
番号 解説

問１ 3 ６８ヘクタール

亘理町では平成25年度に3団地合わせて68ｈａという広大ないちご団地を造成，高設
ベンチや最新鋭機械を導入し，いちごの生産が再開されました。

問２ 2 五大堂

仙台駅構内のステンドグラス前は定番の待ち合わせ場所となっています。ステンドグラ
スの真ん中に七夕飾り，左上に伊達政宗，右下に五大堂がデザインされています。

問３ 4 香港

平成26年11月1日現在，仙台空港から就航している都市は，ソウル（韓国），グアム
（アメリカ），北京・上海（中国），台北（台湾），ホノルル（アメリカ）となっています。

問４ 2 法華三郎

日本刀鍛錬所では，現在，九代目刀匠法華三郎信房氏により，伝統の技法が受け継
がれています。普段は製作現場を見ることはできませんが，年に一度，１月５日の打ち
初め式の時だけは公開されます。

問５ 1 気仙沼駅－柳津駅

ＢＲＴ（バス高速輸送システム）は気仙沼駅と柳津駅間を走行しています。被災した線
路を道路に整備して走行するほか，一般道路も走り，観光客や地元住民の移動手段
として利用されています。

問６ 4 鉛

細倉鉱山では主に鉛と亜鉛が産出されました。明治期以降には新技術が導入されて
産出量が増え，明治28年には鉛の生産額が日本一になりましたが，昭和62年に閉山
し，現在は，鉱山の歴史を体感できるテーマパーク「細倉マインパーク」として活用され
ています。

問７ 3 マスカー

水産の町として知られる女川町。震災により基幹産業である水産業は甚大な被害を
受けました。カタール国からの援助により建設された冷凍貯蔵施設は，カタール国の
伝統的な漁法にちなんで「マスカー」と命名されました。

問８ 1 松笠風鈴

登米市で生産されている松笠風鈴は，鋳物のざらざらした表面に無数の穴を模様にし
ているのが特徴で，技法は，門外不出，一子相伝となっています。震災により工房が
被災し，生産が休止されていましたが，来年の夏に向けて生産が再開される見込みで
す。
１－登米市　２－加美町　３－仙台市　４－仙台市

問９ 4 栗原市

栗原市では，平成20年岩手・宮城内陸地震で被災した栗駒山麓の崩落地地形・景
観を中心に，「日本ジオパーク」の認定を目指しています。
県内では，三陸ジオパーク（平成25年9月認定）の構成市として気仙沼市が認定され
ました。

問１０ 2 森舞台

森舞台は「みやぎの明治村」といわれる登米市登米町にあり，伝統芸能伝承のために
建設されました。その名にふさわしく建物と木々の緑のコントラストが何とも美しい能舞
台です。

問１１ 3

日本三稲荷である竹駒神社は，842年（承和9年）に創建されました。小野篁が勧請
といわれ，新しい社殿は平成５年９月に竣工されました。馬事博物館や芭蕉句碑が境
内にあります。
１－大崎八幡神社(仙台市）　２－塩竈神社(塩竈市）
３－竹駒神社(岩沼市）　４－仙台東照宮(仙台市）

問１２ 4 火伏せの虎舞　-　4月

火伏せの虎舞は加美町のお祭りで，強い西風で度々大火に見舞われたことから「雲は
竜に従い、風は虎に従う」の故事にならい防火祈願として始まりました。華やかな山車
が繰り出し、虎に扮した子供達が各戸を回るとともに，屋根の上で舞いを披露する虎も
見所となっています。
小迫の延年（栗原市）は4月，全国こけしまつり（大崎市）は9月，米川の水かぶり（登
米市）は2月に行われます。

問１３ 2 美しい

「世界で最も美しい湾クラブ」には平成25年12月現在，フランスのモンサンミッシェル
湾をはじめ，ベトナムのハロン湾，アメリカのサンフランシスコ湾など，松島湾を含め世
界３１の国と地域の４２湾が加盟しています。松島湾は国内で初めての加盟湾となりま
した。
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問１４ 3 月浜海水浴場

月浜海水浴場は平成25年に震災後初めて東松島市で海開きした海水浴場です。宮
戸島南端に広がり，奥松島の風光明媚な景色も楽しむことができます。

問１５ 2 
スマイル＆スマイル

自然豊かな宮城県では，農林水産物を扱う直売所やレストラン，民宿が数多くありま
す。このキャンペーンは生産者も消費者も「笑顔」あふれるスタンプラリーになるように
と名づけられ，平成26年度は136店が参加しました。

問１６ 1 長沼

長沼は登米市迫町の中央部に位置する周囲約24キロメートルの県内最大の湖沼で，
長沼ボート場は国際レースも可能な全国でも有数の漕艇場です。湖畔には長沼フート
ピア公園があり，園内にはチューリップ園，ローラーすべり台，キャンプ場があり，家族で
遊べます。また，平成26年度からは県内唯一のフルマラソン「東北風土マラソン」が開
催されています。

問１７ 3 カナダ

震災後，カナダ・ブリティッシュコロンビア州政府が被災地支援のため県を訪れた際に
木材の提供をお願いしたところ，同国の木材生産者団体「カナダウッド」の仲介を経て
マスト材の贈呈が決まりました。

問１８ 4 鹿

佐沼城は平安末期の文治年間に平泉の藤原秀衡の家臣・照井太郎高直によって築
かれたと伝えられています。城跡の鹿ヶ城公園は，春になると花見会場として多くの人
で賑わいをみせます。

問１９ 1 リアス・アーク美術館

リアス・アーク美術館は「地域の文化を未来に伝える方舟」として建てられた美術館で
す。これまでの常設展示は，地域との関わりが深い美術家の作品を展示する美術展
示と，地域の民族資料と「食」をキーワードに紹介する「方舟日記」の展示でしたが，震
災後，新たに「東日本大震災の記録と津波の災害史」の展示が加わりました。

問２０ 3
キラキラ丼-南三陸町
油麩丼-登米市
凍みっぱなし丼-大崎市

正しい組み合わせは次のとおりです。
南三陸町-南三陸キラキラ丼，登米市-油麩丼，大崎市-凍みっぱなし丼，気仙沼市
-気仙沼ホルモン，石巻市-石巻焼きそば
このうち，凍みっぱなし丼は，岩出山に江戸時代から続く名物・凍み豆腐から，乾燥工
程を省いてつくられる「凍みっぱなし」をカツ丼風に仕上げたものです。

問２１ 1 こんにゃくいも

平成25年に生まれたこんにゃくを使用したカツレツ「こんカツ」は，町内イベントなどで
販売されて人気を集めています。

問２２ 4 富谷茶

仙台藩では江戸時代初期から茶の栽培が行われ税の対象や贈答品として扱われて
きました。富谷茶が生産されていた黒川郡も主要な産地でしたが衰退し，現在，富谷
町の名産として復活させようと取り組みが行われています。

問２３ 2 小ねぎ

涌谷町では，「仙台小ねぎ」というブランド名で小ねぎを生産しており，主に仙台や関東
の市場に年間約５００トンを出荷しています。近年，この小ねぎをＰＲするために生産
者・飲食店が連携して，「小ねぎフェア」を開催し，消費拡大や地域活性化に取り組ん
でいます。

問２４ 2 ふすべ餅

「ふすべ（燻べる）」は，物を燃やす，いぶす，くすべる，すすけさせるなどの意味で，ふ
すべ餅はこんがりと焼いたドジョウと，すりおろしたごぼうが主な材料です。特に唐辛子
を利かせたふすべ餅は，寒い季節には体を温め，暑い夏は食欲増進のため食べられ
ています。

問２５ 2 「茂洋」号

「茂洋」号は平成19年3月から家畜人工授精用精液配布が開始され，県内の繁殖農
家に広く利用されています。 「茂洋」の産子は，枝肉重量，ロース芯面積，バラの厚さ
等が，全国平均を上回っており，高い評価を得ています。

問２６ 3 サバ，カツオ，ギンザケ

石巻市では，石巻魚市場に水揚げされ，さらに厳選されたサバ，カツオ，ギンザケを
「金華ブランド」と呼び，その美味しさを全国にアピールしています。
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問２７ 4 １７

気仙沼魚市場の平成25年の生鮮カツオの取扱量は「1本釣り」と「巻き網」を合わせて
22,802トンで17年連続日本一となっています。

問２８ 1
センダイガールズ
プロレスリング

センダイガールズプロレスリングは平成17年に旗揚げされた仙台市を本拠地とする女
子プロレス団体です。女子プロレスリングとしては初めて，地域密着型の団体として誕
生し，「仙女」と呼ばれ広く親しまれています。
ベガルタ仙台―平成6年設立，仙台ベルフィーユ―平成23年設立，仙台89ERS―平
成16年設立。

問２９ 4 ポテチ

映画『ポテチ』はオール仙台ロケで，撮影は，勾当台公園，仙台市民球場，仙台城跡
のほか，地元のデパート，飲食店で行われました。

問３０ 4 平貞能

平貞能（たいらのさだよし）は，平重盛から預かった阿弥陀如来の宝軸を安置するため
堂を建て，貞能の没後，従臣である早坂氏が浄土宗西方寺（定義如来）を建立しまし
た。定義の名は，平家滅亡の際，この地に逃れてきた平貞能が名前を定義（さだよし）
と改めたことに由来し，以後，この地を定義（じょうげ）と呼ぶようになったと言われてい
ます。

問３１ 4 鉄の神様

実験や研究を重ね，KS鋼をはじめとした多くの発明をした本多光太郎は，国内外で
「鉄」における世界で最も優秀な学者であると認められ「鉄の神様」と呼ばれています。

問３２ 2 秀ノ山雷五郎

秀ノ山雷五郎は気仙沼市，谷風梶之助は仙台市，大砲萬右衛門は白石市，丸山権
太左衛門は登米市の出身です。それぞれの地に記念の像が建てられています。

問３３ 4 １０

県内の推計人口5万人以上の市町村は，仙台市（106.9万人），石巻市（14.8万
人），大崎市（13.4万人），登米市（8.2万人），名取市（7.4万人），栗原市（7.2万
人），気仙沼市（6.7万人），多賀城市（6.2万人），塩竈市（5.5万人），富谷町（5万
人）の9市1町となっています。

問３４ 3 色麻町

県内の町で「ちょう」と読むのは，山元町，亘理町，大郷町，大和町，利府町，色麻
町，女川町，南三陸町，涌谷町で，その他の町は「まち」とよびます。

問３５ 4

「釜神の化身　オダズナー」は県北部に伝わる「釜神信仰」に由来するヒーローで，世
界征服を企てる悪の「ホデナス帝国」と戦っています。その傍らで，大崎商工会青年
部と共に地域活性化のために日々奮闘中です。
１－リアスの戦士イーガー　　２－光源クリハライザー　　３－未知ノ国守ダッチャー
４－釜神の化身オダズナー

問３６ ―

1-D
2-C
3-A
4-B

県には，鳴子こけし，遠刈田こけし，弥治郎こけし，作並こけし，肘折こけしの５系統の
こけしがあり，宮城伝統こけしは，昭和５６年に国の伝統的工芸品として指定されてい
ます。

問３７ ― 水と歴史の館

「水と歴史の館」は「道の駅七ヶ宿」に隣接する資料館で，歴史民俗資料や水とダムの
役割を紹介する展示がされています。

問３８

―
東鳴子（温泉）
川渡（温泉）
中山平（温泉）

鳴子温泉郷は，鳴子，東鳴子，川渡，中山平，鬼首の5つの温泉からなり，日本に湧く
天然温泉の泉質11種類のうち，9種類が湧き出しています。

問３９ ― 花山鉄砲まつり

花山鉄砲まつりは，江戸時代から続く栗原市花山地区の伝統行事です。最大の見ど
ころは，古式火縄銃の発砲です。真っ赤な陣羽織を身にまとった鉄砲組が，一斉に火
縄銃を発砲する姿は精悍（せいかん）です。

問４０ ― 孫兵衛船

石巻川開き祭りは，治水で石巻の街を救った川村孫兵衛重吉扇に対する報恩感謝
の祭りとして始められました。孫兵衛船競漕は祭りのメイン行事の一つとして定着してい
ます。
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問４１ ―
南三陸さんさん商店街
（南三陸志津川福興名店
街）

チリ共和国イースター島から寄贈されたモアイ像は，南三陸町の南三陸さんさん商店
街の隣に設置されました。「モアイ」には「未来に生きる」という意味が込められていると
いわれ，この像は大震災からの復興，再生を目指す南三陸町のシンボルとなっていま
す。

問４２ ― 松島

ブルーインパルスが所属する航空自衛隊松島基地は東松島市にあり，パイロットの養
成部隊である第4航空団が配備されています。事前予約により，基地見学を行うこと
ができます。

問４３ ― 秘伝豆
(秘伝）

秘伝豆は枝豆として，また，ずんだに加工されるなどしてその香り，色，味が楽しまれて
います。毎年10月上旬には，この秘伝豆で作られたずんだ餅が振る舞われる「角田ず
んだまつり」が開催されます。

問４４ ― 北上


貞山運河，東名運河，北上運河は，阿武隈川から旧北上川まで，総延長約49kmに
わたり仙台湾沿岸を繋ぐ日本一の運河群です。貞山運河は伊達政宗の時代に舟運
を目的として建設され，東名運河，北上運河は明治期の国際貿易港の整備にあわせ
建設されました。

問４５ ― 記憶遺産

ユネスコ記憶遺産とは，ユネスコが主催する三大遺産事業の一つで世界の重要な史
料遺産を保護・促進することなどを目的として行われています。登録された3点を含む
「慶長遣欧使節関係資料」は仙台市博物館に所蔵されています。

問４６ ― 羽生結弦

「みやぎ絆大使」は，県民に夢と希望を与えるとともに，”ふるさと宮城”の魅力をPRし，
全国に発信する活動をしていただいています。平成26年7月現在81名の方が委嘱さ
れています。

問４７ ― 柴田町

柴田町は温暖な気候で豊かな自然に囲まれ，春の桜まつりや秋のみやぎ大菊花展な
どのイベントがあります。また，日本の「さくら名所百選」として「白石川堤の一目千本
桜」「船岡城址公園」の2箇所が選ばれています。

問４８ ― たつがねさん

標高512ｍの田束山（たつがねさん）は，南三陸町と気仙沼市の境に位置し，古くから
山岳信仰の霊山として人々の信仰を集めています。5月下旬から6月上旬には，咲き
誇る約5万本のツツジが咲き誇り，山全体が燃えるような朱色に染まります。

問４９ ― しとまえのせき

松尾芭蕉は山形県尾花沢に住む俳人鈴木清風を訪ねるため鳴子に入り，温泉街か
ら「尿前の関」を越えて山形へ向かいました。尿前の関跡には芭蕉の句碑があります。

問５０ ― 十八鳴浜

十八鳴浜は気仙沼大島の北東部にある長さ約200ｍ，幅約30ｍの砂浜です。黄褐
色の石英粒からなり，歩くと「クックッ」と砂が音を立てることから，9＋9＝18で「十八鳴
浜」と名付けられたといわれています。なお，石巻市牡鹿地区の南西にある「くぐなりは
ま」は「十八成浜」と書きます。
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