
第 ３ 問

第 ４ 問

第 ５ 問

第 ７ 問

第 ９ 問

第１０問

１

第 ８ 問

概要

第 １ 問

第 ２ 問

第 ６ 問

【基本】

松本市に隣接していない市はどれ？

①大町市　　　②高山市　　　③安曇野市　　　④飛騨市

四賀地区の地名の読み方で間違っているものはどれ？

①赤怒田（あかぬた）　　　　　　    ②殿野入（でんのいり）　　
③金山町（かなやままち）　　　　　④取出（とりいで）

姉妹都市グリンデルワルト村はどこの国？

①ドイツ　　　②オーストリア　　　③スイス　　　④イギリス

松本市の市章は昭和１３年に誰がデザインしたもの？

①江原綾子　　　②浅井洌　　　③杉田久女　　　④草間彌生

平和都市宣言が宣言された年は？

①昭和５８年　　　②昭和５９年　　　③昭和６０年　　　④昭和６１年

松本市の国内姉妹都市でない市はどれ？

①高山市　　　②姫路市　　　③彦根市　　　④藤沢市

本町と中町の角に建つ道しるべは？

①せん光寺道・大町街道　　　　　②せん光道・安曇街道　　　
③せん光道・東筑摩街道　　　　　④せん光道・野麦街道

松本市の「市木」と「市花」で正しい組み合わせはどれ？

①ケショウヤナギ・レンゲツツジ　　　　　②ケショウヤナギ・ニッコウキスゲ　　　
③アカマツ・ニッコウキスゲ　　　　　　   ④アカマツ・レンゲツツジ

明治７年に大野川村・稲核村・島々村とどこが合併して安曇村となった？

①大野田村　　　②焼山村　　　③花見村　　　④立田村

セイジ・オザワ松本フェスティバルの前身サイトウ・キネン・フェスティバル松本が始ま
ったときの市長は？

①降旗徳弥　　　②和合正治　　　③有賀正　　　④菅谷昭
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第１５問
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第１２問
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【基本】

上高地の河童橋のすぐ北にあり、環境の良い人気キャンプ場としてアルプスを目指す人
たちの拠点ともなっている場所は？

①アルプス公園　　　②一の瀬園地　　　③高ソメキャンプ場　　　④小梨平

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

のりくら温泉郷には４つの泉質の温泉があります。乗鞍高原温泉、すずらん温泉、安曇乗
鞍温泉とあと一つは？

①わさび沢温泉　　　②渋沢温泉　　　③穴沢温泉　　　④竜島温泉

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常念岳　　　②焼岳　　　③乗鞍岳　　　④蝶ヶ岳

①２,０３０ｍ　　　②２,１３０ｍ　　　③２,２３０ｍ　　　④２,４３０ｍ

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

温泉スタンドがあるのはどの温泉？

①崖の湯温泉　　　②扉温泉　　　③竜島温泉　　　④坂巻温泉

松本市にある標高３,０００ｍ以上の山で一番低い山はどれ？

①中岳　　　②乗鞍岳　　　③奥穂高岳　　　④南岳

次の湧水のうち、女鳥羽川よりも南にあるものはどれ？

①伊織霊水　　　②鯛萬の井戸　　　③東門の井戸　　　④女鳥羽の泉

奈川地区にある野麦峠スキー場の最上部の標高は？

日本百名山の一つに謳われる、標高２,０３４mの美ヶ原の最高峰とは？

①王ヶ頭　　　②霧ヶ峰　　　③八ヶ岳　　　④蓼科山



第２３問

第２４問

第２５問

第２７問

第２９問

第３０問

３

第２８問

歴史

第２１問

第２２問

第２６問  

【基本】

弥生時代以来開発が行われてきた薄川の扇状地で、県町遺跡や兎川寺遺跡、薄町遺跡
などを構成するムラの総称は？

①戸田光庸　　　②石川数正　　　③小笠原秀政　　　④松平直政

明治維新時の奈川地区は尾張藩領でした。では、四賀地区はどこの藩領だった？

①尾張藩領　　　②諏訪高島藩領　　　③高遠藩領　　　④旗本領

武田信玄に攻められて林城を脱出した武将は誰？

①小笠原長時　　　②小笠原貞慶　　　③小笠原秀政　　　④小笠原長棟

松本藩の藩主は６家何人？

①２０人　　　②２１人　　　③２２人　　　④２３人

昨年生誕１５０周年を迎えた開智学校で学んだ教育者は誰？

①胡桃沢勘内　　　②沢柳政太郎　　　③窪田空穂　　　④石井柏亭

①７世紀　　　②８世紀　　　③９世紀　　　④１０世紀

松本に国府が移ったのはいつ？

今の浅間温泉周辺に行宮を計画したのは誰？

①聖武天皇　　　②天武天皇　　　③天智天皇　　　④後醍醐天皇

長年松本市長を務め「国宝市長」とも呼ばれた人物は誰？

①筒井直久　　　②菅谷司馬　　　③深沢松美　　　④小里頼永

松本平最古の弘法山古墳の形はどれ？

①前方後円墳　　　②前円後円墳　　　③前方後方墳　　　④前円後方墳

「辰巳の(お庭）井戸」は、隠居所であったといわれる『辰巳御殿』跡にあります。誰の隠居
所でしょう？

①遺跡郷　　　②山川郷　　　③山家郷　　　④吉田郷
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【基本】

松本は、普通選挙運動発祥の地、その中心となった人物は、山形村の中村太八郎と降旗
元太郎と誰？

①木下尚江　　　②今井五介　　　③松沢求策　　　④福島安正

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

筑摩県の県庁は松本のどこに置かれた？

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

伝説の石「牛つなぎ石」が面している通りはどこ？

①駅前大通り　　　②中町通り　　　③縄手通り　　　④本町通り

歩兵第五十連隊兵舎があった場所は、現在のどこ？

①信州大学旭町キャンパス一帯　　　　　②自衛隊松本駐屯地一帯　　
③あがたの森公園一帯　　　　　　　　   ④松本大学一帯

「松本サリン事件」が起きたのはいつ？

①平成４年６月　　　②平成５年６月　　　 ③平成６年６月　　　④平成７年６月

昨年、没後３０年を迎えた民芸運動家は誰？

①丸山太郎　　　②池田三四郎　　　③森泉音三郎　　　④三代沢本寿

戦乱の世、大樋鉱山の鉱山夫や負傷した兵士を湯治させたといわれる武将は誰？

①織田信長　　　②真田幸村　　　③武田信玄　　　④上杉謙信

松本城黒門を入ると天守をまもった二人の人物のレリーフがある。小林有也と誰？

①浅井洌　　　②小里頼永　　　③市川量造　　　④近藤次繁

①旧二の丸御殿跡　　　②旧本丸御殿跡　　　③旧全久院跡　　　④辰巳御殿跡
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【基本】

国府八幡宮とも呼ばれ、永享１１年（１６７０年）に小笠原氏が再建した本殿が国の
重要文化財に指定されている神社はどれ？

①大宮熱田神社　　　②筑摩神社　　　③梓水神社　　　④諏訪神社

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長野縣護國神社　　　③須々岐水神社　　　④三神社

市の特別史跡に指定される、大坂夏の陣で戦死した小笠原秀政・忠脩父子の墓所があ
る寺は？

①玄向寺　　　②廣澤寺　　　③浄林寺　　　④若澤寺

木曽義仲の側近・兼平の形見石があるのはどこ？

①多賀神社　　　②波田神社　　　③今井諏訪神社　　　④会田神明宮

松本城の鬼門除けの鎮護の寺として知られるのはどこ？

①大安楽寺　　　②放光寺　　　③浄林寺　　　④神宮寺

信濃３３番中第２０番札所で、周囲の岩山に磨崖仏の地蔵尊や大黒天等があるのは
どこ？

①矢本堂　　　②円智堂　　　③観音堂　　　④岩井堂　

「願い事むすびの神」として知られる神社はどこ？

①深志神社　　　②四柱神社　　　③筑摩神社　　　④沙田神社

小室諏訪神社の裏山金毘羅宮の参道に置かれた、８８体の石仏群の名称は？

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

島立にあるお宮で、信濃三之宮と呼ばれている「沙田神社」の読み方は？

①いさごだじんじゃ　　　　　　②さだじんじゃ　
③いさごでんじんじゃ　　　　　④さでんじんじゃ

四賀地区に百体の観音石像が安置されている観音堂がありますが、その名称は？

①岩井観音堂　　②廣田寺観音堂　　③中川藤池観音堂　　④虚空像山観音堂



第５３問
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施設・建物

第５１問

第５２問

第５６問

　

【基本】

松本市歴史の里にあり、全国で当施設のみが唯一現存する県宝に指定されている建物
とはどれ？
①馬場家住宅　　　　　　②座繰製糸工場　　
③木下尚江生家　　　　　④旧長野地方裁判所松本支部庁舎

美ヶ原高原にある美ヶ原自然保護センターの地籍はどこ？

①上田市　　　②松本市　　　③塩尻市　　　④長和町

松本には２つの、はかりに関する資料館があります。中町の「松本市はかり資料館」とも
う一つ埋橋にある資料館の名称は？

①日本はかり資料館　　　　　②東洋計量史資料館　　　　
③埋橋測量館　　　　　　　   ④中部計量資料館

重文・馬場家住宅の造りはどれ？

①寄棟造り　　　②合掌造り　　　③本棟造り　　　④高床造り

松本城天守で花頭窓があるのはどこ？

①大天守　　　②月見櫓　　　③渡櫓　　　④乾小天守

松本城本丸の正門を何と呼ぶ？

①黒門　　　②太鼓門　　　③大手門　　　④櫓門

松本市内の現存する数少ない武家屋敷の一つ「高橋家住宅」は、旧何町にある？

①折井町　　　②鍛冶町　　　③御徒士町　　　④小柳町

天文台のあるキャンプ場はどこにある？

①一の瀬キャンプ場　　　　　②高ソメキャンプ場
③小梨平キャンプ場　　　　　④三城オートキャンプ場

旧制松本中学校（今の深志高校）は、昭和１０年まで今とは別の場所にありましたが、そ
の場所はどこ？

①大名町　　　②あがたの森　　　③旧松本城二の丸　　　④源地

松本駅は平成１８年にリニューアルされ東西自由通路が完成しましたが、駅前広場がリ
ニューアルされたのはいつ？

①平成２１年　　　②平成２２年　　　③平成２３年　　　④平成２４年
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第６４問

第６５問

第６７問

第６９問

第７０問
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第６８問

　 

　生活

第６１問

第６２問

第６６問

　

【基本】

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

「御馳走」のことを松本平では方言で何と言う？

①オゴッツォ　　　②オツクベ　　　③オチョベ　　　④オテショ

安曇稲核の方言「タッコネエ」の意味は？

①立つはずがない　　　②すばらしい　　　③不器用　　　④器用

長野県ブドウ発祥の地として知られている地区はどこ？

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

次の生活行事のうち、月遅れで行わないものはどれ？

①節分　　　②雛祭り　　　③端午の節句　　　④七夕

大正期に建てられ、看板建築としても魅力のある松本市内の銭湯はどれ？

①菊乃湯　　　②松乃湯　　　③塩井乃湯　　　④桧の湯

松本市街地を周遊するバス、タウンスニーカーは全部で何コースある？

①３コース　　　②４コース　　　③５コース　　　④６コース

「とうじそば」が有名な地区はどこ？

①寿　　　②内田　　　③梓川　　　④奈川

松本市内にはない商業施設はどれか？

①なぎさライフサイト　　　　　　　  ②アイシティ２１　　　　
③ライフスクエア コモ庄内　　　　　④松本ＰＡＲＣＯ



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】

上高地の河童橋は、芥川龍之介の小説「河童」から付けられました。では、前穂高岳東壁
の岩壁が舞台となった「氷壁」の作者は誰？

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

才能教育は、松本のどこの町からはじまった？

①深志３丁目　　　②裏町　　　③伊勢町　　　④宮村町

松本民芸館創館者・丸山太郎の言葉はどれ？

①美しいものが美しい　　　　　②美しいものがここにある　　　　
③美しいものは美しい　　　　　④美しいものが民芸だ

8月上旬に街中を中心に行われる男児の伝統行事は？

①松本ぼんぼん　　　②青山様　　　③ぼんぼん　　　④お殿様

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どれ？

①お神酒の口　　　②みすず細工かご　　　③押絵雛　　　④熊手

信州・まつもと大歌舞伎で上演された、松本にもゆかりを感じさせる物語はどれ？

①三人吉三　　　②夏祭浪花鑑　　　③佐倉義民傳　　　④天日坊

松本が生んだ世界的な前衛芸術家・草間彌生が描いた代表的な野菜はどれ？

①きゅうり　　　②さつまいも　　　③かぼちゃ　　　④なす

毎年７月に行われる、ふんどし姿でのぼりを担いでねり歩く裸祭りは、
どこの地区の行事？

①島立北栗　　　②島立永田　　　③島立堀米　　　④島立南栗

毎年１０月に行われる松明祭りは、どこの温泉での行事？

①浅間温泉　　　②美ヶ原温泉　　　③扉温泉　　　④白骨温泉

①井上靖　　　②芥川龍之介　　　③太宰治　　　④夏目漱石



第８３問

第８４問

第８５問

第８７問

第８９問

第９０問
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第８８問

　総合

第８１問

第８２問

第８６問

【基本】

「新しい国民の休日」の施行を祝い、上高地で第１回記念全国大会の開催が決定した祝
日の名称は？

①岳の日　　　②山の日　　　③峰の日　　　④アルプスの日

浅間温泉観光協会が運営する観光案内所がある、旧社会文化会館の現在の名称は？

①浅間温泉文化センター　　　　　②浅間温泉社会センター　　　　
③浅間温泉観光センター　　　　　④浅間温泉教育文化センター

乗鞍エコーラインを使っての「全日本マウンテンサイクリングin乗鞍」は全国トップの人
気を誇る大会ですが、同じコースで６月に開かれるマラソン大会の名称は？
①乗鞍エコーラインマラソン　　　　　②乗鞍激坂マラソン　　　　
③乗鞍天空マラソン　　　　　　　　   ④乗鞍スカイラインマラソン

「新松本を楽しむ本」第５版の表紙の絵は誰の作？

①高野杏　　　②高野苺　　　③高野林檎　　　④高野桃

次の組み合わせのうち正しくないものはどれ？

①開き松古墳・城山　②桜ヶ丘古墳・本郷　③針塚古墳・里山辺　④向畑古墳群・出川

松本まるごと博物館のコンセプトはどれ？

①まち全体が「境界のない博物館」　　　　　②まち全体が「青空博物館」　　　　
③まち全体が「全部博物館」　　　　　　　　④まち全体が「屋根のない博物館」

初代市長・小里頼永像がある場所はどこ？

①松本市役所東庁舎　　　②市立博物館　　　③松本市役所本庁舎　　　④文書館

美ケ原高原のシンボル「美しの塔」の入口がある方角は？

①東　　　②西　　　③南　　　④北

松本山雅ＦＣに反町監督が就任したのは何年？

①２０１０年　　　②２０１１年　　　③２０１２年　　　④２０１３年

中町にある「中町・蔵シック館」は宮村町にあった酒蔵を移築再生しました。当時の酒蔵
の名称は？

①大禮酒造 　　　②大信州酒造　　　③笹井酒造　　　④笑亀酒造
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第９８問

総合

第９１問

第９２問

　

第９６問

　

【基本】

草間彌生がデザインしたバスの名称は？

①水玉拡散号　　　②水玉発散号　　　③水玉舞踊号　　　④水玉乱舞号

松本駅前の再開発がなされ、長野国体の年に新駅舎が誕生しましたが、それはいつ？

①昭和４９年　　　②昭和５１年　　　③昭和５３年　　　④昭和５５年

アルプちゃんのシルエットはどれでしょう？

①　　　　　　　　②　　　　　　　　③　　　　　　　　④

日本浮世絵博物館にある約１０万点のコレクションを何と言う？

①酒井コレクション　②本田コレクション　③石曽根コレクション　④池上コレクション

長野県が発祥の地といわれ、特に高齢者に人気があるスポーツと言ったら？

①ゲートボール　　②マレットゴルフ　　③パターゴルフ　　④グラウンドゴルフ

いがやレクリエーションランドにある「ジップライン」の高さは何ｍ？

①２ｍ　　　②６ｍ　　　③１２ｍ　　　④１６ｍ

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

次のうち松本市の観光大使ではない人物は誰？

①秋本奈緒美　　　②小澤征爾　　　③赤司龍之祐　　　④横内龍三

松本の玄関口のお城口から伸びる駅前大通りの先に見えるのは美ヶ原高原のどこ？

①王ヶ鼻　　　②王ヶ頭　　　③牛伏山　　　④鹿伏山

次の組み合わせのうち正しくないものはどれ？

①松本市役所・５９２ｍ　　　　　②王ヶ頭・２,０３４ｍ　　　
③槍ヶ岳・２,９８０ｍ　　　　　    ④松本城大天守・２９.４ｍ
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