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【基本】

次のうち、松本市内にある駅はどれ？

①田沢　　　②梓橋　　　③広丘　　　④島高松

日本で初めて冬季オリンピックが開催された、松本市と「観光・文化交流都市」を締結し
ているのはどこ？

①札幌市　　　②姫路市　　　③金沢市　　　④鹿児島市

「○○運動」と題し、道祖神や史跡を巡るウォーキングマップを市内３５地区ごとに作り
ましたが、その名称は？

①みんなで歩こう　　②アルプちゃんと歩こう　　③市民走ろう　　④市民歩こう

松本市の市制施行は明治何年の５月１日？

①明治３０年　　　②明治３５年　　　③明治４０年　　　④明治４５年

松本市の市章で正しいものはどれ？

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　　
③筑摩高校・東筑摩郡　　　　　　　　④筑摩県・筑摩東町会

１３ヶ村が合併した昭和２９年、４ヶ月はやく合併した３ヶ村は、島内・島立とどこ？

①中山　　　②新村　　　③岡田　　　④寿

昭和３０年に４ヶ村が合併して四賀村になりました。合併したのは錦部村・会田村・中
川村とどこ？

①刈谷原村　　　②五常村　　　③七嵐村　　　④反町村

松本市は３つの「ガク都」としても発展しています。山岳の「岳」と音楽の「楽」と、もう一
つの「ガク」とは？

①学問の学　　　②文学の学　　　③語学の学　　　④学校の学

松本市と「姉妹都市」を提携している市の組み合わせで正しいものはどれ？

①藤沢市・札幌市・金沢市　　　　　②藤沢市・札幌市・姫路市　　　
③藤沢市・姫路市・高山市　　　　　④高山市・姫路市・金沢市
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【基本】

季節には水芭蕉、レンゲツツジなどが一面を彩る乗鞍高原の顔ともいえる草原とは？

①一の瀬園地　　　②ウェストン園地　　　③霧ヶ峰草原　　　④塩くれ場園地

焼岳は標高２,４５５ｍの活火山ですが、入山可能な峰はどこ？

①東峰　　　②西峰　　　③南峰　　　④北峰

天の岩戸を開いた天手力雄命が戸隠神社に行く途中、休んだことからその名がついた温
泉はどれ？

①美ヶ原温泉　　　②浅間温泉　　　③扉温泉　　　④崖の湯温泉

湧水で有名な伊織霊水、この「伊織」とは何の名前？

①人の名前　　　②町の名前　　　③店の名前　　　④織物の名前

①六助池　　　②牛留池　　　③田代池　　　④千鹿頭池

浅間温泉は、この地を支配していた豪族の名を冠して「○○の湯」と言われましたが、そ
の名称は？

①戸田の湯　　　②白糸の湯　　　③水野の湯　　　④犬飼の湯

松本市内にある温泉地の数はいくつ？

①１２　　　②１４　　　③１６　　　④１９

乗鞍高原にあり「日本の滝百選」と県の名勝に指定されている滝の名称は？

①三本滝　　　②善五郎の滝　　　③番所大滝　　　④天狗の滝

梓川の源流とされている場所はどこ？

①徳沢　　　②槍沢　　　③岳沢　　　④涸沢

次のうち、乗鞍高原にある池はどれ？

次のうち、日本百名山に選ばれているのはどれ？

①南岳　　　②中岳　　　③大喰岳　　　④美ヶ原
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【基本】

江戸時代の文政２年(１８１９)松本藩領全体の人口は約１０万人の記録があります。
では、明治元年(１８６８)の人口はどのくらいだった？

①明治７年　　　②明治９年　　　③明治１１年　　　④明治１３年

大正５年に松本と大町を結ぶ信濃鉄道（現在の大糸線）が開通しました。昨年、開通か
ら何周年を迎えた？

①９０周年　　　②１００周年　　　③１１０周年　　　④１２０周年

歴代松本藩主で、２度にわたって藩主になったのは誰？

①松平氏　　　②水野氏　　　③堀田氏　　　④戸田氏

和田出身の窪田空穂が国文学の教壇に立った大学はどこ？

①法政大学　　　②國學院大学　　　③早稲田大学　　　④東京大学

城下町松本の親町三町は中町・東町とどこ？

①博労町　　　②伊勢町　　　③本町　　　④和泉町

①信府統記　　　②信濃奇勝録　　　③今昔操年代記　　　④糸乱記

「此地信州府中ニテ、所ノ名ヲ庄内ト言フ…」と記述される、松本藩主の命により編纂さ
れた地理・歴史書の名称は？

加助騒動に関わった農民たちの助命・救助に奔走した武士は誰？

①鈴木主馬　　　②鈴木伊織　　　③鈴木志摩　　　④鈴木蔵人

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どれ？

①大手門　　　②北門　　　③黒門　　　④太鼓門

松本藩最後の城主は誰？

①石川数正　　　②松平直政　　　③水野忠清　　　④戸田光則

明治4年に筑摩県が誕生し県庁が松本町に置かれましたが、その筑摩県庁舎が焼失し
たのはいつ？

①約１２万人　　　②約１４万人　　　③約１６万人　　　④約１８万人
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【基本】

５４頭の馬をつなぐ厩があったことからつけられた町名は？

①餌差町　　　②博労町　　　③鷹匠町　　　④六九

二の丸御殿は明治維新直後は何に使われた？

①筑摩県庁　　　②筑摩県師範学校　　　③松本小学校　　　④松本裁判所

筑摩を「ちくま」と読むようになったのはいつ頃から？

シベリア単騎横断をした福島安正の生誕地は「福島公園」で親しまれている。場所はどこ？

①西町　　　②田町　　　③東町　　　④萩町

チンチン電車が廃止になったのは東京オリンピックの年ですが、それはいつ？

①昭和３５年　　　②昭和３７年　　　③昭和３９年　　　④昭和４１年

源智の井戸の名前の由来は？

①井戸のある町名　　　　　   ②井戸の所有者名　　
③近くの造り酒屋名　　　　　④不明

松本市は明治４０年に市制施行されました。初代市長は誰？

①小里頼永　　　②菅谷司馬　　　③小林有也　　　④浅井洌

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どこ？

①中山道　　　②善光寺街道　　　③千国街道　　　④保福寺通り

奈川の御殿桜とかかわりがあるとされる武将は誰？

①武田信玄　　　②武田勝頼　　　③前田利家　　　④佐々成政

文部次官、東北大・京都大学の総長をつとめ、明治・大正期の教育者沢柳政太郎はどこ
の町の出身？

①葭町　　　②小池町　　　③天白町　　　④徒町

①江戸時代中期　　　②明治初期　　　③大正末期　　　④昭和初期
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【基本】

旧林村と旧神田村のそれぞれの本殿が並んで建ち、来年は御柱祭が行われる神社は
どこ？

①千鹿頭神社　　　②松本神社　　　③須々岐水神社　　　④諏訪神社

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

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

播隆上人ゆかりの寺、ボタン寺として知られているのはどれ？

①牛伏寺　　　②玄向寺　　　③浄林寺　　　④法船寺

明治初年の廃仏毀釈で廃寺となった、「信濃日光」と称され波田にあった寺の名は？

①安養寺　　　②盛泉寺　　　③若澤寺　　　④恭倹寺

松本の街には稲荷が多く祀られているが、北土井尻の小路にある稲荷は？

①美術稲荷　　　②福徳稲荷　　　③三絃稲荷　　　④瘡守稲荷　

法船寺と並んで紫陽花寺として知られる寺はどれ？

①放光寺　　　②西善時　　　③神宮寺　　　④弘長寺

厄除け観音として知られる「十一面観音」の本尊が安置されているのはどこ？

①徳運寺　　　②大安楽寺　　　③兎川寺　　　④放光寺

「寿命餅」を食べる風習のあるお祭りが行われる神社はどれ？

①岡田神社　　　②多賀神社　　　③伊和神社　　　 ④松本神社

婦人病治癒で霊験あらたかな神社はどれ？

①梓水神社　　　②姫宮神社　　　③三神社　　　④大宮熱田神社
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【基本】

旧浅間温泉国際スケートセンターの跡地に昨年オープンした施設の名称は？

①美鈴湖自転車競技場　　　　　②浅間温泉レジャーランド　　
③かりがねサッカー場　　　　　  ④美鈴湖マレットゴルフ場

市立博物館が建つ場所にあった御殿はどれ？

①辰巳御殿　　　②二の丸御殿　　　③古山寺御殿　　　④本丸御殿

重要文化財指定の本棟造りの馬場家住宅は、どこにある？

①中山　　　②内田　　　③寿　　　④芳川

美ヶ原高原の入口、標高約１,０００ｍに位置しており、近くの湖ではヘラブナ釣り、ワカ
サギ釣りができるキャンプ場はどれ？
①梓水苑オートキャンプ場　　　　　②高ソメキャンプ場　　　　
③三城オートキャンプ場　　　　　　④美鈴湖もりの国オートキャンプ場

刈谷原宿から北へ１里１０町、本陣・脇本陣・旅籠も多くあった、宿場時代の面影を今も
残す宿場とは？

①会田宿　　　②岡田宿　　　③保福寺宿　　　④村井宿

「ザ・ハーモニーホール」の愛称で親しまれている施設はどれ？

①鈴木鎮一記念館　　　　　②キッセイ文化ホール　　
③音楽文化ホール　　　　　④まつもと市民芸術館

信州スカイパークの今井運動公園にある屋内施設の別名は？

①神林ドーム　　　②アルウィン　　　③スカイパークドーム　　　④やまびこドーム

美ヶ原自然保護センターを建設したのはどこ？

①国　　　②美ヶ原観光連盟　　　③松本市　　　④長野県

大正２年に新築された旧松本市役所はどこにあった？

①埋橋　　　②上土　　　③六九　　　④中町

信州まつもと空港の標高は日本で何番目に高い？

①１番目　　　②２番目　　　③３番目　　　④４番目
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【基本】

松本平の方言で「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

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位となっている産品は？

①ブドウ　　　②松茸　　　③おやき　　　④味噌

標高の高い場所で栽培される奈川や乗鞍地域特有の花豆を通称で何と呼ぶ？

①大福豆　　　②がに豆　　　③ささげ　　　④虎豆

安曇大野川でつかわれる方言「カワイヤ」の意味は？

①可愛い　　　②素敵　　　③気の毒　　　④美しい

野麦峠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

次の組み合わせで間違っているものはどれ？

①山辺・ぶどう　　　②梓川・りんご　　　③安曇・稲核菜　　　④四賀・すいか

内田で毎年８月の中旬に行われる市の重要無形文化財の行事とは？

①ササラ踊り　　　②かたくり祭　　　③青山様　　　④裸祭り

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
何という？

①塩入りイカ　　　②まるごと塩イカ　　　③塩丸イカ　　　④イカ漬け

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

「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
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【基本】

松本の伝統的なねぎで、夏の植え替えをすることで、太くて柔らかいねぎになりますが、
この野菜とは？

道祖神の色塗りで知られるのは島立町区とどこ？

①島立永田　　　②島立大庭　　　③島立堀米　　　④島立荒井

安曇地区で制作されている、古布を裂いてそれを横糸として織り込む織物の名称は？

①稲核織　　　②みすず細工　　　③深山織　　　④松本紬

毎年６月の第一日曜日に上高地で行われる催し物とは？

①ウェストン祭　　　　　   ②上高地音楽祭　　
③上高地開山祭　　　　　④上高地明神池お船まつり

２０１５年、ＯＭＦのオペラ「こどもと魔法」のＣＤがノミネートされた賞はどれ？

①アカデミー賞　　　②エミー賞　　　③ピューリッツァー賞　　　④グラミー賞

大野川・奈川地区で「歳の神」と呼ばれる行事は？

①節分　　　②三九郎　　　③こと八日　　　④初午

波田地区の田村堂仁王門での「仁王尊股くぐり祭」。股をくぐるのは誰？

①仁王　　　②父親　　　③母親　　　④子ども

野麦峠のかつての様子を伝える野麦峠まつりが開催されるのはいつ？

①４月　　　②５月　　　③６月　　　④７月

８月上旬に街中を中心に行われる女児の伝統行事は？

①松本ぼんぼん　　　②七夕踊り　　　③ぼんぼん　　　④盆踊り

ひたし、あたためるという意味のある、奈川の伝統の蕎麦の名は？

①奈川そば　　　②すんきそば　　　③とうじそば　　　④いねこきそば

①松本あまねぎ　　②松本一本ねぎ　　③松本曲がりねぎ　　④松本極太ねぎ
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【基本】

今年から施行される新しく国民の祝日となった山の日はいつ？

①７月３０日　　　②８月１１日　　　③９月２２日　　　④１０月１日

昨年１０月四賀地区で5年ぶりに復活したマラソン大会の名称は？

①虚空蔵山米かつぎマラソン　　　　　②四賀俵かつぎマラソン　　　　
③坊主山稲かつぎマラソン　　　　　　④保福寺峠麦かつぎマラソン

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飲食店の名　　　④喫茶店の名

昨年１２月１２日に全国公開された、松本を舞台にした青春映画とは？

①ｏｒａｎｇｅ　　　②岳　　　③神様のカルテ　　　④おひさま

タウンスニーカーの乗車賃は、大人１回２００円ですが、一日乗車券(公共施設優待割
引券付)の大人料金はいくら？

①３５０円　　　②４００円　　　③５００円　　　④５５０円

梓川水系にある奈川渡、水殿、稲核の３つのダムの形式は何式？

①ドーム式　　　②アーチ式　　　③分離式　　　④連結式

梓川にある国の登録有形文化財「釜ヶ淵堰堤」はどの付近にある？

①島々　　　②沢渡　　　③釜トンネル　　　④河童橋

「草茂」（くさも）と墨書された土器が見つかった神林の遺跡とはどれ？

①下神遺跡　　　②県町遺跡　　　③兎川寺遺跡　　　④薄町遺跡

松本電鉄上高地線のマスコットキャラクターはどれ？

①渕東なぎさ　　　②下島なぎさ　　　③松本なぎさ　　　④大庭なぎさ

「すべてがＦになる」の主なロケ地となったのはどこ？

①松本民芸館　　　②馬場家住宅　　　③松本市歴史の里　　　④松本城
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第９８問

総合

第９１問

第９２問

　

第９６問

　

【基本】

三城と扉峠を結ぶ「よもぎこば林道」の別名は？

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

次の組み合わせのうち正しくないものはどれ？

①市川量造・筑摩県博覧会　　　　　②福島安正・陸軍省　　   
③今井五介・上高地線　　　　　　　④浅井洌・大岩家

「新松本を楽しむ本」の表紙を飾っているコミックの名称は？

①ｏｒｅｎｇｅ　　　②ｏｒａｎｇｅ　　　③ｏｒｅｎｇｉ　　　④ｏｒｅｎｊｉ

松本市が取り組んでいる食品ロス削減事業の名称は？

①残さず食べよう！20・10運動　　　　　②残さず食べよう！30・10運動　
③残さず食べよう！30・20運動　　　　　④残さず食べよう！40・20運動

岳都松本が縁で「松本市観光大使」を任命している登山家とは誰？

①田部井淳子　　　②野口健　　　③栗城史多　　　④渡辺玉枝

ロゴマーク「健康寿命延伸都市・松本」の松本の文字の色は？

①青　　　②黄　　　③緑　　　④赤

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

次のうち、「日本一」となっていないものはどれ？

①日本浮世絵博物館の浮世絵収蔵点数　　　　　②3,000ｍ級の山岳数　
③松商学園の甲子園出場回数　　　　　　　　　④国宝松本城大天守の高さ

上高地への入口の釜トンネルの先に新しく建設されているトンネルの名称が決まりまし
たが、その名称とは？

①上高地トンネル　　②大正池トンネル　　③梓湖トンネル　　④焼岳トンネル

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善光寺街道　　④しののめのみち
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