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【基本】

松本市の市花「レンゲツツジ」は、一般的に何色？

①白　　　②青　　　③赤　　　④紫

昭和６０年に宣言された松本市の都市宣言は、音楽と何の都市宣言か？

①文化　　　②伝統　　　③スポーツ　　　④教育

松本市と「文化・観光交流都市」を締結している金沢市は何県にある？

①新潟県　　　②石川県　　　③福井県　　　④富山県

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

信州まつもと空港のジェット化開港はいつ？

①平成４年　　　②平成６年　　　③平成８年　　　④平成１０年

波田町との合併はいつ？

①平成１８年　　　②平成２０年　　　③平成２２年　　　④平成２４年

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

次のうち、松本市内に実在しない駅は？

①東松本駅　　　②西松本駅　　　③北松本駅　　　④南松本駅

国外姉妹都市カトマンズ市はどこの国？

①インド　　　②ネパール　　　③フィリピン　　　④アルゼンチン
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　自然
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【基本】

のりくら温泉郷で最も新しい温泉は？

①乗鞍高原温泉　　 ②わさび沢温泉　 　③すずらん温泉　　 ④安曇乗鞍温泉

河童橋周辺を舞台に書かれた『河童』は誰が書いた？

①中里介山　　　②臼井吉見　　　③芥川龍之介　　　④北杜夫

日本百名山の1つで、松本から見える三角形の山容が特徴的な北アルプスのシンボル的
存在の山は？

①槍ヶ岳　　　②常念岳　　　③蝶ヶ岳　　　④美ヶ原

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

①常念岳　　　②槍ヶ岳　　　③焼岳　　　④奥穂高岳

扉温泉の名前に由来する神社はどこ？

①四柱神社　　　②穂高神社　　　③戸隠神社　　　④諏訪大社

四賀赤怒田に約５０万株が群生するとも言われ、春一番に咲く花は？

①ニッコウキスゲ　　　②フクジュソウ　　　③ミツガシワ　　　④コマクサ

乗鞍高原にある滝の中で「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

上高地で毎年６月に行われる行事は？

①上高地開山祭　　 ②ウェストン祭　　 ③明神池お船祭り　　 ④上高地閉山式

明治４２年に１７歳の芥川龍之介が登頂した山は？

乗鞍岳は剣ヶ峰を主峰に、いくつの峰が連なる？

①６　　　②９　　　③２３　　　④２８
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第２６問  

【基本】

開智学校が「第二大学区第一番小学」として開校した年は？

①戸田氏　　　②石川氏　　　③堀田氏　　　④水野氏

国宝松本城天守の保存を小林有也とともに推進した市長は？

①百瀬興政　　　②百瀬　渡　　　③小里頼永　　　④菅谷司馬

野麦街道の出発場所は？

①大名町　　　②六九　　　③伊勢町　　　④本町

江戸時代の町人町の構成は親町３町と何？

①枝町８町　　　②枝町９町　　　③枝町10町　　　④枝町11町

平成の名水百選に選定された井戸のうち、人名に由来するのは？

①徳竹の井戸　　　②源智の井戸　　　③辰巳の井戸　　　④葵の井戸

①信府総記　　　②信府統記　　　③信州誌　　　④松本風土記

松本藩主・水野忠幹がその編纂事業をおこした地誌の名称は？

松本城天守を築いた石川家の家紋の呼び名は？

①三階菱　　　②はなれ六星　　　③丸に三つ葉葵　　　④笹龍胆

貞享３年の農民一揆に関わった農民たちの助命救助に奔走した武士・鈴木伊織。
その農民一揆とは？

①加助騒動　　　②中野騒動　　　③惣吾騒動　　　④上田騒動

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

江戸時代11代前後2回合わせて159年にわたり最も長く君臨した「松本のお殿さま」とは？

①明治４年　　　②明治６年　　　③明治９年　　　④明治10年
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【基本】

戸田光行が設立した松本藩の藩校はなんというか？

①致道館　　　②弘道館　　　③崇教館　　　④養老館

９世紀代に松本に移った政治の施設は？

①郡家　　　②国分寺　　　③国府　　　④国庁

松本城天守群にない櫓は？

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

馬にいわれのある町名は？

①六九　　　②片端　　　③餌差町　　　④同心町

松本藩の石高は、ある藩主の石高を代表して通称６万石として表現されますが、
その藩主とは？

①石川氏　　　②小笠原氏　　　③水野氏　　　④戸田氏

松本城下町から西に向かう街道は？

①善光寺街道　　　②五千石街道　　　③野麦街道　　　④千国街道

明治19年開校の山辺学校は、開智学校の「ギヤマン校舎」に対して何と呼ばれた？

①和風学校　　　②障子学校　　　③開化学校　　　④田舎学校

松本城は三重の水堀に囲まれていましたが、一番外側の堀は？

①内堀　　　②外堀　　　③端堀　　　④総堀

松本藩最後の城主は誰か？

①石川数正　　　②松平直政　　　③水野忠清　　　④戸田光則

①渡櫓　　　②月見櫓　　　③辰巳附櫓　　　④富士見櫓



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】

松本藩初代藩主石川氏の五輪塔のある寺は？

①兎川寺　　　②円城寺　　　③海岸寺　　　④洞水寺

松本城にかかわる五柱を祀っているのは？

①沙田神社　　　②松本神社　　　③深志神社　　　④大宮熱田神社

多賀神社は「何の神」として信仰されるている？

①安産　　　②五穀豊穣　　　③縁結び　　　④延命長寿

毎年4月「仁王尊股くぐり祭」で知られる仁王門はどこにある？

①梓川　　　②安曇　　　③奈川　　　④波田

かつて松本城の鬼門除けの鎮護の寺であり、厄除にあわせ大わらじが奉納される寺は？

①放光寺　　　②大安楽寺　　　③牛伏寺　　　④徳運寺

深志神社の祭神は建御名方命と誰？

①石川数正　　　②神武天皇　　　③戸田康長　　　④菅原道真

法船寺と弘長寺は共通する花の名所として知られています。その花は？

①サクラ　　　②ボタン　　　③アジサイ　　　④フジ

徳運寺は、鎌倉時代に五山文学の中心として活躍した臨済宗の高僧が開いたといわれ
ているが、名前は？

①雪村友梅　　　②播隆　　　③空海　　　④親鸞

「東の牛伏寺」と並び称され、松本平で屈指の大寺であったのは？

①大安楽寺　　　②念来寺　　　③若澤寺　　　④玄向寺

松本三十三ヶ所観音霊場のうち、兎川寺は第何番？

①１番　　　②２番　　　③３２番　　　④３３番

たけみなかたのみこと
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施設・建物

第５１問
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第５６問

　

【基本】

擬洋風建築の代表と言われ、国の重要文化財に指定されているのは？

①山辺学校歴史民俗資料館　　　②旧松本高等学校　
③旧開智学校校舎　　　　　　　④旧司祭館

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

奈川の野麦街道沿いにあり、製糸工女が利用し、現在は「松本市歴史の里」に
移築された宿の名称は？

①古宿　　　②扇屋　　　③宝来屋　　　④松田屋

松本城二の丸の正門を何と呼ぶ？

①黒門　　　②太鼓門　　　③大手門　　　④櫓門

「たてもの野外博物館」として知られるのは？

①松本市歴史の里　　　②旧開智学校校舎　
③馬場家住宅　　　　　④山と自然博物館

松本城天守の大天守の高さは？

①16.8m　　　②18.5m　　　③29.4m　　　④31.6m

かりがねサッカー場は、ある競技場の跡地に建てられたが、その競技とは？

①スケート　　　②陸上　　　③自転車　　　④野球

松本市美術館に記念展示室が設けられているのは、次のうち誰？

①石井柏亭　　　②田村一男　　　③西郷孤月　　　④関四郎五郎

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松本民芸館　　　　　②松本市はかり資料館　
③松本市歴史の里　　　④松本市時計博物館

工事費の約7割が町民の寄附でできた学校は？

①開智学校　　　②松本中学校　　　③山辺学校　　　④松本高等学校



第６３問

第６４問

第６５問

第６７問

第６９問

第７０問

７

第６８問

　 

　生活

第６１問

第６２問

第６６問

　

【基本】

山辺地区が長野県発祥の地として知られている産品は？

①リンゴ　　　②スイカ　　　③ブドウ　　　④イチゴ

江戸時代の記録に「当国第一の名水」と称賛された井戸は？

①源智の井戸　　②槻井泉神社の湧水　　③妙勝寺の井戸　　④地蔵清水

現在の松本電鉄上高地線を開通させた、株式会社は？

①信濃鉄道　　　②筑摩鉄道　　　③上高地鉄道　　　④新村鉄道

スイカの産地の下原は、どこの地区？

①今井　　　②安曇　　　③波田　　　④梓川

江戸時代に武家の内職として作製され、松本の一大産業として名を馳せていたのは？

①手まり　　　②押絵雛　　　③初音　　　④松本紬

年取り魚である「飛騨鰤」が松本に運ばれてきた街道は？

①善光寺街道　②野麦街道　③千国街道　④五千石街道

平成9年に開通し、飛騨地方と松本を通年で結ぶトンネルは？

①安房トンネル　　 ②三才山トンネル　　 ③釜トンネル　　④入山トンネル

松本地方でホウトウをお供えする行事といえば？

①飴市　　　②涅槃会　　　③七夕　　　④雛祭り

松本地方の方言で「ゾウサネエ」の意味は？

①手間がかからない　　 ②何もない　　 ③そういうことだ　　 ④そうだなあ

かつて「電車通り」と呼ばれた通りは？

①中町通り　　　②駅前大通り　　　③伊勢町通り　　　④本町通り

つきいずみ

ねはんえ
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第７４問

第７５問

第７７問

第７９問

第８０問
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第７８問

文化・伝統

第７１問

第７２問

第７６問

【基本】

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？

奈川の「とうじそば」の「とうじ」の意味は？

①冬至に食べる　　　②冷やす　　　③浸し・温める　　　④奈川の御当地

「どの子も育つ、育て方ひとつ」の理念で音楽教育を広めた、才能教育の創始者は？

①鈴木鎮一　　　②小澤征爾　　　③齋藤秀雄　　　④沢柳政太郎

役者が人力車に乗って行う、「信州・まつもと大歌舞伎」の関連事業は？

①時代行列　　　②顔見世行列　　　③帰城行列　　　④登城行列

「セイジ・オザワ 松本フェスティバル」を表すアルファベットの略称は？

①SKF　　　②SOF　　　③OMF　　　④SMF

神林出身の法燈国師が鎌倉時代に中国から伝えたのは何の醸造法か？

①醤油　　　②味噌　　　③酢　　　③日本酒

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

松本地方では、２月８日は何と呼ばれる？

①ことじまい　　　②こと始め　　　③念仏始め　　　④作始め

開智に残され、一般公開されている下級武士の住宅は何家住宅？

①高橋家住宅　　　②馬場家住宅　　　③橋倉家住宅　　　④百瀬家住宅

木製の巨大な男性のシンボルをかついで温泉街を練り歩く道祖神祭りは、どこの行事？

①美ヶ原温泉　　　②浅間温泉　　　③扉温泉　　　④白骨温泉

①きゅうり　　　②さつまいも　　　③かぼちゃ　　　④なす



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】

松本市の目指すべき都市像「健康寿命延伸都市・松本」のキャッチコピーは？

①健康に生きる　　②楽しく生きる　　③綺麗に生きる　　④美しく生きる

昨シーズンのＪ２における松本山雅フットボールクラブの順位は？

①２位　　　②３位　　　③４位　　　④５位

日本初の特別名勝・特別天然記念物の両方に指定されたのはどこ？

①美ヶ原高原　　　②上高地　　　③浅間温泉　　　④牛伏寺砂防ダム

次の山岳のうち活火山は？

①槍ヶ岳　　　②奥穂高岳　　　③前穂高岳　　　④焼岳

文化・観光交流都市である鹿児島市の江戸時代の大名は？

①小笠原家　　　②戸田家　　　③島津家　　　④前田家

女工（工女）たちを忍び、女工姿にふんした地元女性たちと旧道を歩く「野麦峠まつり」
は毎年何月に開催される？

①３月　　　②４月　　　③５月　　　④６月

松本平の方言で「良くない、悪い」を意味するのは？

①ゴシタイ　　　②テキナイ　　　③オゾイ　　　④ツモ

安曇地区で栽培されている「幻の漬物」と呼ばれているのは？

①野沢菜　　　②赤カブ　　　③稲核菜　　　④すんき漬

浅間温泉の説明で正しくないものは？

①白糸の湯　　　②束間の湯　　　③犬飼の湯　　　④士族の湯

桜鍋の材料で、かつて松本で「肉と言えば」と指すほどであった肉は？

①鶏肉　　　②馬肉　　　③豚肉　　　④牛肉



第９３問

第９４問

第９５問

第９７問

第９９問

第100問
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第９８問

総合

第９１問

第９２問

　

第９６問

　

【基本】

江戸時代、奈川地区の中馬事業はなんと呼ばれていたか？

①尾州岡船　　　②助郷　　　③菱垣廻船　　　④奈川伝馬

松本の魅力を県内外にPRするため、ゆかりのある著名な方々に任命したものは？

①ふるさと大使　　　②広報大使　　　③観光大使　　　④文化大使

「城の堀の水が落ちる最後の場所だった」ことからつけられた松本市の町名は？

①東町　　　②飯田町　　　③鷹匠町　　　④土井尻

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

昨年開催された「信州・まつもと大歌舞伎」の関連事業「田んぼアート」で描かれたのは、
鏡獅子ともう一つは何？

①連獅子　　　②弁慶　　　③桃太郎　　　④金太郎

松本電鉄上高地線の上高地方面の終着駅は？

①新村駅　　　②波田駅　　　③新島々駅　　　④渕東駅

JR篠ノ井線の「篠ノ井～松本」間の開通はいつ？

①明治２５年　　　②明治３０年　　　③明治３５年　　　④明治４０年

松本が舞台の映画「orange」で主人公高宮菜穂役を演じた俳優は？

①宮﨑あおい　　　②井上真央　　　③長澤まさみ　　　④土屋太鳳

次の湧水のうち、松本城よりも北にあるものはどれ？

①鯛萬の井戸　　　②源智の井戸　　　③北馬場柳の井戸　　　④女鳥羽の泉

日本有数の渡り鳥ルートとして知られる、奈川地区と安曇地区の境にある峠は？

①白樺峠　　　②境峠　　　③桧峠　　　④保福寺峠

ちゅうま
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