
＜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。

(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５回　宮城マスター検定

試　験　問　題

平成２７年１１月１５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。

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，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。

１ 級

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。

（問1）

１． どんぐりころころ

２． うさぎとかめ

３． おもいでのアルバム

４． ちいさい秋みつけた

（問2）

１． プクプク

２． ヨーヨー

３． ユーユー

４． ポコポコ

（問3）

選択問題（問1から問35）

  次の4つは，県ゆかりの方が作詞または作曲をした童謡です。このうち，青木存義が文部省在職中
に，故郷の松島で過ごした幼い日を想い作詞した童謡は何でしょうか。

  平成27年5月10日に88年の歴史に幕を閉じた松島水族館で，長期飼育の世界記録を更新し，松
島町の準名誉町民にもなったマンボウの名前は何でしょうか。

  県には12箇所の道の駅があります。そのうち，平成27年1月に国土交通省の「重点道の駅」に選ば
れた道の駅はどこでしょうか。

１ ２

３ ４
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（問4）

１． かまぼこ

２． カキ

３． ワカメ

４． 味噌

（問5）

１． サンゴ

２． 石灰石

３． ホタテ貝

４． カキ殻

（問6）

１． 釜房ダム

２． 七ヶ宿ダム

３． 大倉ダム

４． 鳴子ダム

（問7）

１． どくだみ

２． しそ

３． なたね

４． えごま

  復興への願いを込めて世界で初めてチリのイースター島から寄贈された南三陸町のモアイ像は，世
界でも2体しかない目があるモアイ像です。この目は黒曜石と何でできているでしょうか。

  総務省がまとめた品目別都道府県庁所在市及び政令指定都市ランキング（平成24年～26年平
均）によると，ある食品の一世帯当たり支出金額で，仙台市が1位になっています。県を代表する特
産品の一つで，文献によると今からちょうど900年前には食べられていたとされるその食品は何でしょ
うか。

  県内には多くのダムがあり，治水や農業用水の確保などに役立っています。平成27年現在，日本
で唯一の2連のアーチが連なる，ダブルアーチ式ダムはどれでしょうか。

  栗原市内で飼育されている「くりこま漢方和牛」は，多くのハーブを配合したオリジナル飼料を与える
ことで，牛肉本来のおいしさを追求しています。この，オリジナル飼料に含まれている食材は何でしょう
か。
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（問8）

１． 6月12日

２． 6月14日

３． 3月11日

４． 8月16日

（問9）

１． 雄勝硯

２． 仙台箪笥

３． 宮城伝統こけし

４． 鳴子漆器

（問10）

１． 空海

２． 円仁

３． 行基

４． 徳一

（問11）

１． バラ

２． ツツジ

３． スイセン

４． ニッコウキスゲ

（問12）

１． 蔵王コバルトライン

２． 蔵王ハイライン

３． 蔵王エコーライン

４． 蔵王パノラマライン

  県では大規模な地震があった日を，「みやぎ県民防災の日」と定め，各地域で防災訓練を実施して
います。この「みやぎ県民防災の日」は何月何日でしょうか。

  現在，県内には国の指定を受けた伝統的工芸品が，4種類あります。このうち平成27年6月に新た
に指定を受けた伝統的工芸品は何でしょうか。

  平成28年4月に33年毎のご開帳をむかえる「柳津虚空蔵尊」は，神亀3年（726年）にある高名な
僧侶が虚空蔵菩薩を刻んだことに縁起しているといわれています。この僧侶は誰でしょうか。

  気仙沼市の西部にある徳仙丈山は，5月下旬から6月初旬にかけて約40～50万本の花が咲くこと
で知られています。その花とは何でしょうか。

  蔵王の刈田峠から分岐し，刈田岳，馬の背に上る有料自動車道の終点には，県営レストハウスや
駐車場が整備されています。この道路の名称は何でしょうか。
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（問13）

１． 北上

２． 雄勝

３． 河北

４． 桃生

（問14）

１． 石巻市-海岸前商店会

２． 南三陸町-伊里前復幸商店街

３． 女川町-きぼうのかね商店街

４． 気仙沼市-福幸小町田谷通り

（問15）

１． 宮戸島

２． 野々島

３． 桂島

４． 寒風沢島

（問16）

１． 岩出山城址

２． お堀

３． 武家屋敷

４． 庭園

（問17）

１． 光明寺

２． 龍雲院

３． 仙岳院

４． 覚範寺

  「海国兵談」等を著し，世に先んじて海防の必要性を唱えた林子平は，幕府から蟄居を命ぜられ，
寛政5年（1793年），56才で幽閉中に病没しました。現在，林子平の墓は国の指定史跡になってい
ますが，そのお墓のあるお寺はどこでしょうか。

  石巻市の○○地区は，茶栽培の北限地といわれてきました。○に入る地区名は何でしょうか。

　東日本大震災後，被災市町では復興商店街や仮設店舗での営業を余儀なくされている方がいま
す。市町と復興商店街・仮設店舗の組み合わせとして，間違っているのはどれでしょうか。

  松島湾に浮かぶこの島には，国指定史跡の里浜貝塚があり，その規模は日本最大級を誇っていま
す。また，近くの資料館では土器や石器の展示のほか，火おこしなどの縄文体験ができます。この島
の名称は何でしょうか。

  日本最古の学問所である仙台藩の有備館は，東日本大震災により大きく倒壊してしまいましたが，
平成27年現在，再建修理が進められています。国の史跡および名勝には有備館ともう一つの施設が
併せて指定されていますが，その施設は何でしょうか。
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（問18）

１． サバだしラーメン

２． カツオだしラーメン

３． ホヤだしラーメン

４． コンブだしラーメン

（問19）

１．  距離-13.9㎞，駅数-13駅

２．  距離-12.9㎞，駅数-14駅

３．  距離-12.9㎞，駅数-13駅

４．  距離-13.9㎞，駅数-14駅

（問20）

１． 宮沢賢治

２． 土井晩翠

３． 松尾芭蕉

４． 石川啄木

（問21）

１． 60%

２． 70%

３． 80%

４． 90%

（問22）

１． 小斎鹿島神社（丸森町）

２． 竹駒神社（岩沼市）

３． 箟岳山箟峯寺（涌谷町）

４． 吉岡八幡神社（大和町）

  「地元の被災者を元気づける」といった思いのもと石巻専修大学の学生と地元の企業が協力して，
三陸の海でとれた海産物からだしを取ったラーメンを考案しました。平成23年から石巻市内で提供さ
れている，そのラーメンの名称は何でしょうか。

  平成27年12月開業予定の仙台市営地下鉄東西線。「八木山動物公園駅」は日本一高いところに
ある地下鉄駅として日本地下鉄協会から認定されています。「八木山動物公園駅」から「荒井駅」ま
での距離（営業キロ）と駅数の組み合わせとして正しいのはどれでしょうか。

　石巻中心部にあり，春には桜の名所となる日和山公園。この公園には，著名な人物も訪れたといわ
れています。次のうち，日和山公園に像または碑がない人物は誰でしょうか。

  県内の観光客入込数は，東日本大震災を受けて，大幅に減少してしまいましたが，その数は徐々
に回復してきています。平成26年時点の入込数は，震災前の平成22年の何％まで回復しているで
しょうか。

  流鏑馬は弓術の一つとして平安時代から行われていますが，現在は主に神事として行われていま
す。では次の寺社のうち，馬を使った流鏑馬が行われているのはどこでしょうか。
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（問23）

１． 仙台国際センター

２． 宮城県美術館

３． せんだいメディアテーク

４． 仙台空港

 （問24）

１． 病弱な母のため

２． 夏バテの祖母のため

３． 胃病を患う父のため

４． 好き嫌いの多い息子のため

（問25）

  登米市出身で「アキラ」などの作品で海外にもファンがいる漫画家・大友克洋さんが，東日本大震
災から前に進もうという願いを込めて原案を製作した陶板画「金華童子風神雷神ヲ従エテ波濤ヲ越
ユルノ図」が飾られている場所はどこでしょうか。

  県南の特産品である温麺（うーめん）は油を使わず，小麦粉と塩水からつくられています。江戸時代
の初め頃に，大畑屋の鈴木浅右衛門（味右衛門）が考案したといわれていますが，温麺誕生のきっ
かけは何でしょうか。

  境界争いをする人々に怒った神様が，仲裁のために岬を引き裂いたという伝説が残る景勝地は，ど
こにあるでしょうか。

Craft MAP
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（問26）

１． 鎌先温泉（白石市）

２． 遠刈田温泉（蔵王町）

３． 小原温泉（白石市）

４． 青根温泉(川崎町)

（問27）

１． 七ヶ宿町

２． 川崎町

３． 蔵王町

４． 加美町

（問28）

１． 夢メッセみやぎ

２． コボスタ宮城

３． グランディ21

４． 仙台国際センター

（問29）

１． 竹駒神社

２． 渡邉庭園

３． かめ塚古墳

４． 武隈の松（二木の松）

（問30）

１． キング・オブ・ゴールド

２． ヒュージ・ゴールド

３． モンスター・ゴールド

４． グレート・ゴールド

  国では，紀行文「おくの細道」で松尾芭蕉が訪れた名所等を「おくの細道の風景地」として名勝に指
定しています。岩沼市にある次の文化財のうち，「おくの細道の風景地」に指定されているのはどこで
しょうか。

  県ではみやぎ蔵王を背景にした絶景スポット36箇所を「みやぎ蔵王三十六景」に指定し，観光振興
を図っています。その取組の一貫で，県南地域の優れたお土産品を推奨している「みやぎ蔵王三十
六景地域の逸品」の一つ「思手成し酒」を，提供している温泉地はどこでしょうか。

  県内で唯一，日本雪合戦連盟公認の「宮城県雪合戦大会」が行われる町はどこでしょうか。

  全国の優秀な和牛を一堂に集めて，改良の成果やその優秀性を競う全国大会である「全国和牛
能力共進会」，通称「和牛のオリンピック」が平成29年に県内で開催されます。「肉牛の部」の会場は
仙台市中央卸売市場食肉市場ですが，「種牛の部」の会場はどこでしょうか。

  県北部の太平洋岸沿いにあり平泉の黄金文化を支えた鹿折金山では，明治時代末期，重さ2.25
㎏，純度約83％，金鉱石品位で世界記録となる金鉱石が採掘されました。この金鉱石は何と呼ばれ
たでしょうか。

7



（問31）

（問32）

１．   栗駒山 - 鳴子 - 蔵王山

２．   薬莱山 - 船形山 - 蔵王山

３．   栗駒山 - 鳴子 - 船形山

４．   栗駒山 - 薬莱山 - 蔵王山

（問33）

１． 仙台白菜

２． 仙台長なす

３． 仙台曲がりねぎ

４． 仙台芭蕉菜

  明治22年に建築され昭和43年まで実際に使われていた登米市にある建物は，当時の用途をテー
マとした資料館として利用されていますが，そのテーマを扱う資料館は日本で唯一といわれていま
す。その建物はどれでしょうか。

  気象庁によると，県内には3つの活火山が存在します。活火山の組み合わせとして，正しいのはどれ
でしょうか。

  仙台市で古くから親しまれている仙台特有の野菜は，仙台伝統野菜と呼ばれています。その一つ
で，伊達政宗が文禄の役に出陣したときに藩士の一人が博多から原種を持ち帰ったことから広まった
といわれている，その野菜は何でしょうか。

１ 2

43
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（問34）

１． 仙台空港アクセス線 - 館腰駅

２． 仙山線 - 岡駅

３． 石巻線 - 陸前稲井駅

４． 仙石線 - 塩釜駅

（問35）

１． 金華かつお

２． 金華さば

３． サンマ

４． メバチマグロ

  県内を走る鉄道路線と，その路線にある駅名の組み合わせで，正しいのはどれでしょうか。

  宮城県観光PR担当課長「むすび丸」の好きな食べ物は，三陸沖で取れる魚です。その中でも特に
 好きなものは何でしょうか。
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記述問題(問36から問50）
◆設問に対する解答を解答用紙に記入してください。

（問36）

（問37）

（問38）

（問39）

（問40）

（問41）

（問42）

（問43）

  気仙沼の離島「大島」と本土をつなぐ「大島架橋」は平成26年11月に着工し，平成30年度の完成
を目指して工事が進められています。この架橋の愛称を漢字で書いてください。

  全国でもトップクラスの生産量を誇るこの食材は，最近鍋の具材として提供するお店も増えてきまし
た。県内では名取市や石巻市河北地区を中心に栽培されているこの食材の名称を書いてください。

  仙台市を流れる広瀬川は，「杜の都 緑の名所100選」にも選ばれています。広瀬川に架かる宮沢
橋と広瀬橋の間にある取水堰（しゅすいぜき）の名称を書いてください。

  毎年10月の第1土曜日に，白石城内で開催されるまつりでは，一般参加者も甲冑を身につけ，「大
阪夏の陣」を再現するパフォーマンスが繰り広げられます。このまつりの名前を書いてください。

  ＪＲ女川駅に隣接していた温泉施設は東日本大震災により被災しましたが，女川駅が内陸側に移
設されたことに伴い，駅の2階にリニューアルオープンしました。この温泉施設名をひらがな4文字で書
いてください。

  県内で唯一「日本さくら名所百選」に選ばれた，船岡城址公園と白石川堤をつなぐ橋が平成27年3
月に開通しました。この橋の名称を書いてください。

  石巻市のある島では，縁起が良いとして昔から大事にしている動物を祀った神社があります。この島
と動物の名称をそれぞれ書いてください。

  かつて日本初の金が産出された，国史跡黄金山産金遺跡を核とし，遺跡広場，史跡ゾーン，天平
ろまん館で構成する施設の正式名称を書いてください。
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（問44）

（問45）

（問46）

（問47）

（問48）

（問49）

（問50）

◆   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。

　栗原市花山地区には，秋田へ通じる仙台藩の関所跡「①花山村ぬるゆ番所跡」と，それに隣接し
て肌触りの良い温泉が好評を得ている「②ぬるゆ山荘」があります。①及び②の下線部をそれぞれを
漢字で書いてください。

　伊達騒動（寛文事件）を題材にした歌舞伎や人形浄瑠璃が江戸時代に流行り，今でも演じられてい
ます。演目名は「伽羅先代萩」です。下線部分の読み方を書いてください。

  次に挙げる特徴のある市町村を塗りつぶしてください。
①毎年10月に華やかな山車行列が市街地を練り歩く「布袋まつり」が開催される。
②江戸や上方（京都）への流通の要衝地であり，特産品であった奥州の紅花などの集散地としても栄
えた。

  気仙沼市は，サメの水揚量，サメを原料とするフカヒレの生産量ともに日本一です。フカヒレの原料
にもなるモウカザメを使った珍味，「モウカの星」と呼ばれるサメの部位の名称を書いてください。

  下の写真は，弾力性と耐久性に優れ，広く日用品として使用されるほか，インテリアとしても見直さ
れている県指定の伝統的工芸品です。この伝統的工芸品の名称を書いてください。

  仙台が誇る名産品の一つで種類が豊富な「仙台駄菓子」は，初めて食べる人にも懐かしさを感じさ
せてくれる駄菓子です。そのうち，あんと米飴などを練り，白い蜜をまぶした玉形の柔らかい菓子の名
称を書いてください。

  「サイボーグ009」や「仮面ライダー」など，数々の作品を生み出した，石ノ森章太郎氏の原画などを
所蔵，展示する施設「石ノ森○○○」は，東日本大震災による被災を乗り越え，平成24年11月に再
オープンしました。○に入る漢字3文字を書いてください。
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