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【基本】

松本市の「市木」は？

①シラカバ　　　②カラマツ　　　③スギ　　　④アカマツ

平成の大合併を経て現在の松本市が形成されています。では、四賀村・安曇村・奈川村・
梓川村と合併したのはいつ？

①平成１６年　　②平成１７年　　③平成１８年　　④平成１９年

松本市内で標高が一番低いのは、島内犀川付近ですが、その標高は？

①約４５５ｍ　　②約５０５ｍ　　③約５５５ｍ　　④約５８５ｍ

平成２８年に宣言から３０周年を迎えた都市宣言は？

①安全　　　②暴力追放　　　③平和　　　④公明選挙

旧安曇村が姉妹都市提携を結んでいた国外の都市は？

①ソルトレイク市　　②カトマンズ市　　③廊坊市　　④グリンデルワルト村

次のうち、松本市と合併するまで最も面積が大きかった村はどれ？

①旧安曇村　　　②旧奈川村　　　③旧梓川村　　　④旧四賀村

松本市を表す３つの「ガク都」に当てはまらないのは？

①岳都　　　②楽都　　　③郭都　　　④学都

松本市の国内姉妹都市・交流都市で、次のうち人口が一番多い都市は？

①姫路市　　　②金沢市　　　③札幌市　　　④鹿児島市

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

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
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【基本】

氷河期の生き残りとされる上高地の代表的な植物は？

①カミコウチテンナンショウ　　 ②コナシ　　 ③ケショウヤナギ　　 ④イワカガミ

安曇地区の稲核に見られる風穴の当初の利用目的は？

①大豆冷蔵　　　②米冷蔵　　　③野菜冷蔵　　　④蚕種冷蔵

国の重要文化財に指定されているフランス式階段工は、どこの川にある？

①女鳥羽川　　　②薄川　　　③奈良井川　　　④牛伏川

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

①上高地　　　②乗鞍高原　　　③奈川高原　　　④美ヶ原高原

松本市内に標高3,000m以上の山はいくつある？

①６　　　②７　　　③８　　　④９

次のうち、美ヶ原高原にないのは？

①美しの塔　　　②王ヶ頭　　　③天狗の露地　　　④牛留池

現在、松本市内にあるスキー場は２つ。Mt.乗鞍ともう一つは？

①奈川スキー場　　②野麦峠スキー場　　③渋沢温泉スキー場　　④高ソメスキー場

雪の壁の間を抜ける「春山バス」が楽しめるのはどこ？

①美ヶ原高原　　　②上高地　　　③乗鞍岳　　　④アルプス公園

水芭蕉、レンゲツツジなどが一面を彩る一の瀬園地があるのは？

松本市の日本百名山で最も標高が低い山は？

①焼岳　　　②美ヶ原　　　③常念岳　　　④乗鞍岳



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】

市川量造らが松本城本丸を会場にして開いた博覧会は？

①小笠原貞慶　　　②小笠原秀政　　　③戸田康長　　　④石川数正

明治４年の廃藩置県で松本藩が廃止され、置かれた県は？

①筑摩県　　　②長野県　　　③伊那県　　　④松本県

野麦街道の川浦にあった宝来屋は、移転復元され、現在はどこにある？

①奈川　　　②安曇　　　③波田　　　④島立

松本藩主小笠原氏のあと入封した戸田氏の石高は１万石少なく、その分は半分ずつ
分知されました。高島藩とどこ？

①松代藩　　　②上田藩　　　③幕府領　　　④高遠藩

「明治の大修理」といわれる、松本城の修理・保存運動の先頭に立った人物は？

①小林有也　　　②市川量造　　　③福島安正　　　④沢柳政太郎

①松本城　　　②松本市役所　　　③松本市立博物館　　　④松本市文書館

初代市長・小里頼永像がある場所は？

松本城下の時代、町人町は「親町３町枝町10町」といわれました。親町３町に入って
いないのは？

①本町　　　②伊勢町　　　③東町　　　④中町

現在の松本電鉄上高地線は大正９年に松本～新村間が開通。翌年島々駅まで開通
しました。当時のこの鉄道の名称は？

①島々線　　　②上高地線　　　③波田線　　　④新村線

歴代の松本藩主のうち、約８０年間在任した水野氏の家紋は？

天正18年に松本に入った豊臣配下の大名は？

①松本城郭博覧会　 ②松本城大博覧会　 ③筑摩県博覧会　 ④松本天守博覧会

①　　　　　②　　　　　③　　　　　④
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【基本】

松本城下町特有の町名で正しいのは？

①幕労町　　　②宮田町　　　③飯田町　　　④童心町

旧開智学校の校舎は、以前はどこにあった？

①薄川畔　　　②田川畔　　　③奈良井川畔　　　④女鳥羽川畔

県歌「信濃の国」の作詞者は松本の人ですが、それは誰？

松本城天守に数多く設けられている、壁に直接あけられた穴は？

①破風　　　②狭間　　　③武者ばしり　　　④花頭窓

「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戸田光庸　　　②石川数正　　　③小笠原秀政　　　④松平直政

岡田宿の宿場で分かれる街道は、善光寺街道ともう一つは何？

①北国街道　　　②保福寺通り　　　③千国街道　　　④野麦街道

次のうち、松本ゆかりの俳人は？

①赤羽雪邦　　　②杉田久女　　　③胡桃沢勘内　　　④窪田空穂

開智学校の前身の学校名は？

①筑摩県学　　　②松本県学　　　③松本藩校　　　④信濃藩学

文部次官、東北大・京都大学の総長をつとめた、明治・大正期を代表する松本出身の
教育者は？

①浅井洌　　　②今井五介　　　③福島安正　　　④沢柳政太郎

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

①窪田空穂　　②浅井洌　　③沢柳政太郎　　④胡桃沢勘内
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【基本】

江戸時代に南深志の総鎮守として信仰されたのは？

①深志神社　　　②須々岐水神社　　　③岡宮神社　　　④筑摩神社

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

樹齢５００年ともいわれる、しだれ桜が有名な波田のお寺は？

①玄向寺　　　②安養寺　　　③若澤寺　　　④法船寺

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

安産祈願として、「底抜の柄杓」が奉納されている神社は？

①多賀神社　　　②岡宮神社　　　③岡田神社　　　④鹽竈神社

明神池畔に奥宮をもつ神社は？

①大宮熱田神社　　　②梓水神社　　　③沙田神社　　　④穂高神社

百体の観音石像が安置されている藤池観音堂がある地区は？

①安曇　　　②梓川　　　③波田　　　④四賀

廃仏毀釈後に一時「浅間学校」として利用されたのは？

①若澤寺　　　②真光寺　　　③牛伏寺　　　④神宮寺

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

松本の街には稲荷が多く祀られていますが、美術稲荷社がある小路は？

①同心小路　　　②北土井尻小路　　　③本立寺小路　　　④生安寺小路

しおがま
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【基本】

旧松本高等学校の講堂及び本館は文化財に指定されています。何に指定されている？

①国宝　　②国重要文化財　　③国登録有形文化財　　④国重要民俗文化財

「美しいものが美しい」と言った丸山太郎が創館したのは？

①日本浮世絵博物館　　　②はかり資料館　　　③歴史の里　　　④松本民芸館

松本平の特徴的な建築様式である本棟造りの代表的な建物は？

①馬場家住宅　　　②窪田空穂記念館　　　③高橋家住宅　　　④松本民芸館

信州スカイパーク内にある松本平広域公園総合球技場は何と呼ばれる？

①ウィング　　　②アルウィン　　　③アルプス　　　④ビッグスワン

ザ・ハーモニーホールは、どこにある？

①島内　　　②島立　　　③鎌田　　　④蟻ヶ崎

大天守・渡櫓・乾小天守・辰巳附櫓・月見櫓により構成される松本城だけにみられる
特徴的な構造を何と呼ぶ？

①連結式天守　　　②複合式天守　　　③連結複合式天守　　　④三結式天守

旧司祭館（県宝）を建築したクレマン神父はどこの国の人？

①フランス　　　②アメリカ　　　③イギリス　　　④ドイツ

「松本市はかり資料館」があるのは？

①本町通り　　　②大名町通り　　　③中町通り　　　④伊勢町通り

歌人・国文学者として活躍した業績を記念して和田に建てられた建物は？

①鈴木鎮一記念館　　②窪田空穂記念館　　③馬場家住宅　　④高橋家住宅

旧開智学校校舎の建築様式は？

①和洋折衷建築　　　②洋風建築　　　③擬洋風建築　　　④和洋混合建築
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【基本】

松本周遊バス「タウンスニーカー」の起点は？

①松本バスターミナル　　　②松本駅　　　③松本城　　　④松本市役所

松本城の東、裏町にあり、かつて割烹料亭があったことから名付けられた湧水は？

①源智の井戸　　　②鯛萬の井戸　　　③女鳥羽の泉　　　④辰巳の庭の井戸

環境省選定の「かおり風景100選」に選ばれている大名町の街路樹は？

①しなのき　　　②あかしあ　　　③はぎ　　　④どうだん

波田地区の梓川渓谷沿いにあり、アルカリ性単純泉である温泉地はどこ？

①坂巻温泉　　　②穴沢温泉　　　③白骨温泉　　　④竜島温泉

茹でたイカをまるごと漬けた郷土料理がありますが、何で漬けたもの？

①醤油　　　②味噌　　　③塩　　　④砂糖

松本地方の方言で、「疲れて気力がない様子」をあらわす言葉は？

①オゾイ　　　②カワイヤ　　　③ツモイ　　　④テキナイ

松本市内でワインづくりを手掛けるワイナリーは、山辺とどこにある？

①内田　　　②中山　　　③四賀　　　④安曇

次の組み合わせで正しくないのはどれ？

①駅前大通り・まつもと市民芸術館　　　②本町通り・松本市美術館　
③中町通り・蔵シック館　　　　　　　　④伊勢町通り・Ｍウイング

松本地方の方言で「ヒトッキラ」とはどういう意味？

①ちょっとのあいだ　　　②ひとつだけ　　　③一番嫌い　　　④一番輝く

県の無形文化財指定の島立の裸祭りはどこの地区でおこなわれる？

①小柴　　　②永田　　　③堀米　　　④荒井
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【基本】

市の重要無形民俗文化財のササラ踊りは、どこの地区でおこなわれる？

野麦街道では、野麦峠を越えて歩荷や牛方による物資輸送がおこなわれた。
「歩荷」の読み方は？

①うしかた　　　②あるきに　　　③ぼっか　　　④おかぶね

文学者をはじめ、多くの著名人を輩出した旧制松本高等学校の出身者でない人物は？

①井上靖　　　②北杜夫　　　③辻邦生　　　④臼井吉見

信州・まつもと大歌舞伎で、２０人を超えるトランペット奏者の市民バンダが参加した
演目は？

①夏祭浪花鑑　　　②佐倉義民傳　　　③天日坊　　　④三人吉三

鈴木鎮一記念館は、かつて鈴木鎮一氏の何として利用されていたか？

①邸宅　　　②別荘　　　③倉庫　　　④貸家

「清兵衛」と「お節」の恋伝説にちなんだ名前が付いたと言われる橋は？

①千歳橋　　　②女鳥羽橋　　　③雑炊橋　　　④倭橋

奈川地区での「三九郎」の呼び名は？

①どんど焼き　　　②どうろくじん　　　③歳の神　　　④おんべ焼き

松本民芸家具の主要な材料は？

①ミズメ桜　　　②ソメイヨシノ　　　③ヒノキ　　　④アカマツ

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

次のうち、深志神社で行われる祭りは？

①馬出し祭り　　　②お船祭り　　　③天神祭り　　　④神道祭り

①本郷　　　②岡田　　　③内田　　　④入山辺
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【基本】

松本を舞台にした青春映画「orange」の原作は？

①小説　　　②エッセイ　　　③絵本　　　④コミック

松本山雅フットボールクラブのマスコット「ガンズくん」のモチーフは？

①ハト　　　②ライチョウ　　　③カラス　　　④ハクチョウ

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

昨年の第１回「山の日」記念全国大会が開催された場所は

①美ヶ原高原　　　②乗鞍高原　　　③上高地　　　④アルプス公園

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

乗鞍高原から乗鞍岳畳平に向かう県道乗鞍岳線の別名は？

①乗鞍スカイライン　　　②乗鞍エコーライン　
③乗鞍バードライン　　　④乗鞍アルプスライン

松本市と姫路市は、姉妹都市提携を結んで昨年で何周年を迎えたか？

①３０　　　②４０　　　③５０　　　④６０

上高地の河童橋は現在第５代目の橋ですが、何年に架け替えられた？

①昭和４２年　　　②昭和５０年　　　③平成９年　　　④平成１７年　

「せん光寺道 野麦街道」と記された、旧街道の道しるべはどこに建っている？

①千歳橋の南端　　 ②本町と伊勢町の角　　 ③本町と中町の角　　 ④松本神社前

女鳥羽川より北にある通りは？

①伊勢町通り　　　②西堀通り　　　③中町通り　　　④駅前大通り
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第９８問

総合

第９１問

第９２問

　

第９６問

　

【基本】

「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　　　④9月

松本市野球場の収容人数は何人？

①1万人　　　②１万5000人　　　③２万人　　　④２万5000人

約10万点の酒井コレクションがあるのは？

①松本民芸館　②松本市はかり資料館　③松本市時計博物館　④日本浮世絵博物館

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

次のうち、例年８月に開催されていないものは？

①松本ぼんぼん　　　　　　②全日本マウンテンサイクリングin乗鞍　
③国宝松本城薪能　　　　    ④国宝松本城太鼓まつり

「総堀の堀端の片側に町を造った」ことからつけられた松本市の町名は？

①片端　　　②中町　　　③宮村町　　　④大名町

コンテスト受賞レシピを松本市内の菓子店舗が商品化した
松本発の新スイーツブランドの名称は？

①松本ドルチェ　　②城下町スイーツ　　③松本スイーツ　　④マツ菓子

浅間温泉で毎年１０月に行われる日本３大奇祭の一つ、御射神社春宮例祭の祭りとは？

①松明祭り　　　②道祖神祭り　　　③お船祭り　　　④裸祭り

梓川水系発電所の中で、認可出力が一番大きい発電所は？

①安曇　　　②水殿　　　③竜島　　　④霞沢　

「筑摩」と書いて「つかま」と読むのは次のうちどれ？

①筑摩神社　　　②筑摩野中学　　　③松本筑摩高等学校　　　④東筑摩郡


	11基本（休日）01
	11基本（休日）02
	11基本（休日）03
	11基本（休日）04
	11基本（休日）05
	11基本（休日）06
	11基本（休日）07
	11基本（休日）08
	11基本（休日）09
	11基本（休日）10

