
＜解答にあたっての注意＞

５．試験時間中の途中退出はできません。

６．試験終了後，試験監督員の指示があるまで席を立たないでください。

３．解答用紙に受験番号と氏名を記入してください。

４．解答方法は，次のとおりです。

(１) 問１から問３５までは選択問題です。１から４までの選択肢から１つ選び，解答用紙に
　　 記入してください。

(２) 問３６から問５０までは記述問題です。設問に対する解答を解答用紙に記入してくだ
     さい。解答の記載方法に指定がある場合は，これに従ってください。 また，文字は読
     みやすく，正しくはっきりと記入してください。

(３) 解答は，鉛筆またはシャープペンを使用して記入してください。

(４) 記入した解答を修正する場合は，必ず「消しゴム」できれいに消してから，新たに解答
　　 を記入してください。

第６回　宮城マスター検定

試　験　問　題

平成２８年１１月２０日（日）

午後１時３０分から午後２時３０分まで

１．問題用紙は１ページから１１ページまで，解答用紙は１枚（両面印刷）です。

２．問題数は５０問，解答時間は６０分です。

試験開始の合図があるまで，この問題用紙を開かないでください。

１ 級





（問1）

１． 仙台藩の営んだ近世の文化

２． 松島湾周辺と仙台の“桃山建築”の文化

３． 宮城の霊場と“伊達”な文化

４． 政宗が育んだ“伊達”な文化

（問2）

１． モウカザメ

２． メカジキ

３． クロマグロ

４． マンボウ

（問3）

１． 佐藤　忠良

２． 高橋　栄吉

３． 小室　達

４． 佐藤　達

（問4）

１． 勝洋じいちゃん

２． 忠勝美じいちゃん

３． 茂洋じいちゃん

４． 好平茂じいちゃん

選択問題（問1から問35）

　平成28年４月、宮城県及び仙台市、塩竈市、多賀城市、松島町が申請した、これらの地域の歴史
や文化を語るストーリーが、文化庁から日本遺産に認定されました。今回認定された、ストーリーの名
称は何でしょうか。

　気仙沼地方のソウルフード「ハモニカ」は、ある魚の背びれの付け根をいい、しょう油の煮付けなどに
して食べられています。その魚は何でしょうか。

　平成28年５月に開催された、Ｇ７仙台財務大臣・中央銀行総裁会議では、仙台城跡の伊達政宗
騎馬像の前で各国の要人達の記念写真撮影が行われました。この騎馬像の作者は誰でしょうか。

　平成29年９月に、宮城県では初めての開催となる「全国和牛能力共進会」は、５年に１度、全国選
りすぐりの和牛を一堂に集めて、その優秀さを競う、別名「和牛のオリンピック」といわれる大会です。こ
の宮城大会のマスコットキャラクターはイラストの「牛政宗」ですが、牛政宗の尊敬する牛はどれでしょ
うか。

1から４の選択肢から１つ選び，解答用紙に記入してください。
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（問5）

１． 西蛇田駅

２． 新蛇田駅

３． 石巻ひばり野駅

４． 石巻あゆみ野駅

（問6）

１． 小原温泉

２． 鎌先温泉

３． 青根温泉

４． 峩々温泉

（問7）

１． ワカメ類

２． ホタテガイ

３． カキ

４． ノリ類

（問8）

１． チョウザメ

２． アユ

３． ウナギ

４． フグ

（問9）

１． 仙台餃子

２． 仙台あおば餃子

３． 仙台雪菜餃子

４． 仙台みどり餃子

　平成28年３月26日、JR仙石線の陸前赤井（東松島市）－蛇田（石巻市）間に、仙石線として12年
ぶりの新駅が開業しました。その駅名は何でしょうか。

　「みやぎ蔵王温泉郷」とは宮城蔵王山麓の温泉地の総称で、各温泉地が連携して情報発信をして
います。そのうち、古くから目に良いとされている温泉はどこでしょうか。

　東日本大震災で甚大な被害を受けた宮城県の養殖業は、関係者の懸命な努力により復興しつつ
あります。中でもギンザケは全国で宮城県が生産量第1位ですが、平成25年の県内生産量が全国第
2位となっている養殖水産物は何でしょうか。

　栗原市の荒砥沢ダムのすぐ下にある温泉施設では、沢水を利用して、ある魚の養殖が行われてい
ます。この魚は何でしょうか。

　平成28年５月に全国餃子サミットへ加盟した、皮に仙台産雪菜を練り込んだ緑鮮やかな餃子の名
称は何でしょうか。

2 



（問10）

１． 桐紋

２． 三引両紋

３． 九曜紋

４． 竹に雀紋

（問11）

１． 気仙沼高校

２． 多賀城高校

３． 松島高校

４． 志津川高校

（問12）

１． 廃材堆肥化施設

２． 下水汚泥再処理施設

３． バイオガス施設

４． 水産残渣飼料化施設

（問13）

１． 白鳥　省吾

２． 内海　五郎兵衛

３． 千葉　卓三郎

４． 川股　松太郎

（問14）

１． ウミネコ

２． イヌワシ

３． カモメ

４． ハクチョウ

　慶長18年（1613年）、支倉常長ら慶長遣欧使節一行を乗せて太平洋を横断した、サン･ファン･バ
ウティスタ号は平成5年に復元され、石巻市の「宮城県慶長使節船ミュージアム」（サン・ファン館）に
係留展示されています。この復元船の船尾に飾られている、伊達家の家紋は何でしょうか。

　東日本大震災から学んだ教訓を次世代につなぎ、将来国内外で発生する災害から、命と暮らしを
守れる人材を育成するため、平成28年４月、県内のある高校に災害科学科が新設されました。この
高校はどれでしょうか。

　バイオマス産業都市を目指す南三陸町では、平成27年に官民連携で事業化を進めてきたある施
設が完成しました。この施設は何でしょうか。

　昭和９年に酒井篤礼の遺志を継ぎ、金成ハリストス正教会を建てた人物は誰でしょうか。

　平成27年３月にＪＲ女川駅の新駅舎がオープンしました。この駅舎は世界的に有名な建築家・坂茂
氏がデザインしたもので、ある鳥をイメージした屋根が特徴です。この鳥は何でしょうか。
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（問15）

１． かめ井旅館

２． をじま旅館

３． ゑびや旅館

４． ますゐ旅館

（問16）

１． kesemo

２． kesen

３． Morekesen

４． Mo-kesen

（問17）

１． 葛粉

２． 卵白

３． ごま油

４． 塩

（問18）

１． 栗駒山昭和湖

２． 荒雄湖

３． 潟沼

４． 平筒沼

（問19）

１． 天麟院

２． 孝勝院

３． 感仙殿

４． 寶華殿

　塩竈市に旅館として明治初期に建設され、当時は大隈重信が宿泊したとされる建物が、市民の手
により修繕され、カフェや歴史文化を伝える場としてオープンしました。この建物の旅館としての名称は
何でしょうか。

　平成27年、気仙沼市の水産関連企業30社以上が集い、豊かな水産資源を用いながら、これまで
にない高付加価値な加工品を提供することを目指すブランドが立ち上がりました。このブランド名は何
でしょうか。

　白石温麺（うーめん）は、元禄時代に鈴木浅右衛門が、病気の父親のために胃に負担の少ない麺
として作ったといわれています。伝統的な作り方での材料は、小麦と水と、あとひとつは何でしょうか。

　「火山湖」は火山の噴火などによってできた湖の総称ですが、次のうち蔵王の御釜とともに「火山湖」
とされている県内の湖沼は何でしょうか。

　瑞巌寺は平成20年11月から平成30年３月頃まで平成の大修理が行われていますが、平成28年
４月に本堂の拝観が再開されるまでの期間は、伊達政宗の正室・愛姫の霊廟が公開されていまし
た。この霊廟の名称は何でしょうか。
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（問20）

１． 約14メートル

２． 約16メートル

３． 約18メートル

４． 約20メートル

（問21）

１． 化女沼

２． 伊豆沼・内沼

３． 平筒沼

４． 蕪栗沼

（問22）

１． 悠里館

２． 煙雲館

３． 百俵館

４． 愛友館

（問23）

１． 慶応潜穴

２． 慶長潜穴

３． 寛永潜穴

４． 元禄潜穴

　次の写真は、巨釜半造の見所の一つ「折石」です。明治29年の三陸大津波の際に先端が２メート
ルほど折れたことからその名称で呼ばれるようになりましたが、現在の高さは約何メートルでしょうか。

　水鳥の生息地として国際的に重要な湿地であるラムサール条約湿地が宮城県では複数登録され
ています。では、平成17年に周辺水田とともに登録されたのは次のうちどこでしょうか。

　気仙沼出身の国文学者であり歌人の落合直文の短歌「砂の上に　わが恋人の名をかけば　波のよ
せきて　かげもととめず」は、近代短歌史上初めて「恋人」という言葉を使った例といわれています。江
戸時代につくられた回遊式池泉庭園が見事な、気仙沼市にある生家の名称は何でしょうか。

　かつて、宮城郡、黒川郡、志田郡に跨がる品井沼という広大な沼がありました。仙台藩では、新田
開発を目的として品井沼を干拓するため、松島湾に抜ける長大な排水路をつくりました。この排水路
のうちトンネル部分の名称は何でしょうか。
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 （問24）

１． チフス菌

２． 結核菌

３． 大腸菌

４． 赤痢菌

（問25）

１． みやぎ水産の日

２． みやぎお魚の日

３． みやぎ食育の日

４． みやぎ地産地消の日

（問26）

１． 1つ

２． 2つ

３． 3つ

４． 間違っているものはない

（問27）

１． 石巻市

２． 山元町

３． 七ヶ浜町

４． 東松島市

（問28）

１． 洞口家住宅

２． 旧佐藤家住宅

３． 今野家住宅

４． 我妻家住宅

　宮城県出身の細菌学者・志賀潔が発見した病原細菌は、世界的な発見とされ、多くの人々の命を
救うことにつながりました。その細菌は何でしょうか。

　県では毎月第３水曜日に、多くの皆様に県産の水産物や水産加工品の良さを知って食べてもらう
ため、雑誌や店頭でのＰＲのほか、販路開拓のための様々なイベントを開催しています。この取組の名
称は何でしょうか。

　県には花の名所がたくさんあります。次のA～Dの場所と花の組み合わせのうち、間違っているもの
はいくつあるでしょうか。
　A ： 愛宕山公園-シャクヤク　　　　B ： みやぎ蔵王えぼしリゾート-すいせん
　C ： 日和山公園-ツツジ　　　　　　 D ： 阿武隈川右岸河川敷-菜の花

　ボッケ（ケムシカジカ）は宮城県沿岸で秋に多く獲れる魚ですが、その旬にあたる11月に「ボッケと収
穫祭」が開催される市町はどこでしょうか。

　県内には、昔ながらの茅葺き民家がたくさんあり、文化財に指定されているものもあります。そのう
ち、東北歴史博物館の敷地内にある旧家の名称は何でしょうか。
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（問29）

１． キラキラしろうお丼

２． キラキラ桜丼

３． キラキラいくら丼

４． キラキラ春つげ丼

（問30）

１． 名振のおめつき

２． 米川の水かぶり

３． 武鎗の水かぶり

４． 釜谷の水かぶり

（問31）

１． 名取ノ老女

２． 登米ノ老女

３． 亘理ノ老女

４． 栗原ノ老女

（問32）

１． 利府町

２． 蔵王町

３． 美里町

４． 角田市

（問33）

１． 日高見の国（ひたかみのくに）ブランド

２． 伊峙の水門（いじのみなと）ブランド

３． 遠島（としま）ブランド

４． 巻石（まきいし）ブランド

　南三陸町で水揚げされる新鮮な魚介などを使った丼「南三陸キラキラ丼」は、四季折々、食べられ
る具材が変わり、季節毎に名称も変わります。では、「春」（３月～４月）に提供される丼の名称は何で
しょうか。

　２月最初の午の日を「初午（はつうま）」といいますが、登米市でこの日に行われる、火伏の行事は何
でしょうか。

　県内のある市町村には、紀州熊野神社三社に関する伝説があります。この伝説に基づいてつくられ
たとされる、500年以上前の「能」で、明治初期から上演が途絶えていた作品が平成27年に東京の
国立能楽堂で上演されました。この「能」のタイトルは何でしょうか。

　県内には、梨の栽培が盛んな地域がいくつかあります。「りんごナシ」の「初姫」や「アッピー」といっ
た、めずらしい梨が栽培されている市町は、次のうちどこでしょうか。

　東日本大震災以降、石巻復興のために水産加工会社５社により始まった輸出プロジェクトによって、
牡蠣味噌、金華〆さばなどの水産加工品が香港や東南アジア等へ輸出されています。このプロジェク
トの商品は石巻にちなんだブランドを冠していますが、その名称は何でしょうか。
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（問34）

１． ２．

３． ４．

（問35）

１． 手押し放水車

２． 火の見櫓

３． 消防団旗

４．  消防詰め所と火消し用具

　昭和17年、恵比須田遺跡から縄文時代晩期の遺物が発見され、国の重要文化財に指定されまし
た。その文化財は次の写真のうちどれでしょうか。

　登米市の「みやぎの明治村」にある「警察資料館」（旧登米警察署）には、警察関係の資料のほか、
戦前は警察の一部署だった消防に関するものが残されています。次の消防に関するもののうち、平成
27年に県の文化財に追加指定されたものは何でしょうか。

次ページからは記述問題です。
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記述問題(問36から問50）

（問36）

（問37）

（問38）

（問39）

１． ２．

３． ４．

（問40）

　涌谷町の天平ろまん館には、日本で最初の金の産出に貢献したとされる古代の陸奥守（むつのか
み）を顕彰した「○○人望郷の碑」があります。○○に入る漢字２文字を書いてください。

　平成26年時点で、宮城県の農業産出額の多い品目順に番号を並べてください。
　①米　　②野菜　　③畜産　　④果樹

　登米市には、嘉永５年（1852年）に仙台藩十三代藩主伊達慶邦が、領内巡視の際の宿泊用に建
築したと伝えられる建物が現存しています。この建物の名称を漢字で書いてください。

　次の写真は全て宮城県出身の横綱の銅像です。写真の番号と横綱名の正しい組み合わせを線で
結んでください

　国土交通省と県が整備を進めてきた秋田県と宮城県を結ぶ国道108号線のバイパスが28年間に
及ぶ工事の末、平成27年11月15日に開通しました。このバイパス名を漢字で書いてください。

設問に対する解答を解答用紙に記入してください。
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（問41）

（問42）

（問43）

（問44）

（問45）

（問46）

（問47）

（問48）

　県内で８年の歳月をかけて改良され、平成13年度に誕生した赤毛の系統豚の品種を書いてくださ
い。

　大豆は宮城県の作付面積が北海道に次ぐ全国第2位（平成26年時点）の作物です。県内の代表
的なある品種は、目（ヘソ）が白いことに由来して名付けられました。この品種の名称を書いてくださ
い。

　宮城県は西部一帯に奥羽山脈が走り、北東部に北上高地、南部に阿武隈高地が広がっていま
す。県内にある①から④の山を、標高の高い順に並べてください。
①屏風岳　②刈田岳　③栗駒山　④船形山

　今から約1,300年前に、東北の政治軍事の拠点として国府が置かれていた多賀城は「大王の○の
朝廷」といわれました。○に入る漢字一文字を書いてください。

　次の写真は、ある市町村に実際にある観光名所です。この市町村はどこでしょうか。市町村名を書
いてください。

　宮城県では県民に親しまれるシンボルとして、県木にケヤキ、県花にミヤギノハギ、県鳥にガンを指
定しています。他県では指定が少ない、県獣も指定していますが、この県獣の名称を書いてください。

　映画「殿、利息でござる！」は、仙台藩七代藩主の役をフィギュアスケートの羽生結弦選手が演じて
話題になりました。その藩主「伊達○○」の○○に入る名前を漢字２文字で書いてください。

　県内には人が住んでいる島が11島あります。内訳は、気仙沼市に１つ、石巻市に３つ、女川町に２
つ、塩竈市に４つです。あと１つは東松島市にありますが、この島の名称を漢字で書いてください。
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（問49）

（問50）

　平成28年に開催されたリオデジャネイロオリンピックで活躍した、宮城県ゆかりの選手のうち、バドミン
トン女子ダブルスで金メダルを獲得し、10月に宮城県民栄誉賞を受賞した①、②の選手2人の名字
をそれぞれ漢字で書いてください。
①○○礼華　選手　②○○美佐紀　選手

　戦国武将真田幸村は大坂夏の陣で敗北を悟った際に、敵方である片倉家に子女を託したと伝えら
れています。次男真田守信の子孫である真田豊治の墓碑がある市町村を塗りつぶしてください。

お疲れ様でした。問題はこれで終了です。
試験終了後，試験監督員の指示があるまで席を立たないでください。
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