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【基本】

一般車道として日本最高標高地点を通る県道乗鞍岳線の別称は何でしょう

①エコーライン　②スカイライン　③バードライン　④アルプスライン

国内姉妹都市は、姫路市と何市でしょう

①藤沢市・高山市　②札幌市・福島市　③長野市・藤沢市　④金沢市・名古屋市

松本市にある山の中で深田久弥選・日本百名山はどれでしょう

①蝶ヶ岳　　　②燕岳　　　③大天井岳　　　④焼岳

次のうち、最も遅く松本市に合併した町村はどこでしょう

①波田町　　　②四賀村　　　③奈川村　　　④本郷村

スイスのグリンデルワルト村と姉妹都市協定を結んでいた旧村はどこでしょう

①旧四賀村　　②旧安曇村　　③旧奈川村　　④旧梓川村

丸く濃いピンクの花びらが特徴で奈川のシンボルでもある桜はどれでしょう

①奈川桜　　　②山桜　　　③武田桜　　　④御殿桜

上高地・北アルプスの玄関口「沢渡」の正しい呼び方はどれでしょう

①さわど　　　②さわんど　　　③さわたり　　　④たくど

松本市の市木は何でしょう

①アカマツ　　②シラカバ　　③カラマツ　　④スギ

松本市の属している気候帯は次のうちどれでしょう

①高原性気候帯　　　　②亜寒冷性高地気候帯　
③寒冷気候地帯　　　　④内陸性中央高地型気候帯

国外姉妹都市のカトマンズ市はどこの国でしょう

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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【基本】

松本の山岳地域には標高3,000m級の山がいくつあるでしょう

①１座　　　②５座　　　③７座　　　④９座

槍ケ岳の高さは何メートルでしょう

①2767ｍ　　②2857ｍ　　③3180ｍ　　④2922ｍ

長野県天然記念物　シガマッコウクジラの化石が発掘された川はどこでしょう

①女鳥羽川　　②保福寺川　　③穴沢川　　④薄川

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何でしょう

①わさび沢温泉　　②渋沢温泉　　③穴沢温泉　　④竜島温泉

①上高地温泉　　②奈川温泉　　③白骨温泉　　④中の湯温泉

日本を代表する登山エリアである北アルプス一帯は、国立公園に指定されています。
その名称は何でしょう

①中部山岳国立公園　　     　②北アルプス国立公園　
③日本アルプス国立公園　  　④飛騨山脈国立公園

湧水で有名な伊織霊水。この伊織とは何の名前でしょう

①人の名前　　②町の名前　　③店の名前　　④織物の名前

温泉スタンドがあるのは次のうち、どの温泉でしょう

①崖の湯温泉　　②扉温泉　　③竜島温泉　　④坂巻温泉

扉温泉の名前に由来する神社はどこでしょう

①四柱神社　　②穂高神社　　③戸隠神社　　④諏訪大社

日本で初めての「飲泉カップ」を開発したのはどこの温泉でしょう

噴火で上高地の大正池をつくった、標高2,455mの活火山はどれでしょう

①焼岳　　　②常念岳　　　③乗鞍岳　　　④蝶ヶ岳
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【基本】

筑摩県の県庁舎として使用された松本城の建物はどれでしょう

①大豆冷蔵　　②米冷蔵　　③野菜冷蔵　　④蚕種冷蔵

松本歩兵第五十連隊の兵営が置かれていた場所は、現在のどのあたりでしょう

①松本蟻ヶ崎高校　②信州まつもと空港　③信州大学旭町キャンパス　④城山公園

野麦峠を越えてきた年取り魚のブリは松本で何ブリと言われていたでしょう

①高山ブリ　　②氷見ブリ　　③飛騨ブリ　　④神岡ブリ

かつて五社と呼ばれていた神社はどれでしょう

①深志神社　　②岡宮神社　　③松本神社　　④筑摩神社

松本駅前を走っていた市内電車が開通したのはいつでしょう

①昭和元年　　②昭和５年　　③大正１０年　　④大正１３年

①美ヶ原温泉　　②浅間温泉　　③扉温泉　　④白骨温泉

天武天皇が行宮を計画した「束間の湯」に当たるのではないかといわれる温泉は次の
うちどれでしょう

歩兵第五十連隊、松本高等学校、日本銀行松本支店を誘致したのは、誰が市長のときで
しょう

①和合正治　　②百瀬正堂　　③小里頼永　　④有賀正

土製の耳飾りが２５３４点も出土したことで有名な遺跡はどこでしょう

①平田里遺跡　　②宮渕本村遺跡　 ③エリ穴遺跡　④殿村遺跡　

弘法山古墳は、いつ頃造られたと考えられているでしょう

①２世紀末頃　　②３世紀末頃　　③４世紀末頃　　④５世紀末頃

安曇地区の稲核に見られる風穴の当初の利用目的は何でしょう

①旧本丸御殿　②旧二の丸御殿　③旧古山寺御殿　④天守閣
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【基本】

次のうち、江戸時代の親町３町に入らないのはどこでしょう

①本町　　　②中町　　　③東町　　　④西町

上高地線のキャラクター渕東なぎさは駅の名前をとっています。「渕東駅」はどこに
あるでしょう

①波田　　　②新村　　　③島立　　　④鎌田

松本城主の松平直政が設けた月見櫓は、徳川の将軍をもてなすためでした。その将軍は
誰でしょう

明治になり松本城が売却され、破却の危機を迎えた時、市川量造が買い戻すために
行ったことは次のうちどれでしょう

①本丸内で博覧会を開いた　  　②天守で一揆を起こした　
③本丸で競馬を行った　　　   　④天守に立てこもった

上高地線森口駅の北西、国道１５８号沿いにあり、大きな森林に囲まれている〇神社。
〇に入る漢数字はどれでしょう

①一　　　　②三　　　　③五　　　　④十

「松本サリン事件」が起きたのはいつでしょう

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

松本市内では、縄文時代中期に比べて、縄文時代後期・晩期の遺跡は数が少なくなって
います。その原因と考えられている出来事は次のうちどれでしょう

①山火事　　②大雨　　③戦争　　④気候の冷涼化

「願いごとむすびの神」として知られる神社はどこでしょう

①深志神社　　②四柱神社　　③筑摩神社　　④沙田神社

かつて「新浅間温泉」と呼ばれていた温泉地はどこでしょう

①扉温泉　　②美ヶ原温泉　　③崖の湯温泉　　④横田温泉

旧制松本高等学校を引き継いだ当時の信州大学の学部はどれでしょう

①文学部　　②経済学部　　③医学部　　④文理学部

①家康　　　②秀忠　　　③家光　　　④家綱
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【基本】

国の重要文化財に指定されているフランス式階段工は、どこの川にあるでしょう

①女鳥羽川　　②薄川　　③奈良井川　　④牛伏川

国道１５８号線 上高地分岐付近にある洞窟風呂の名前は何でしょう

①信玄の湯　　②武蔵の湯　　③卜伝の湯　　④信長の湯

松本市には現在いくつのスキー場があるでしょう

①１つ　　　②２つ　　　③３つ　　　④４つ　

梓川の流れを利用して揚水式発電を行うダムは、上流から奈川渡、水殿とあと１つは
どれでしょう

①稲核　　　②島々　　　③橋場　　　④大野田

松本城大天守は○重○階。○に当てはまる数字は次のうちどれでしょう

①５重５階　　②５重６階　　③５重７階　　④６重６階

歴史の里にある工女宿「宝来屋」は、もとは奈川地区のどこにあったでしょう

①寄合渡　　　②川浦　　　③古宿　　　④入山

松本城の黒門脇に植えられている、群馬県館林市から寄贈された、向井千秋さんと
ともに宇宙に行った植物の名前は何でしょう

①宇宙ツツジ　　②宇宙桜　　③松本ツツジ　　④松本桜

野山の自然に恵まれ、園内には「小鳥と小動物の森」がある公園はどこでしょう

①梓川ふるさと公園　②あがたの森公園　③城山公園　④アルプス公園

日本の普通選挙発祥の地は松本。その記念碑が建つ場所はどこでしょう

①松本歴史の里　②城山公園　③市中央図書館　④あがたの森

音楽芸術の活動拠点となっている「松本市音楽文化ホール」の愛称は何でしょう

①ザ・ハーモニーホール　   　　②ザ・オルガンホール　
③ザ・クラシックホール　      　　④ザ・オーケストラホール
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【基本】

種まきから収穫まで９か月以上かかり、途中で植え替えがある、松本地域の代表的な野菜
は何でしょう

①山ごぼう　　②長いも　　③セロリ　　④松本１本ねぎ

野沢菜と比べると少し硬めだが、カブの部分も食べることができる「幻の漬物」といわれる
ものは何でしょう

①水菜　　　②奈川菜　　　③水殿菜　　　④稲核菜

「大正ロマンの街」と呼ばれる市街地の通りはどれでしょう

①上土通り　　②大名町通り　　③伊勢町通り　　④縄手通り

安曇・奈川地区では、全国的にも珍しい「日本種みつばち」を飼育していますが、その蜂蜜
は別名何と呼ばれているでしょう

①山野蜜　　　②百花蜜　　　③一花蜜　　　④甘蜜

とうじそばが有名な地区はどこでしょう

①奈川　　　　②寿　　　　③梓川　　　　④内田

中国から味噌の醸造法を伝えた法燈国師はどこの出身でしょう

①神林　　　　②四賀　　　　③芳川　　　　④山辺

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でしょう

①３コース　　②４コース　　③５コース　　④６コース

「ご馳走」のことを松本平の方言で何というでしょう

①オツクベ　　②オゴッツォ　　③オチョベ　　④オテショ

県の無形文化財指定の島立の裸祭りはどこの地区で行われるでしょう

①小柴　　　②永田　　　③堀米　　　④荒井

次のうち、日本アルプスサラダ街道が通っている地区はどれでしょう

①和田地区　　②新村地区　　③今井地区　　④梓川地区
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【基本】

民芸館の資料は誰が寄贈したものでしょう

①今井五介　　②澤柳政太郎　　③鈴木鎮一　　④丸山太郎

松本の七夕の特徴として、ある食べ物を食べる風習があります。それは何でしょう

①だんご　　　②まんじゅう　　　③おやき　　　④ほうとう

平成３０年３月に、本尊の銅造阿弥陀如来及び両脇侍立像が長野県宝に指定された
西善寺があるのはどこの地区でしょう

①島立地区　　②波田地区　　③和田地区　　④新村地区

毎年10月に行われる松明祭りは、どこの温泉での行事でしょう

①美ヶ原温泉　　②扉温泉　　③浅間温泉　　④崖の湯温泉

馬市が立ち、馬を引く人が集まったことにより町名ができた町はどこでしょう

①博労町　　　②小池町　　　③宮村町　　　④六九

毎年６月におこなわれている、松本市野球場をスタートして美ヶ原高原をゴールとする
レースは何の競技でしょう

①自動車　　　②自転車　　　③競歩　　　④マラソン

鈴木鎮一が「どの子も育つ、育て方ひとつ」という理念に基づいて創始した音楽教育は
どれでしょう

①マツモトメソード　②信州メソード　③鎮一メソード　④スズキメソード

松本民芸家具の主要な材料は何でしょう

①ミズメザクラ　　②ソメイヨシノ　　③ヒノキ　　④アカマツ

ある魚介をまるごと茹でて塩漬けにした、県外ではあまり見かけない「塩丸○○」。
○にあてはまる魚介は何でしょう

①タコ　　　②エイ　　　③イカ　　　④タイ

４月中旬に行われる鳥居火は、どこの地区の行事でしょう

①蟻ヶ崎　　　②島立　　　③島内　　　④岡田
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【基本】

伝説の石「牛つなぎ石」が面している通りはどこでしょう

まつもと城下町湧水群が１００選に選ばれたのは次のうちどれでしょう

①平成の名水100選　②城下町名水100選　③平成の湧水100選　④平成の清水100選

親町３町を通る街道は何街道でしょう

①大町街道（千国街道）　②五千石街道　③善光寺街道　④中山道

松本でロケが行われた映画『岳-ガク-』。主人公「島崎三歩」を演じた俳優は誰でしょう

①佐々木蔵之介　　②渡部篤郎　　③要　潤　　④小栗旬

上高地開山祭は毎年何日に開催されるでしょう

①４月１１日　　②４月１５日　　③４月１７日　　④４月２７日

乗鞍高原で毎年６月末に開催されるマラソン大会の大会名はどれでしょう

①乗鞍マラソン大会　      　②松本マラソンin乗鞍　
③乗鞍天空マラソン　      　④乗鞍頂上マラソン

平昌オリンピックスピードスケートで金メダルを獲得した、相澤病院所属の小平奈緒選手
の出身地はどこでしょう

①茅野市　　　②諏訪市　　　③松本市　　　④富士見町

松本～上田直行バスが経由する温泉はどこでしょう

①浅間温泉　　②美ケ原温泉　　③別所温泉　　④鹿教湯温泉

第１回「山の日」記念全国大会の記念式典が行われた場所はどこでしょう

①上高地バスターミナル　      　　②上高地小梨平　
③上高地帝国ホテル前広場　　　④上高地徳沢キャンプ場

上高地内に平成28年に新しく開通したトンネルの名前は何でしょう

①上高地トンネル　②釜上トンネル　③新釜トンネル　④大正池トンネル

①駅前大通り　　②本町通り　　③縄手通り　　④中町通り
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【基本】

今年６月に開催された信州まつもと大歌舞伎の演目は何でしょう

①三人吉三　　②天日坊　　③切られの与三　　④四谷怪談

松本市民の有志が中心市街地で取り組みをはじめ、製品化もされているものは何でしょう

①信州サーモンの養殖　②みつばちの養蜂　③ハーブ栽培　④井戸水のペットボトル

今年３月３日から７月２２日まで松本市美術館で開催された草間彌生さんの企画展の
タイトルは次のうちどれでしょう

①ALL ABOUT MY LIFE　      　　②ALL ABOUT MY LIVE　
③ALL ABOUT MY LUCK　    　　④ALL ABOUT MY LOVE

波田の仁王尊股くぐりは、子どもにどんなご利益があるといわれているでしょう

①風邪をひかない　②癇の虫が治る　③麻疹が軽く済む　④おねしょがなおる

クラインガルテンがあるのは奈川とどこでしょう

①乗鞍　　　　②上高地　　　　③四賀　　　　④美ヶ原

次のうち、最も新しく国の重要文化財に指定されたものはどれでしょう

①旧松本区裁判所庁舎　②旧松本高等学校　③馬場家住宅　④牛伏川本流水路

松本山雅FCに反町監督が就任したのは何年でしょう

①2011年　　　②2012年　　　③2013年　　　④2014年

松本が舞台の映画「orange」の終盤のシーンに登場し、松本を一望できる場所はどこで
しょう

①アルプス公園　　②城山　　③弘法山　　④千鹿頭山

今年設けられた松本市民栄誉賞の第１号受賞者は誰でしょう

①草間彌生　　②小澤征爾　　③小平奈緒　　④池上彰

現在公開中の、松本がロケ地になっている映画のタイトルは次のうちどれでしょう

①カメラを止めるな！　          　②あのコの、トリコ。　
③ここは退屈迎えに来て　    　④あの頃、君を追いかけた
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【基本】

来年４月から開催される全国都市緑化信州フェア「信州花フェスタ2019」のメイン会場
はどこでしょう

①あがたの森　②信州スカイパーク　③アルプス公園　④松本城公園

今年３月に新たに就航したＦＤＡ最新機の１２号機は何色でしょう

①グリーン　　②シルバー　　③ゴールド　　④ホワイト

今年４月に本町通りにオープンした信濃毎日新聞社の社屋の名称は次のうちどれでしょう

①信毎ガーデンプレイス　　　②信毎メディアガーデン　
③信毎セントラルガーデン　     ④信毎ニュースガーデン

「クラフトフェアまつもと」が開催されるのは例年いつでしょう

①４月　　　　②５月　　　　③６月　　　　④７月

信州まつもと空港に就航しているＦＤＡの本社はどこにあるでしょう

①東京都　　　②愛知県　　　③静岡県　　　④福岡県

松本山雅フットボールクラブのクラブ名の由来とかかわるものは次のうちどれでしょう

①喫茶店の名　　②旅館の名　　③居酒屋の名　　④銭湯の名　

「筑摩」と書いて「つかま」と読むのは次のうちどれでしょう

①筑摩神社　②筑摩野中学校　③松本筑摩高等学校　④東筑摩郡

日本浮世絵博物館にある約１０万点のコレクションは次のうちどれでしょう

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

ラーラ松本の温水プールの熱源は何でしょう

①奈良井川の水力　②北アルプスからの風力　③太陽の光　④焼却炉の余熱

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でしょう

①３５０円　　　②４００円　　　③５００円　　　④５５０円
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