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【上級】

昭和39年に松本市が内陸唯一として指定されたのは？

①政令市　　　②中核市　　　③特例市　　　④新産業都市

市章が制定された年は？

①明治40年　　　②大正８年　　　③昭和元年　　　④昭和13年

次の村のうち、松本市と合併したのが最も遅いのは？

①岡田村　　　②中山村　　　③島内村　　　④島立村

松本市の都市宣言のうち最も早い宣言は？

①公明選挙都市宣言　 ②暴力追放都市宣言　 ③安全都市宣言　 ④平和都市宣言

古い年代順に正しく並んでいるのは？
①松本市美術館開館　　　　       ②松本市が特例市指定　
③まつもと市民芸術館開館　　　④波田町合併　
①：①→②→③→④　 ②：②→①→③→④　 ③：②→③→①→④　 ④：①→③→④→②

清水中学校と友好提携を結んでいる中学校があるのは？

①カトマンズ市　　　②廊坊市　　　③グリンデルワルト村　　　④ソルトレイク市

国外姉妹都市のソルトレイク市はアメリカの何州にある？

①ユタ州　　　②ネバダ州　　　③コロラド州　　　④アイダホ州

松本市が誕生して今年で何年？

①１０６年　　　②１０８年　　　③１１０年　　　④１１２年

国内の松本市と「交流都市」の協定を結んでいる市は３市ありますが、古い提携順に
並んでいるものはどれ？
①鹿児島市・札幌市・金沢市　　　②札幌市・鹿児島市・金沢市　
③札幌市・金沢市・鹿児島市　　　④金沢市・札幌市・鹿児島市

松本市に接している市の数は？

①５　　　②６　　　③７　　　④８
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【上級】

美ヶ原高原が、八ヶ岳中信高原国定公園として指定されたのはいつ？

①昭和３０年　　　②昭和３６年　　　③昭和３９年　　　④昭和４２年

穂高神社奥宮の境内にある池は？

①大正池　　　②牛留池　　　③明神池　　　④田代池

乗鞍岳の23の峰々で最も標高が高いのは？

①大日岳　　　②剣ヶ峰　　　③摩利支天岳　　　④富士見岳　

水野忠職が御殿を経営した温泉は？

①美ヶ原温泉　　　②浅間温泉　　　③扉温泉　　　④崖の湯温泉

乗鞍岳は23の峰々が連なる山で、霊山として信仰を集めた山です。古い呼び名は？

①朝日山　　　②馬鞍山　　　③富士見山　　　④愛宝山

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

北穂高岳は標高3,106mですが、日本での標高順位は？

①５位　　　②８位　　　③９位　　　④１１位

昨年開催された第１回「山の日」記念全国大会in上高地の大会テーマは？

①山の力 生きる力　　　　　　　　　　　　  ②生きよう 山とともに 守ろう山の恵みを　
③つなげよう 広げよう ぼくたちの山の未来へ　④山と共に～人と自然がつながる社会へ～

乗鞍の三本滝は、「日本の滝百選」と県の名勝指定を受けています。その３本の滝に
含まれないものはどれ？

①小大野川本沢　　　②熊の沢　　　③クロイ沢　　　④無名沢

松本市の百名山の６座うち標高が高い方から２番目は？

①穂高岳　　　②乗鞍岳　　　③焼岳　　　④槍ヶ岳
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【上級】

大坂夏の陣に出陣した小笠原忠政（忠真）を追った乳母が、袖にすがって帰城を
懇願したといわれる袖留橋のかかる川は？

①長沢川　　　②女鳥羽川　　　③薄川　　　④紙漉川

松本城の特徴である馬出の流派は？

①上杉流　　　②織田流　　　③豊臣流　　　④武田流

松本高等学校の卒業生は？

①辻新次　　　②臼井吉見　　　③小里頼永　　　④沢柳政太郎

松本城本丸御殿が焼失したのは、江戸時代のいつのこと？

①寛永10年　　　②貞享3年　　　③享保12年　　　④安永5年

筑摩県の支庁が置かれたのは？

①大町　　　②古川　　　③高山　　　④飯田

次のうち正しくない組み合わせは？

①松平直政・辰巳附櫓　　　②水野忠幹・信府統記　
③戸田光慈・文治主義　　　④戸田光行・辰巳御殿

松本市の重要文化財であり、「松本城下絵図」を作成させたと言われている藩主は？

①松平直政　　　②水野忠幹　　　③戸田光慈　　　④戸田光行

野麦街道沿いで江戸時代の旅籠の様子を伝える松田屋が残る場所は？

①古宿　　　②入山　　　③寄合渡　　　④川浦

開智学校で学んだ人は？

①市川量造　　　②辻新次　　　③福島安正　　　④沢柳政太郞

本町通りで交わる街道は？

①千国街道・野麦街道　　　   ②野麦街道・五千石街道　
③野麦街道・保福寺通り　　    ④善光寺街道・野麦街道　

かみすき
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【上級】

松本城の月見櫓は板戸で囲まれています。書院に用いられるその板戸の名称は？

①格子戸　　　②舞良戸　　　③天地板戸　　　④躙り戸

現在の松本郵便局敷地にかつて建っていた施設は？

①松本商工会議所　　②松本市役所　　③日本銀行松本支店　　④松本税務署

深志などと呼ばれていたのが松本になったのは、武田氏が滅び、「本能寺の変」が
おきた年。それは何年のこと？

①永正10年　　　②天文10年　　　③天正10年　　　④慶長10年

加助騒動（貞享騒動）は何日間で鎮圧された？

①３日間　　　②５日間　　　③７日間　　　④１０日間

松本の藩主は23人、徳川家光が亡くなったときに殉職した８人目の松本藩主は？

①石川康長　　　②小笠原忠真　　　③戸田康直　　　④堀田正盛

昭和29年の大合併で４月１日に合併した村は何か村？

①３　　　②４　　　③５　　　④６

大正期に島々線（上高地線）と浅間線の電車を敷設した中心人物は新村の人、それは誰？

①今井五介　　　②伊原五郎兵衛　　　③木沢鶴人　　　④上条信

小笠原秀政が松本に移ってきたとき、前任の地から来た人を住まわせるために
作ったといわれる町の名は？

①伊勢町　　　②飯田町　　　③宮村町　　　④博労町

松本市歴史の里に生家が復元されている、社会運動家・作家として活躍した人は？

①中村太八郎　　　②小林有也　　　③市川量造　　　④木下尚江

松本城下の時代、町人町は「親町３町枝町10町」といわれた。枝町10町に入っていない
町はどこ？

①田町　　　②飯田町　　　③和泉町　　　④伊勢町

まいらど にじ
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【上級】

①筑摩神社　　　②岡宮神社　　　③大宮熱田神社　　　④長野縣護国神社

歴代藩主から信仰され、拝殿が１棟、本殿が２棟ある神社は？

①四柱神社　　　②筑摩神社　　　③深志神社　　　④岡宮神社

戸田康長とその室・松姫ほかを祭神とする神社は？

①深志神社　　　②岡宮神社　　　③松本神社　　　④若宮八幡宮

境内の「美須々の森」が市民に親しまれている神社は？

大坂夏の陣で戦死した小笠原秀政父子の墓所がある寺は？

①玄向寺　　　②兎川寺　　　③廣澤寺　　　④浄林寺

元禄１３年(1700)に岡宮神社に神輿を寄進した城主とは？

①水野忠直　　　②水野忠周　　　③水野忠幹　　　④水野忠恒

旧念来寺は廃仏毀釈で鐘楼のみを残し廃寺となりましたが、鐘楼はいつの建立？

①元和５年　　　②宝永２年　　　③寛文９年　　　④文政３年

国の重要文化財に指定されていて、本殿にある円柱の向拝柱が特徴的な神社は？

①若宮八幡宮本殿　　　②筑摩神社　　　③岡宮神社　　　④大宮熱田神社

信濃紫陽花寺として知られる信州筑摩33か所観音霊場第14番の寺は？

①法船寺　　　②常楽寺　　　③弘長寺　　　④円城寺

松本城本丸庭園に咲く「小笠原ボタン」は、小笠原長時が落城する際、ある寺に預けられ
ていたが、どこのお寺か？

①牛伏寺　　　②兎川寺　　　③保福寺　　　④安養寺

廃仏毀釈で廃寺となった念来寺から仏像などが移された寺は？

①永龍寺　　　②永福寺　　　③王徳寺　　　④西善寺
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【上級】

旧開智学校校舎にかかわり正しい組み合わせは？

①佐々木喜十・寄棟土蔵造り　　　②立石清重・重要文化財　
③永山盛輝・障子学校　　　　　   ④洋風建築・重要文化財

中町の「はかり資料館」が度量衡専門店として営業されていた当時のお店の名前は？

①竹内度量衡店　　②田中はかり店　　③田中度量衡店　　④竹内はかり店

松本市立博物館の前身施設は？

①開智戦役紀念館　　　　　　　  ②松本日露戦役館　
③明治三十七、八年戦役紀念館　　④明治三十七、八年戦役戦勝館

セスラン神父が旧司祭館で編纂を始めた辞書は？

①和英大辞典　　　②和佛大辞典　　　③和独大辞典　　　④和露大辞典

松本市立博物館は、昭和４３年(1968)から平成１７年(2005)まで、２つの名前を
持っていました。もう一つの名前とは？

①松本民俗資料館　 ②日本民俗資料館　 ③松本歴史資料館　④日本歴史資料館　 

恋伝説で知られる雑炊橋は、安曇地区の島々とどこに架かる橋？

①橋場　　　②大野川　　　③大野田　　　④稲核

次のうち、主ホール（大ホール）の座席数が一番多い施設は？

①ザ・ハーモニーホール　　　②波田文化センター　
③キッセイ文化ホール　　　   ④まつもと市民芸術館

馬場家住宅の説明で正しくないものは？

①寄棟造り　　　②重要文化財　　　③雀おどし　　　④鉢伏山の西麓

安曇野を潤す「拾ケ堰」は、どこの川から水を取り入れている？

①犀川　　　②梓川　　　③奈良井川　　　④鎖川

次のうち正しくない組み合わせは？

①松本民芸館・丸山太郎　　　　　   　　②松本市時計博物館・本田親蔵　
③松本市はかり資料館・田中幸一郎　　　④山と自然博物館・中沢義直

じっかせぎ
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【上級】

松本市の湧水・井戸のうち、現在酒造りに使用されているのはどこ？

①源智の井戸　　②女鳥羽の泉　　③鯛萬の井戸　　④槻井泉神社の湧水

「清水」の地名にも由来するのは？

①北馬場柳の井戸　　②槻井泉神社の湧水　　③源智の井戸　　④伊織霊水

岡崎市の名誉市民で、紡績機を発明した、波田に墓のある人物は？

①今井五介　　　②臥雲辰致　　　③米沢武平　　　④片倉兼太郎

江戸時代から松本一本ネギが栽培されていたところは？

①島立　　　②三才　　　③岡田　　　④芳川

「女鳥羽の泉」と女鳥羽川をはさんで対岸に位置する井戸は？

①妙勝寺の井戸　　　②葵の井戸　　　③鯛萬の井戸　　　④北門大井戸

綱引きで有名な追倉はどこの地区？

①本郷　　　②入山辺　　　③里山辺　　　④中山

松本平の方言とその意味との組み合わせで、間違っているものは？

①ワニル（照れる）　　②ヒヤカス（浸す）　　③トブ（走る）　　④オロヌク（驚く）

松本市観光大使に任命されたＦＤＡ４号機から昨年その役目を引き継いだ機体は
第何号機？

①８　　　②９　　　③１０　　　④１１

松本は花いっぱい運動発祥の地、その創始者小松一三夢は、どこの出身？

①松本　　　②諏訪　　　③高遠　　　④塩尻

ＪＲ中央本線新宿～松本間で運転している特急「あずさ」号は、昨年で運行開始から
何周年を迎えたか？

①３０　　　②４０　　　③５０　　　④６０

がうん

おっくら
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【上級】

若澤寺を舞台にした「雑食橋由来」を書いた人物は？

①窪田空穂　　②十返舎一九　　③芥川龍之介　　④山本茂実

松本市美術館に記念展示室のある書家の上條信山は、明治40年生まれだが、
どこで生まれた？

①和田　　　②神林　　　③今井　　　④笹賀

平成28年に生誕130年を記念してバーナード・リーチの特別展を開いたのは？

①松本民芸館　 ②松本市美術館　 ③松本市立博物館　 ④日本浮世絵博物館

旧松本歩兵第五十連隊糧秣庫の文化財指定は？

①市重要文化財　  ②国登録有形文化財　  ③国重要文化財　  ④長野県宝　

松本藩の御用窯の焼き物として古くから知られた焼き物ものはどれか

①万古焼　　　②無名異焼　　　③万岳焼　　　④常念焼

昨年秋に松本市出身の前衛芸術家「草間彌生」さんが受章したのは？

①紫綬褒章　　　②紺綬褒章　　　③文化勲章　　　④旭日小綬章

松本民芸家具を始めた池田三四郎が設計した民芸茶房は？

①翁堂　　　②まるも　　　③花月　　　④やま

飴市で、飴をお供えする神様は？

①毘沙門天　　　②大黒天　　　③恵比寿　　　④布袋

昨年開催された「信州・まつもと大歌舞伎　四谷怪談」に出演しなかったのは？

①中村勘九郎　　　②中村獅童　　　③中村扇雀　　　④尾上松也

「セイジ・オザワ 松本フェスティバル」に名称変更された年に、小澤征爾総監督は
何歳を迎えたか？

①７６歳　　　②７８歳　　　③８０歳　　　④８２歳

ぞうしきばしのゆらい

りょうまつこ
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【上級】

松本山雅フットボールクラブのルーツである「喫茶山雅」が、今年２月２５日に
オープン予定です。その場所は？

①大名町　　　②緑町　　　③中町　　　④伊勢町

平成27年に市役所本庁舎前に設置されたモニュメントは？

①平和の礎　　　②平和の炎　　　③平和の灯　　　④平和の源　

松本シネマ認定第２号は？

①orange　　　②神様のカルテ　　　③神様のカルテ２　　　④岳

上高地の宿に書き残したウェストンの日記帳が、昨年翻訳発刊されました。
その本の名称で、「ウェストンが残した」の後に続くものは？

①クライマーズ・ダイアリー　②クライマーズ・ブック　③登山白書　④登山手引き

県庁所在地に日銀の支店がなくて、それ以外の街に日銀の支店があるのは、全国で
２都市だけ。松本市とどこ？

①下関市　　　②川崎市　　　③浜松市　　　④高崎市

近年人気急上昇中、乗鞍エコーラインで運行される「ご来光バス」の運行期間は？

①5月～9月　　　②6月～8月　　　③7月～9月　　　④8月～9月

松本山雅フットボールクラブは、2009年の地域リーグ所属の際、天皇杯でＪ1チームを
破る快挙を果たしました。その相手チームとは？

①鹿島アントラーズ　　②ガンバ大阪　　③浦和レッズ　　④横浜Ｆ・マリノス　

「新松本を楽しむ本」（第５版）の表紙を飾る「orange」の描画に描かれていないものは？

①松本城天守　　　②埋橋　　　③黒門　　　④内堀　

中町の町名は、２つの町の間にあることから付けられました。その町とは？

①本町と大名町　　　②大名町と東町　　　③本町と東町　　　④伊勢町と東町

筑摩県権令を務めた永山盛輝の出身地は？

①長州　　　②土佐　　　③肥前　　　④薩摩
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【上級】

明治、大正時代を代表する教育者の沢柳政太郎は、松本のどこの生まれ？

①袋町　　　②上土町　　　③天白町　　　④鷹匠町

「松本スイーツコンテスト2016」グランプリに輝き、商品化されたスイーツは？

①松本城シュークリーム　        ②蕎麦と林檎のまつもとプリン　
③くるみそパウンドケーキ　　④松本一本ねぎ×信州味噌クッキー

昨年９月に変更された広報まつもと配信アプリの名称は？

①マチイロ　　　②マチコト　　　③マツイロ　　　④マツコト

「出雲そば」は松本から伝わったという。松本城主から松江城主にかわった人は誰？

①松平康長　　　②松平直政　　　③水野忠幹　　　④戸田光雄

今年の10月1日に初開催される「松本マラソン」のランナーの募集人数は？

①5,000人　　　②10,000人　　　③15,000人　　　④20,000人

松本市の平和都市宣言は、昨年で何周年を迎えたか？

①20　　　②25　　　③30　　　④35

松本山雅フットボールクラブの2016シーズンのホーム平均入場者数は、J２の中で
何番目？

①１番　　　②２番　　　③３番　　　④４番

平成27年に松本に訪れた外国人宿泊者数は、統計以来初めて10万人泊を越えました。
その年に一番多かった国（地域）は？

①静岡　　　②大阪　　　③新潟　　　④名古屋

①中国　　　②タイ　　　③アメリカ　　　④台湾

信州まつもと空港のダイヤで、昨年に続き今年の8月に一か月間就航する路線は？

花いっぱい運動発祥の地松本で、今年6月に開催される「全日本花いっぱい全国大会」
は、第○○回？

①５３　　　②５５　　　③５７　　　④５９
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