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【基本】

松本市から高山市へ抜ける野麦街道の別名は何でしょう

①鯖（さば）街道　②鰤（ぶり）街道　③鮭（さけ）街道　④鮪（まぐろ）街道

「日本近代登山開拓の父」と言われているウォルター・ウェストンを案内した上高地の
名ガイドが住んでいた小屋の名前は何でしょう

①明神小屋　　②嘉門次小屋　　③岩魚留小屋　　④徳本峠小屋

現在の松本市議会議員は何人でしょう

①２９人　　　　②３１人　　　　③３３人　　　　④３５人

松本市内に市立博物館は全部で何館あるでしょう

①１３館　　　　②１４館　　　　③１２館　　　　④１５館

現在の松本市の面積は、市制を施行した当時の面積の約何倍でしょう

①６０倍　　　　②７０倍　　　　③８０倍　　　　④９０倍

御殿桜は、松本市内のある地区のシンボルの花です。その地区とはどこでしょう

①沢渡　　　　②島々　　　　③稲核　　　　④奈川

松本市の「文化・観光交流都市」はどこでしょう

①松江市　　　②福岡市　　　③鹿児島市　　　④高崎市

松本市が市制を施行したのは年月はどれでしょう

①明治４０年４月　②明治４０年５月　③明治４１年５月　④明治４１年６月

松本市の「市木」と「市花」で正しい組み合わせはどれでしょう

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

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でしょう

①文化　　　②伝統　　　③スポーツ　　　④教育
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【基本】

松本市には３，０００ｍ以上の山が９座ありますが、次の内３，０００ｍ以上ではない
山はどれでしょう

①槍ヶ岳　　　②焼岳　　　③奥穂高岳　　　④乗鞍岳

上高地に入って最初に目にする、焼岳の大噴火によって梓川がせき止められてできた池
の名前は何でしょう

①慶応池　　　②明治池　　　③大正池　　　④昭和池

安曇地区の稲核に見られる、天然の冷風を利用した貯蔵庫の名前は何でしょう

①風穴　　　　②氷室　　　　③氷穴　　　　④冷風庫

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どこでしょう

①上高地　　②乗鞍高原　　③奈川高原　　④美ヶ原高原

①シナノキ　　②カツラ　　③シラカバ　　④サクラ

槍・穂高連峰には、涸沢カールをはじめ、多数のすり鉢状の地形があります。
地形は何によってできたでしょう

①氷河　　　②大雨　　　③地すべり　　　④火山の噴火

松本にある温泉地の数はいくつでしょう

①１２　　　　②１４　　　　③１６　　　　④１９

「鳥も通わぬ」と言われる峻嶮な岩場で、ロッククライミングのメッカの山はどこでしょう

①奥穂高岳　　②北穂高岳　　③前穂高岳　　④西穂高岳

信州は、気候を生かした高品質なリンゴの産地ですが、接木による品種改良で全国に
先駆けて取り組んだ栽培方法はどれでしょう

①わい(矮)化栽培　　②局所栽培　　③漸次栽培　　④注木栽培

大名町の「かおり風景１００選」に選ばれた街路樹は何でしょう

乗鞍岳は、標高3,026ｍの最高峰・剣ヶ峰をはじめ、いくつの峰々が連なっているでしょう

①１２　　　　②２３　　　　③３４　　　　④４５
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【基本】

松本城城主・松平直正が徳川家光をもてなすために設けた櫓はどれでしょう

①菅谷司馬　　②市川量造　　③胡桃澤勧内　　④小里頼永

弘長寺と並んでアジサイ寺として知られる寺はどこでしょう

①神宮寺　　　②法船寺　　　③浄林寺　　　④放光寺　

「信濃三之宮」と呼ばれる神社は次のうちどれでしょう

①岡田神社　　②岡宮神社　　③須々岐水神社　　④沙田神社

島々線と呼ばれ、現在は上高地線と改称された鉄道を開通させた株式会社は次のうち
どれでしょう

①信濃鉄道　　②島々鉄道　　③上高地鉄道　　④筑摩鉄道

松本城太鼓門にある玄蕃石の重さはどのくらいでしょう

①８２．４ｔ　　②２２．５ｔ　　③３００Ｋｇ　　④１５．６ｔ

①女鳥羽の泉　　②辰巳の庭の井戸　　③源智の井戸　　④北門大井戸

天保１４年（１８４３）に記された「善光寺道名所図会」に「当国第一の名水」と記載
されているのはどこの井戸でしょう

安曇地区にある梓水神社の読み方は次のうちどれでしょう

①しみずじんじゃ　②しすいじんじゃ　③あずさみずじんじゃ　④あずさすいじんじゃ

安原地区に残されており、長野県宝に指定されている武家住宅はどれでしょう

①高橋家住宅　　②塩原家住宅　　③橋倉家住宅　　④馬場家住宅

松本駅お城口前広場には槍ヶ岳を開山した人の像があります。それは誰でしょう

３０年間つとめた初代松本市長は誰でしょう

①月見櫓　　　②渡櫓　　　③辰巳附櫓　　　④乾櫓

①播隆上人　　　②空海　　　③良弁上人　　　④ウェストン
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【基本】

藩主・松平直政の時代に、松本で鋳造された貨幣はどれでしょう

①永楽通宝　　②寛永通宝　　③宝永通宝　　④文久永宝

チンチン電車（浅間線）が廃止されたのは、東京オリンピックが開催された年ですが、
何年のことでしょう

①昭和35年　　②昭和39年　　③昭和40年　　④昭和43年

市内のいくつかの神社で御柱祭がおこなわれていますが、御柱祭を行っていない神社は
どれでしょう

明治４１（1908）年に松本に兵営をおいた陸軍の連隊はどれでしょう

①歩兵第五十連隊　②歩兵第三十二連隊　③歩兵第三十五連隊　④歩兵第四十九連隊

内田にある縄文時代の「雨堀」遺跡の読み方は次のうちどれでしょう

①うほり　　　②あんぼり　　　③あめほり　　　④あんほり

明治１９年開校の山辺学校は、開智学校の「ギヤマン校舎」に対して何とよばれたでしょう

①洋風学校　　②田舎学校　　③障子学校　　④欄間学校

江戸時代、南深志の総鎮守は深志神社、北深志の総鎮守はどこでしょう

①岡田神社　　②岡宮神社　　③松本神社　　④伊和神社

「辰巳の庭の井戸」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

歴代松本藩主で、２度にわたって藩主になったのは誰でしょう

①松平氏　　　②水野氏　　　③堀田氏　　　④戸田氏

明治４年の廃藩置県で松本藩が廃止され、置かれた県は何でしょう

①筑摩県　　　②長野県　　　③伊那県　　　④松本県

①須々岐水神社　　②松本神社　　③沙田神社　　④千鹿頭神社



第４３問

第４４問

第４５問

第４７問

第４９問

第５０問

５

第４８問

施設・建物

第４１問

第４２問

第４６問

【基本】

国の重要文化財に指定されている牛伏川本流水路の通称は何でしょう

①オランダ式階段工　②ドイツ式階段工　③フランス式階段工　④イギリス式階段工

松本城だけに見られる特徴的な天守の構造はどれでしょう

①大小式天守　②連結複合式天守　③複合式天守　④連結式天守

安曇三ダムの中で一番上流にあるダムはどれでしょう

①水殿ダム　　②奈川渡ダム　　③島々ダム　　④稲核ダム

長野県乗鞍自然保護センターの隣にあるクビワコウモリを保護観察する施設の名前は
何でしょう

①バットハウス　　②コウモリハウス　　③てんそハウス　　④クビワハウス

上高地の嘉門次小屋は、どの池のほとりにあるでしょう

①大正池　　　②田代池　　　③明神池　　　④牛留池

松本城下町湧水群のひとつ、源智の井戸は、どこにあるでしょう

①高砂通り　　②天神小路　　③中町通り　　④地蔵清水

松本市には現在２つのスキー場があります。１つはＭｔ.乗鞍（乗鞍高原温泉スキー場）
ですが、奈川地区にあるもう１つのスキー場は何でしょう

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

次の内、松本市内に実在しない温泉はどれでしょう

①渋沢温泉　　②わさび沢温泉　　③穴沢温泉　　④涸沢温泉

「ザ・ハーモニーホール」の愛称で親しまれている施設はどれでしょう

①鈴木鎮一記念館  ②キッセイ文化ホール  ③音楽文化ホール  ④まつもと市民芸術館

四賀化石館にある、環太平洋で２例しかないクジラの化石は次のうちどれでしょう

①マッコウクジラ　②ミンククジラ　③シロナガスクジラ　④アカボウクジラ
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【基本】

奈川、上高地、乗鞍、白骨地区で使われている電気の周波数は何Ｈｚでしょう

①２４Ｈｚ　　②４５Ｈｚ　　③５０Ｈｚ　　④６０Ｈｚ

松本平の方言で「なんたらず」とはどういう意味でしょう

①てんやわんや　　②ごちそう　　③気の毒　　④取るに足らない

奈川で多く作られている信州伝統野菜に認定された保平カブは何色でしょう

①白　　　　②茶　　　　③緑　　　　④赤

今年１月に新しくなった周遊バス「タウンスニーカー」のデザインは次のうちどれでしょう

①水玉模様　②青と緑の曲線　③市松模様　④石垣をモチーフとしたデザイン

松本市内のマンホールに描かれているデザインはどれでしょう

①松本城　　　②白鳥　　　③アルプちゃん　　　④松本てまり

松本名物の桜鍋は何のすき焼きでしょう

①猪肉　　　　②鹿肉　　　　③熊肉　　　　④馬肉

安曇大野川で使われる「気の毒」という意味の方言はどれでしょう

①ワニル　　　②コズム　　　③オンジョ　　　④カワイヤ

長野県が全国の総生産量の３０％以上を占め、松本が県内第１位の産品は何でしょう

①ブドウ　　　　②松茸　　　　③おやき　　　　④味噌

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でしょう

①坂巻温泉　　　②穴沢温泉　　　③白骨温泉　　　④竜島温泉

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どれでしょう

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
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【基本】

野麦街道の川浦にあった宝来屋は移築復元され、現在どこにあるでしょう

①歴史の里　　②市立博物館　　③安曇資料館　　④松本民芸館

山辺地区等で２月８日に行われてる行事は何でしょう

①こと八日　　②こと二日　　③こと十日　　④こと十六日

江戸時代中頃、武家の子女がつくりはじめたといわれている民芸品は何でしょう

①お神酒の口　　②松本てまり　　③塩丸イカ　　④松本紬

出川町の多賀神社で、秋の例祭で、参拝者に授与される食べ物は何でしょう

①ホウトウ　　　②寿命餅　　　③カボチャ団子　　　④甘酒

雑炊橋が作られるきっかけをつくったといわれる伝説の主人公の組み合わせで正しい
ものはどれでしょう

①お花・清兵衛　②お節・五右衛門　③お節・清兵衛　④お花・清右衛門

民芸運動に共鳴して、松本民芸館を開設した人は誰でしょう

①丸山太郎　　②池上隆祐　　③池田三四郎　　④三村寿八郎

松本出身で県歌「信濃の国」の作詞者は誰でしょう

①石井柏亭　　②小林有也　　③窪田空穂　　④浅井洌

県内で初めて博物館法の登録を受けたのはどこでしょう

①日本浮世絵博物館　②日本司法博物館　③松本民芸館　④松本市立博物館

安曇地区で制作されている、イタドリやクルミの葉などで糸を染め、縞や格子の模様に
織った織物は何でしょう

①稲核織　　　②みすず細工　　　③深山織　　　④松本紬

道祖神の色塗りで知られるのは島立町区とどこでしょう

①島立永田　　　②島立大庭　　　③島立堀米　　　④島立荒井
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【基本】

「牛つなぎ石」は野麦街道と何街道の交差点にあるでしょう

千国街道の出発場所はどこでしょう

①大名町　　　②六九　　　③伊勢町　　　④本町

松本を舞台に、土屋太鳳、山﨑賢人主演で撮影し、松本シネマ４号に認定された映画の
タイトルはどれでしょう

①orange　　　②peach　　　③apple　　　④melon

松本シネマ２号、３号に認定された「神様のカルテ」シリーズで櫻井翔が演じたのは
何科の医師でしょう

①小児科医　　②内科医　　③精神科医　　④麻酔科医

白骨温泉が広く知れ渡るようになった文学作品は何でしょう

①大菩薩峠　　②河童　　③あゝ野麦峠　　④氷壁

２０１８年春にオープンした信毎メディアガーデンの設計を手がけたのは誰でしょう

①槇文彦　　　②隈研吾　　　③安藤忠雄　　　④伊東豊雄

平成３０年６月に開催された信州まつもと大歌舞伎は何回目でしょう

①３回目　　　②４回目　　　③５回目　　　④６回目

第１回「山の日」記念全国大会の大会テーマは何でしょう

①山と共に　　②山と歩む　　③山と生きる　　④山を知る

来年４月から信州スカイパークをメイン会場に開催される全国都市緑化信州フェアの
愛称は何でしょう

①信州山フェスタ2019　　　②信州里山フェスタ2019　
③信州花フェスタ2019　　　④信州海フェスタ2019

2014年にラーラ松本でロケをした映画作品は何でしょう

①テルマエ・ロマエⅡ　　②神様のカルテ２　　③岳　　④シン・ゴジラ

①善光寺街道　　②千国街道　　③五千石街道　　④江戸街道
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【基本】

松本市観光大使となっているグリーンの機体の飛行機はＦＤＡの何号機でしょう

①２号機　　　②５号機　　　③１１号機　　　④１２号機

松本を拠点に活動しているプロサッカークラブ「松本山雅」のオフィシャルマスコット
「ガンズくん」のモチーフになっている鳥は何でしょう

①ライチョウ　　②ムクドリ　　③トビ　　④キジ

乗鞍高原で秋に行われているアウトドア映画祭「○○○・マウンテン・フィルム・
フェスティバル」の○○○に入るのはどれでしょう

①スイス　　　②バンフ　　　③カナダ　　　④ドイツ

「松本ヒルクライム」とは松本市内で開催される自転車のヒルクライムレース２大会を
指しますが、その大会は「ツール・ド・美ヶ原高原自転車レース」ともう１つは何でしょう

①ツール・ド・乗鞍高原自転車レース　　②乗鞍ヒルクライム　
③マウンテンサイクリングin乗鞍　　　   ④乗鞍天空ヒルクライム

上高地のシンボルとも言われる「河童橋」の全長は何メートルでしょう

①約３６．６ｍ　　②約２５．４ｍ　　③約２８．８ｍ　　④約３１．５ｍ

島立堀米のはだか祭りはどこの神社のお祭りでしょう

①沙田神社　　②津島神社　　③堀米神社　　④御乳神社

次の地区名と峠の名前のうち、正しくない組み合わせはどれでしょう

①奈川地区・野麦峠　②安曇地区・安房峠　③四賀地区・保福寺峠　④梓川地区・青木峠

平成２９年２月に、国の史跡に指定された山城跡はどれでしょう

①山家城跡　　　②桐原城跡　　　③埴原城跡　　　④林城跡　

松本城のお堀には白鳥が何羽居るでしょう

①１羽　　　　②２羽　　　　③３羽　　　　④４羽

平成３５年建設予定の新しい博物館はどこにできる予定でしょう

①和田　　　　②開智　　　　③空港東　　　　④大名町



第９３問

第９４問

第９５問

第９７問

第９９問
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第９８問

時事・総合

第９１問

第９２問

　

第９６問

　

【基本】

今年の８月８日から３１日の期間限定で運航されたＦＤＡ新路線は次のうちどれでしょう

①松本－旭川空港線   ②松本－函館空港線   ③松本－丘珠空港線   ④松本－釧路空港線

現在開催中の食べ歩きスタンプラリー企画は次のうちどれでしょう

①松本カリーラリー   ②松本MISOさんぽ   ③松本スイーツラリー   ④松本おごっつぉ食堂

今年リニューアルした松本市公式観光情報サイトの愛称は次のうちどれでしょう

①新まつもと情報館　②新まつもとストリート　③新まつもと語録　④新まつもと物語

河童橋の周辺を舞台に、風刺小説「河童」を書いたのは誰でしょう

①中里介山　　　②芥川龍之介　　　③北杜夫　　　④臼井吉見

日本有数の渡り鳥のルートとして知られ、多くのバードウォッチャーが訪れる奈川地区と
安曇地区の境にある峠はどれでしょう

①野麦峠　　　　②境峠　　　　③白樺峠　　　　④祠峠

姉妹都市高山市の人口は次のうちどれでしょう

①約５万人　　　②約７万人　　　③約９万人　　　④約１１万人

三角形の山容が松本から見えるシンボル的な存在の山は次のうちどれでしょう

①有明山　　　②蝶ヶ岳　　　③常念岳　　　④鉢伏山

北アルプスを世界に紹介したウォルター・ウェストンの職業はどれでしょう

①紀行家　　　②宣教師　　　③商人　　　④学者

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
何でしょう

①ふるさと大使　　②広報大使　　③観光大使　　④文化大使

松本では「野菜饅頭」とも呼ばれる信州の郷土料理は何でしょう

①ちゃのこ　　　②おざんざ　　　③やしょうま　　　④おやき


	0112基本（休日）01-10
	1112基本（休日）02-09
	2112基本（休日）03-08
	3112基本（休日）04-07
	4112基本（休日）05-06
	5112基本（休日）05-06
	6112基本（休日）04-07
	7112基本（休日）03-08
	8112基本（休日）02-09
	9101 12基本（休日）01-10

