③オチョベ　　　④オテショ

野麦街道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

松本平の方言で「すねる、ふてくされる」ことを何という？

①アダケル　　　②ウツカル　　　③イボツル　　　④タッコネエ

松本市外に源流を持つ川は？

①女鳥羽川　　　②奈良井川　　　③薄川　　　④会田川

タウンスニーカーのコースの中で、松本駅から松本城に行く際に便利なのは？

①北コース　　　②東コース　　　③南コース　　　④西コース

長野県ブドウ発祥の地として知られているのはどこ？

①今井　　　　　②山辺　　　　　③中山　　　　　④岡田

松本名物の桜鍋といったら何のすき焼き？

①熊肉　　　　　②鹿肉　　　　　③猪肉　　　　　④馬肉
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【基本】

「美しいものが美しい」という言葉を残し、多数の民芸品を収集した人物は？

「立廻す　高嶺は雪の銀屏風～」と詠じた狂歌師は？

①頭光　　　　②太田南畝　　　　③宿屋飯盛　　　　④鹿津部真顔

市の重要無形民俗文化財になっている内田地区の踊りは？

①盆踊り　　　②ササラ踊り　　　③ぼんぼん　　　④松本ぼんぼん

美ヶ原高原開山祭は、例年4月の何日に開催される？

①23日　　　　②24日　　　　③25日　　　　④26日

関東大震災以降から昭和のはじめ頃までに東京を中心に流行った
装飾付きの商店建物の名前は？

①洋風建物　　②看板建築　　③和風建物　　④擬洋風建築

次のうち、松本地方で9月に行われるのは？

①おくんち　　②とうかんや　　③三九郎　　④お庚申祭り

「花いっぱい運動発祥地」碑のある場所は？

①千歳橋北　　②四柱神社境内　　③松本市役所　　④旭町小学校

雛人形を売る店が多く高砂小路とも呼ばれた小路は？

①同心小路　　②神明小路　　③本立寺小路　　④生安寺小路

歌人・国文学者である窪田空穂の生地は？

①新村　　　②波田　　　③島立　　　④和田

雑炊橋が作られるきっかけをつくったといわれる伝説の主人公の組み合わせで
正しいものは？

①お花・清兵衛　　②お節・五右衛門　　③お節・清兵衛　　④お花・清右衛門

①丸山太郎　　②バーナード・リーチ　　③柚木沙弥郎　　④三代澤本寿
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【基本】

白骨温泉が広く知れ渡るようになった文学作品は？

①大菩薩峠　　　②河童　　　③あゝ野麦峠　　　④氷壁

上高地明神池入り口にある小屋に住み、ウェストンを案内した名ガイドの名？

①喜源治　　　　②嘉門次　　　　③喜作　　　　④善五郎

乗鞍高原で秋に行われているアウトドア映画祭
「○○○・マウンテン・フィルム・フェスティバル」の○○○に入るのは？

①スイス　　　　②バンフ　　　　③カナダ　　　　④ドイツ

「松本まるごと博物館」のキーワードとして正しいものは？

①屋根のない博物館　　　　　　②星空の博物館
③アルプスが見える博物館　  　　④市街地の博物館

松本空港にＦＤＡが就航以来、毎日違う色の飛行機が飛び楽しみですが、
現在就航している先はどことどこ？

①札幌と静岡　　②札幌と福岡　　③静岡と福岡　　④札幌と大阪

「クラフトフェアまつもと」が開催されるのは例年いつ？

①4月　　　　　②5月　　　　　③7月　　　　　④8月

JR中央東線・西線の全線開通は明治何年のこと？

①明治30年　　　②明治34年　　　③明治40年　　　④明治44年

では、駅前の再開発に伴い、松本駅の新駅舎が誕生したのは昭和何年？

①昭和33年　　　②昭和43年　　　③昭和53年　　　④昭和63年

「当国第一の名水」と称賛された井戸は？

①鯛萬の井戸　　②亀の泉　　③女鳥羽の泉　　④源智の井戸

松本藩主で御家門大名であったのは？

①戸田康長 　　　②小笠原秀政　　　③戸田光慈　　　④松平直政
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第９８問

総合

第９１問

第９２問

　

第９６問

　

【基本】

室内温水プールがある、イタリア語の翼という意味の名の施設は？

①Ｍウイング　　　②サンピア松本　　　③Ｍウェーブ　　　④ラーラ松本

国道158号の上高地分岐の近くに湧く温泉で、旅館が1軒、
洞窟風呂の「卜伝の湯」があるのは？

①さわんど温泉　　②坂巻温泉　　③中の湯温泉　　④乗鞍高原温泉

御母家、湯の原、藤井などの温泉の総称の温泉地は？

①美ケ原温泉　　　②浅間温泉　　　③崖の湯温泉　　　④扉温泉

美ヶ原高原で、西方アルプス側に張り出し、
松本側が切れ落ちた絶壁の尾根の突端を何と呼ぶ？

①王ヶ頭　　　　　②王ヶ峰　　　　　③王ヶ鼻　　　　　④王ヶ手

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

松本では「野菜饅頭」とも呼ばれる信州の郷土料理とは？

①ちゃのこ　　　　②おざんざ　　　　③やしょうま　　　　④おやき

上高地では昭和50年にマイカー規制が始まりました。
上高地に続いて、平成15年から環境保護のためマイカー規制が始まった場所は？

①安房トンネル　　②県道白骨温泉線　　③安房峠旧道　　④乗鞍岳山頂

塩尻市本山宿から松本市を経由し安曇野市までの約50㎞の東山山麓沿いの道の愛称は？

①塩の道　　②日本アルプスサラダ街道　　③しののめのみち　　④善光寺街道

松本駅お城口（東口）前広場には槍ヶ岳を開山した人の像があります。これは誰？

①播隆上人　　　　②空海　　　　③良弁上人　　　　④ウェストン

上高地の河童橋は平成9年に架け替えられたものです。第何代目の橋？

①3代目　　　　　②4代目　　　　　③5代目　　　　　④6代目
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