
第７回宮城マスター検定２級試験（平成22年9月実施）解答と解説

1 1 遠刈田温泉

毎年６月頃に，遠刈田温泉のメインストリート･蔵王通り商店街をステージに，世界各国か
ら招いた大道芸人が思い思いのパフォーマンスを繰り広げる｢大道芸フェスティバルinとお
がった」が開催されます。地元の創作太鼓やストリートミュージシャンも登場し，フェスティ
バルをさらに盛り上げます｡
http://www.zao-machi.com/（蔵王町観光協会）

2 4 101

仙台の街がクラシック音楽に溢れる３日間に変身します。地下鉄沿線の４施設１０ホール
で開催するので，お好きな時間，お好きな場所で，クラシック界のトップスター達による渾
身の１０１ステージ がお楽しみいただけます。
http://www.sencla.com/（仙台クラシックフェスティバル公式サイト）

3 4 おめつき

「名振のおめつき」は，石巻市雄勝町名振地区に，天明3年(1783)から続いていると言わ
れている火伏せ祭りで，毎年1月24日(新暦)に行われる祭礼行事です。県の民俗文化財
に指定されています。
http://www.pref.miyagi.jp/bunkazai/（県文化財保護課）

4 2 米川の水かぶり

米川の水かぶりは，毎年2月に行われます。水かぶり一行が通りかかると，沿道の人々
は，装束のワラを引き抜き屋根に載せます。こうすると火伏せになるとか，魔除けになると
いわれています。
http://www.pref.miyagi.jp/bunkazai/（県文化財保護課）

5 3
金成歴史民俗資
料館

金成歴史民俗資料館は，県の有形文化財に指定された旧金成小学校校舎を利用し，地
域の歴史と文化を後世に伝え，学ぶ場所として整備されました。
http://www.miyagi-kankou.or.jp/index.php（宮城まるごと探訪）

6 2 晩翠草堂

晩翠草堂は土井晩翠が晩年を過ごした旧邸で，愛用した下駄やベッド，写真，書画などが
展示され，当時の晩翠を偲ぶことができます。晩翠通りに面して，晩翠草堂の門に並び天
地有情の碑があります。
http://www.miyagi-kankou.or.jp/index.php（宮城まるごと探訪）

7 1 碧水園

碧水園には京都西本願寺を手本とした能楽堂と，「藍如亭」と「碧水庵」の２つの茶室があ
ります。１０月下旬に開かれる白石城茶会では，碧水園も会場となります。
http://www.city.shiroishi.miyagi.jp/（白石市）

8 3
寶華殿（ほうげで
ん）

伊達政宗公正室・愛姫の霊廟である「陽徳院御霊屋（寶華殿）」は万治３年（１６６０年）孫
の綱宗によって造営されたものです。平成１８年から３年かけて創建当時の豪華絢爛な姿
に復元されました。本堂修理期間中は「国宝庫裡」も特別公開されています。
http://www.matsushima-kanko.com/（松島観光協会）

9 2 中山平温泉

中山平温泉は，大谷川のせせらぎに沿って湯が湧き出す鳴子随一の湯量を誇る温泉で
す。新キャラクターは，愛称募集の結果，「ゆころん」という名前に決定しました。
http://www.nakayamadaira.com/（中山平温泉）

10 4 ひころの里

ひころの里は養蚕の歴史を紹介したり，体験ができる「シルク館」のほか，江戸時代の郷
士の「松笠屋敷」，地元でとれた野菜や米を使用したランチなどを提供する「ばっかり茶
屋」などがある施設です。
http://www.m-kankou.jp/（南三陸町観光協会）

11 1 ヨシ

東北随一の大河，北上川。河口から上流１０キロまでの高水敷は，「ヨシ」の群落が広が
る「ヨシ原」を形成しています。昔ながらのヨシ刈りが冬の風物詩になっています。
http://www.env.go.jp/air/life/oto/list.html（環境省）

12 3 不老仙館

不老仙館は，伊達十三代藩主慶邦公が領内北部巡視時に利用した宿泊所で，現在は資
料館として公開しています。書院造りの建物には武者隠しの部屋が残されています。著名
人の書画や骨董品などが展示されているほか，日本庭園には茶室や句碑があります。つ
つじが咲く頃がお勧めです。
http://www.city.tome.miyagi.jp/（登米市）

13 3 ウミネコ

江島列島は「陸前江ノ島ウミネコおよびウトウの繁殖地」として国の天然記念物に指定さ
れています。ウミネコは４～６月が繁殖期，ウトウは５～７月が繁殖期です。
http://www.pref.miyagi.jp/bunkazai/（県文化財保護課）
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14 1 かっぱのゆ

色麻町は「かっぱ」を町のシンボルとし，町のキャラクターにもなっています。「平沢交流セ
ンターかっぱのゆ」は心の内側から温まる山里のいで湯で，隣には産直所の平沢穀菜セ
ンターもあります。
http://www.town.shikama.miyagi.jp/（色麻町）

15 2
安波山（あんばさ
ん）

安波山は，気仙沼市のシンボルともいえる山です。山頂付近の安波山公園には２頭の龍
のオブジェが配置され，市街を見守っています。展望台からは，気仙沼湾から大島までを
一望できます。
http://www.city.kesennuma.lg.jp/（気仙沼市）

16 2
滑津（なめつ）大
滝

七ヶ宿町にある滑津大滝は，川幅いっぱいに水が流れ落ちる水量豊かな滝で，２段に
なっていることから二階滝とも呼ばれています。遊歩道が整備され，渓流釣りや紅葉のス
ポットとなっています。
http://www.town.shichikashuku.miyagi.jp/（七ヶ宿町）

17 4 仙台朝市

昭和20年，空襲で一面の焼け野原となった仙台駅前にできあがった通称「青空市場」が仙
台朝市のルーツです。約80もの店が軒を連ね，野菜，魚などを安価に販売する仙台市民
の台所です。

18 1 蒲生干潟
蒲生干潟は仙台市の東部，七北田川河口にある自然豊かな干潟です。シギ・チドリなど
の渡り鳥が飛来します。

19 2 菜の花

大崎市三本木にあるひまわりの丘では，６haのなだらかな斜面が春は菜の花，夏はひま
わりで埋め尽くされます。ゴールデンウィークには菜の花まつり，夏にはひまわりまつりが
開催されます。
http://www.city.osaki.miyagi.jp/（大崎市）

20 4 称名寺

称名寺には，推定樹齢７００年の国指定天然記念物である「称名寺のシイノキ」の他，県
指定有形文化財である木造阿弥陀如来像，県指定天然記念物である「称名寺のスダジ
イ」があります。また７月～８月には近くの沼でハスが美しい花を咲かせます。
http://www.town.watari.miyagi.jp/（亘理町）

21 3
マーブルロードお
おまち

マーブルロードおおまちのアーケードには，ステンドグラスやオーロラをイメージしたオブ
ジェがあって，季節にあわせて色が変わります。また，空中ステージではパイプオルガン
の定期演奏や，コンサートが開かれます。
http://www.city.sendai.jp/keizai/syougyou/machinaka/01_shyotengai/marbleroad/index.h
tml（仙台市）

22 2 齋藤氏庭園

齋藤氏庭園は，第９代当主善右衛門有成により明治後期につくられました。邸宅だけでな
く，背後の丘陵地が一体の空間として構成されており，近代の庭園のうちでも特色あるも
のとして学術上の価値が高い庭園です。
http://www.pref.miyagi.jp/bunkazai/（県文化財保護課）

23 4 有壁

江戸時代に勅使や幕府役人，とりわけ大名の専用休息宿泊所を本陣と称しました。栗原
市には，高清水，築館，宮野，沢辺，金成，有壁の６つの宿場があり，参勤交代の奥州諸
大名や幕府・仙台藩の巡見使などが休息宿泊等に利用しました。旧有壁宿本陣は国の史
跡となっています。
http://www.pref.miyagi.jp/bunkazai/（県文化財保護課）

24 3 登米市

柳津虚空蔵尊は「日本三虚空蔵尊」の１つです。７２６年に行基が虚空蔵菩薩を刻んだこ
とに縁起し，ご本尊の脇に従う大黒天と毘沙門天は弘法大師の作と伝えられます。また，
高さ１０．５ｍ，幅７ｍの大鳥居は，木製の鳥居としては東北一，全国でも第３位の大きさ
を誇ります。
http://www.tome-city.com/（登米市観光物産協会）

25 1 若柳地織

若柳地織（わかやなぎじおり）は，明治・大正年代から栗原市若柳地区を中心として製造
された綿織物です。この地織は，独特の紺色と縞の出しかたに特色があり，綿織り独特の
肌触りを持っています。従来は農作業着として広く利用されてきましたが，現在は室内着，
ネクタイ，名刺入れなどいろいろな製品があります。
http://www.pref.miyagi.jp/shinsan/chusho/dentoukougei/17ziori.htm（県新産業振興課）
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26 2 中新田打刃物

「中新田打刃物」は１６６１年～１６７３年（江戸・寛政年間）ごろ，仙台藩の刃匠が中新田
地方に適した鎌をつくったのが始まりと伝えられています。「中新田打刃物」は伝統技法に
新しい技術を加え，切れ味がよく使いやすい打刃物として，鎌や包丁が特に知られていま
す。
http://www.pref.miyagi.jp/shinsan/chusho/dentoukougei/08hamono.htm（県新産業振興
課）

27 1 仙台市

埋木細工は１８２２年（文政５年）仙台藩の下級武士が埋木を発見し，日常の工芸品を
作ったのが始まりです。お盆や銘々皿，ブローチなどの製品を製作しています。
http://www.pref.miyagi.jp/shinsan/chusho/dentoukougei/06umoregi.htm（県新産業振興
課）

28 4 たきたて

「たきたて」は低アミロース米というアミロースというデンプンの割合が低いうるち米で，粘
りが強く，冷めても硬くならず，おいしさが長持ちするのが特徴です。「たきたて」だけで食
べても，他のうるち米に２～３割混ぜて炊いても粘りが増しておいしさがアップします。
http://www.foodkingdom-miyagi.jp/miyagimai/index.shtml（宮城米マーケティング推進機
構）

29 3 柿
丸森町特産の柿は干し柿などに加工し販売されています。耕野地区では丸森名物ころ柿
（干し柿）作りも体験できます。

30 1 デリシャストマト

デリシャストマトは普通のトマトと比べて約半分の水の量で育てられた糖度の高いトマトで
す。大崎市鹿島台地区では，デリシャストマトを使ったスイーツやラーメンなどの商品が登
場しています。
http://www.city.osaki.miyagi.jp/（大崎市）

31 1 １位

みょうがたけはみょうがの茎の部分で，しゃきしゃきした歯触りがよく，主に刺身のつまや
和え物などとして使われますが，天ぷらや炒め物など様々な料理に使われています。
みょうがたけの生産量は全国１位（「H18年度地域特産野菜の生産状況」）で，主な産地は
「名取市」となっています。

32 3 麺が茶色

「石巻焼きそば」は麺に特徴があります。麺をせいろで二度蒸すことによって，麺の色が茶
色に変化します。この茶色い麺を焼いて，好みでソースをかけて食べるのが基本です。基
本のトッピングは目玉焼きですが，店によってソースもトッピングも様々です。

33 2 大豆

宮城県は，米の産地としては全国的に有名ですが、大豆の生産も盛んで，北海道に次い
で全国第２位の作付面積となっています。大豆にも，米と同じように品種がありますが，宮
城県では「ミヤギシロメ」，「タンレイ」などの品種が作られています。
http://www.pref.miyagi.jp/noenkan/nousansyokuryou/daizuoukoku.pdf（県農業園芸環境
課）

34 4
こがねふかひれ
号

仙台～気仙沼を結ぶ臨時列車「こがねふかひれ号」は今年の１２月２６日で引退となりま
す。それにともない，１２月２６日まで「ありがとうこがねふかひれキャンペーン」を開催して
います。スタンプラリーや小学生向け車内放送体験などもあります。

35 4 杜せきのした

平成１９年３月，仙台空港アクセス鉄道（仙台空港線）が開業し，ＪＲ仙台駅と仙台空港の
間が鉄道で直結されました。仙台空港線はＪＲ名取駅を分岐駅とし，杜せきのした駅，美
田園駅，そして仙台空港駅までの約７．１kmを新線区間として営業しています。
http://www.pref.miyagi.jp/kurin/（県空港臨空地域課）

36 3 ベーブ・ルース

八木山動物公園は，八木山球場跡に作られました。昭和９年１１月９日ベーブルースら全
米チームと東京六大学チームが対戦し，来日１号２号を放ちました。平成１４年ホームラン
ボール落下点付近に野球ファンらによりベーブ・ルース像が建てられました。
http://www.city.sendai.jp/kensetsu/yagiyama/（八木山動物公園）

37 1 原阿佐緒

原阿佐緒は，その波乱に富んだ人生のため，非難を浴びることもありましたが，年月が経
つにつれ，遺した作品が多くの人々に評価されています。大和町には原阿佐緒の生家を
修復した「原阿佐緒記念館」があります。
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38 4
松山ふるさと歴
史館

松山ふるさと歴史館は伊達家重臣・茂庭氏の居館があった松山の歴史を紹介する施設で
す。松山の歴史を年代ごとに紹介し，定期的に企画展を開催している「歴史展示室」と，松
山地区出身で昭和歌謡界を代表する歌手「フランク永井」の軌跡を紹介する「フランク永
井展示室」があります。

39 2 松島町

青木存義は，明治１２年松島町生まれの国文学者です。東京帝国大学を卒業後，東京音
楽学校教授，文部省図書編集部を経て，現新潟大学学長を歴任しました。文部省時代に
数多くの童謡を作詞しています。松島町の観瀾亭と生家跡にある松島町立松島第五小学
校には，「どんぐりころころの歌碑」があります。
http://www.town.matsushima.miyagi.jp/（松島町）

40 2 石巻市

小説の神様と呼ばれた志賀直哉は1883年（明治１６年），陸前石巻（現在の石巻市住吉
町）で生まれ，生涯に３回石巻を訪れたといわれています。市内には，志賀直哉の生家が
建っていたとされる場所があります。

41 3 仙台市博物館

仙台市博物館は，国宝の慶長遣欧使節関係資料や仙台伊達家からの寄贈資料をはじ
め，約９万点を収蔵しています。
http://www.city.sendai.jp/kyouiku/museum/index.html（仙台市博物館）

42 1 AとB

鹽竈神社は，創建の年代は詳らかではありませんが，平安時代初期に編纂された「弘仁
式」にすでに記載があります。現存する建物は伊達政宗公が再興を始め，綱村公の時代
（１７０４年頃）に完成しました。国の天然記念物の鹽竈桜も見所です。

43 4 多賀城市

７２４年に，多賀城市の市名の由来となった国府「多賀城」が置かれ，東北地方全体を治
めていました。多賀城跡や多賀城廃寺跡は，大正１１年に国の史跡に指定され，昭和４１
年には特別史跡に指定されました。
http://www.city.tagajo.miyagi.jp/index.html（多賀城市）

44 1 山元町

山元町は県南部の沿岸沿いにある町で，イチゴやリンゴ，ホッキ貝等が特産品です。国道
６号と平行して山沿いをアップルライン，海沿いをストロベリーラインが南北に走っており，
収穫時期にはイチゴ狩りやリンゴ狩りが体験できます。
http://www.town.yamamoto.miyagi.jp/（山元町）

45 2 伊具郡
伊具郡にあるのは丸森町１町です。本吉郡にあるのは南三陸町，牡鹿郡にあるのは女川
町です。

46 4 南三陸町

南三陸町は県の北東部に位置し，沿岸部はリアス式海岸特有の豊かな景観を有し，南三
陸金華山国定公園の一角となっています。「おすばで」とは酒のつまみのことで，年末に
開催されるおすばでまつりは，正月に備えるための新鮮な海産物，農産物が大奉仕価格
で並びます。
http://www.town.minamisanriku.miyagi.jp/（南三陸町）

47 1 阿武隈川
阿武隈川は，東北では第２位，全国でも第６位の長さの川です。７月最終日曜には，いか
だ下り大会が行われます。

48 4 リアス式海岸

リアス式海岸は谷の沈降などが原因でできたといわれ，三陸海岸のように入り組んだ海
岸線が特徴です。陸中海岸国立公園，南三陸金華山国定公園は，リアス式海岸の入り組
んだ海岸線が美しい景観となっています。
http://www.pref.miyagi.jp/sizenhogo/sizen/kouen/kouen-syoukai/syoukai-top.htm（県自
然保護課）

49 2
宮城県観光PR
担当係長

むすび丸は平成２２年４月５日から宮城県観光PR担当係長に就任しました。報酬は勤務
半年ごとにみやぎの環境保全米３０キロです。
http://www.sendaimiyagidc.jp/（仙台・宮城観光キャンペーン推進協議会）

50 1
毎月第１金・土・
日曜日

県では，生産者，製造業者，流通・小売業者，外食事業者，消費者の皆様に，それぞれの
立場で理解と協力をいただき，地産地消を県民全体の運動として盛り上げていくため，
「食材王国みやぎ地産地消の日」を設定しました。
http://www.foodkingdom-miyagi.jp/info/chisanchisyounohi.html（食材王国みやぎ）


