
＜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７回　宮城マスター検定

試　験　問　題

平成２９年１２月３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（片面印刷）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。設問に対する解答を１から４までの選択肢から
　　 １つ選び，解答用紙に番号を記入してください。

(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。

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． 永禄（えいろく）・元和（げんな）

２． 天正（てんしょう）・元和（げんな）

３． 永禄（えいろく）・寛永（かんえい）

４． 天正（てんしょう）・寛永（かんえい）

（問2）

１． 渡り鳥との共生

２． 田畑複合

３． 冬水田んぼ

４． 巧みな水管理

（問3）

１． サマーキャンディ

２． サワールージュ

３． レッドルージュ

４． キャンディルージュ

（問4）

１． 坂元駅

２． 野蒜（のびる）駅

３． 女川駅

４． 志津川駅

選択問題（問1から問35まで）

　平成29年は伊達政宗生誕450年の記念の年です。政宗の生まれた西暦1567年，没した1636年
の和暦の年号について，正しい組み合わせはどれでしょうか。

　大崎地方の１市４町が申請していた「大崎耕土の〇〇〇による水田農業システム」が，平成29年に
「日本農業遺産」に認定されました。〇〇〇に入る言葉はどれでしょうか。

　平成23年に登録された宮城オリジナルのりんごは，酸味が強く，鮮明な赤色が特徴です。アップル
パイなどのお菓子や料理のソースなどの加工に使われることの多いこのりんごの品種は何でしょうか。

　震災の記憶の風化防止と伝承のため，県内では多くの「震災遺構」が保存されています。このうち，
プラットホームが，かつての場所に「震災遺構」として保存されている駅は，どれでしょうか。

 設問に対する解答を1から４までの選択肢から１つ選び，解答用紙に番号を記入してください。 
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（問5）

１． 鳳凰丸（ほうおうまる）

２． 龍雲丸（りゅううんまる）

３． 龍鳳丸（りゅうほうまる）

４． 龍神丸（りゅうじんまる）

（問6）

１． 資福寺

２． 覚範寺

３． 光明寺

４． 東昌寺

（問7）

１． 256ｍ

２． 279ｍ

３． 297ｍ

４． 356ｍ

（問8）

１． 細倉通寶（つうほう）

２． 細倉鉛寶（えんぽう）

３． 細倉當百（とうひゃく）

４． 細倉千貫（せんがん）

（問9）

１． 山田錦

２． 美山錦

３． 華の舞

４． 亀の尾

　平成29年に70回目を迎えた塩竈市の「塩竈みなと祭」で，志波彦神社の神輿（みこし）を奉安する
海上渡御の御座船の名称は何でしょうか。

　青葉神社は明治７年に創建されました。神社創建にあたっては，「北山五山」のある寺から敷地の
一部を譲り受けて建てられましたが，この寺は次のうちどれでしょうか。

　気仙沼市の離島・大島と本土を結ぶ「気仙沼大島大橋」は，平成30年度の完成を目指して工事が
進められています。この橋の支間長はアーチ橋としては東日本で最長になりますが，その支間長は何
メートルでしょうか。

　栗原市にあった細倉鉱山では，江戸時代に鉱山内で通用する独自の貨幣を発行していました。こ
の貨幣の表面に刻まれていた文字は何でしょうか。

　県が開発した最初の酒造好適米とされる「蔵の華」は，「東北140号」とある品種をかけ合わせて育
成しました。ある品種とは何でしょうか。
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（問10）

１． 火鈴

２． 光輪

３． 降臨

４． 火燐

（問11）

１． 宮城蔵王キツネ村

２． 南蔵王青少年旅行村

３． みやぎ蔵王セントメリースキー場

４． 蔵王ハートランド

（問12）

１． おくのむらさき

２． しろのむらさき

３． つぼのむらさき

４． こくふむらさき

（問13）

１． 千菊姫（せんぎくひめ）

２． 五郎八姫（いろはひめ）

３． 牟宇姫（むうひめ）

４． 岑姫（みねひめ）

（問14）

１． 天然カラマツ

２． 天然ヒノキ

３． 天然スギ

４． 天然アカマツ

　松島町の瑞巌寺（ずいがんじ）では大晦日の夜から元旦にかけて，「こうりんさま」がお経を唱えなが
ら町内を歩きます。この「こうりん」は次のうちどれでしょうか。

　次の施設のうち，蔵王町にある施設はどれでしょうか。

　多賀城市の名産品「古代米」（紫黒米）を使用したグルメブランドの総称を何というでしょうか。

　角田市では毎年２～３月に，輿（こし）入れの際に持参したと伝わる雛（ひな）人形を展示する「かくだ
（　　　）ひなまつり」が開催されます。（　　　）に入る伊達政宗の次女の名前は何でしょうか。

　鳴子温泉鬼首にある「自生山」には，ある植物が自生しています。この植物の自生地としては県内
唯一と言われていますが，ある植物とは何でしょうか。
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（問15）

１． 秋の山唄－涌谷町

２． お立ち酒－大郷町

３． みやぎ長持唄－登米市

４． えんころ節－亘理町

（問16）

１． ６試合

２． ７試合

３． ８試合

４． ９試合

（問17）

１． 春分・秋分

２． 夏至

３． 冬至

４． 雨水・霜降

（問18）

１． 登米市

２． 村田町

３． 柴田町

４． 白石市

（問19）

１． 女川・雄勝フォンド

２． 南三陸フォンド

３． 牡鹿半島チャレンジグループライド

４． 奥松島グループライド＆ハイキング

　東北楽天ゴールデンイーグルスの則本昂大（たかひろ）選手は，平成29年シーズンに「連続試合２
桁奪三振」のプロ野球新記録を樹立しました。この新記録は，何試合連続だったでしょうか。

　県内では発祥の地とされる市町村を会場にして民謡の全国大会が開催されています。次の民謡と
開催地の組み合わせで間違っているものはどれでしょうか。

　南三陸屈指の景勝地「神割崎」では，二つに割れた岩の間から日の出を見ることができる時期があ
ります。見られる時期として最も適当なものは，次のうちどれでしょうか。

　平成26年９月18日に県内初となる「重要伝統的建造物群保存地区」に選定された地域がある市
町村は，次のうちどこでしょうか。

　平成29年で５回目の開催となった「ツール・ド・東北」に新コースが加わりましたが，その新コースの
名称はどれでしょうか。
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（問20）

１． ２．

３． ４．

（問21）

１． 1,175ｍ

２． 1,334ｍ

３． 1,500ｍ

４． 1,716ｍ

（問22）

１． 伊達輝宗

２． 伊達忠宗

３． 伊達綱宗

４． 伊達吉村

　国の伝統的工芸品に指定されている「宮城伝統こけし」は５系統ありますが，次のうち肘折系こけし
はどれでしょうか。

　「日本の蔵王ヒルクライム・エコ」は，蔵王エコーライン，蔵王ハイラインを舞台とする自転車ロード
レースですが，スタート地点とゴール地点の標高差は何メートルでしょうか。

　仙台市の観光名所となっている瑞鳳殿（ずいほうでん）境内には，「感仙殿」と「善応殿」があります。
このうち「善応殿」は誰の御霊屋でしょうか。
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（問23）

１． おわだ

２． こわだ

３． とわだ

４． のわだ

 （問24）

１． 薬屋

２． 魚屋

３． 八百屋

４． 呉服屋

（問25）

１． 小斎鹿島神社やぶさめ（丸森町）－３月

２． キリシタンの里まつり（登米市）－６月

３． 龍神まつり・龍（蛇）踊り奉納（石巻市）－７月

４． くりこま山車まつり（栗原市）－８月

（問26）

１． イチゴ

２． 柿

３． ホヤ

４． 牡蠣（カキ）

（問27）

１． 七ヶ宿

２． 三滝堂

３． 路田里
はなやま

４． 村田

　気仙沼地方では，マンボウの身のほか，内臓も料理して食べますが，マンボウの腸のことを何という
でしょうか。

　仙台市内にある「虎屋横丁」の名称は，かつて「虎屋」というお店が，店頭に木彫りの虎の置物を
飾ったことが由来とされていますが，この「虎屋」は何のお店だったでしょうか。

　県内では季節ごとに様々なイベント・祭が行われています。次のうち祭の名称と開催月（平成29年）
の組み合わせで間違っているものはどれでしょうか。

　県のブランド品にもなっている「あまころ」「あたまっこ」の呼称がついている共通の農林水産物は，次
のうちどれでしょうか。

　「水と歴史の館」には歴史民俗資料や絵画などが展示されていますが，この施設に隣接する道の駅
は，次のうちどれでしょうか。
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（問28）

１． ジャガイモ

２． ニンジン

３． レンコン

４． ゴボウ

（問29）

１． 塩竈

２． 万石浦

３． 志津川

４． 岩井崎

（問30）

１． 2.1m

２． 4.6m

３． 6.5m

４． 8.4m

（問31）

１． およそ400年の歴史がある

２． 里人が鎌の先で掘り当てたと伝えられている

３． 「奥羽の薬湯」として知られている

４． 主な泉質は塩化物泉である

（問32）

１． 丹下ウメ

２． 牧田らく

３． 二階堂トクヨ

４． 黒田チカ

　栗原地方の郷土料理として知られる「ふすべ餅」は，焼いて干したドジョウと摺（す）りおろしたある野
菜が主原料ですが，ある野菜とは何でしょうか。

　江戸時代に伊達政宗の殖産興業の一環として塩づくりが進められました。四代綱村の時代に入浜
式の塩づくりが本格化し，伊達家御膳塩となった塩の産地はどこでしょうか。

　多賀城市に建てられた東日本大震災モニュメントは，中央の柱が市内を襲った津波の最大の高さと
同じ高さに作られました。その高さは何メートルでしょうか。

　鎌先温泉の説明として，間違っているものは次のうちどれでしょうか。

　大崎市（旧三本木町）出身で，私財を投げ打ち日本女子体育大学の前身となる体操塾を開き，留
学で得た知識や技術で，体育の楽しさを広めた人物は誰でしょうか。
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（問33）

１． 砂鉄

２． 硫化鉄鉱

３． 砂金

４． 方鉛鉱

（問34）

１． カサンドラ宮城

２．  グレムリン宮城

３．  メデューサ宮城

４．  デビル宮城

（問35）

１．  ①水に漬ける　②恥ずかしい　③かわいそう

２．  ①水に漬ける　②ありがとう　　③かわいい

３．  ①小さく切る　  ②恥ずかしい　③かわいい

４．  ①小さく切る　  ②ありがとう　　③かわいそう

　日本地質学会は平成28年に47都道府県の「県の石」を選定し公表しました。「岩石」「鉱物」「化
石」の３部門がありますが，このうち「鉱物」部門で宮城県の石として選定されたものは次のうちどれで
しょうか。

　平成18年に旗揚げしたセンダイガールズプロレスリングで，平成27年に悪役に転向した人気レス
ラーのリングネームは何でしょうか。

　次の３つの宮城県地方の方言のうち，意味が正しい組み合わせはどれでしょうか。
　①うるかす　②おしょすい　③もぞこい

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まで）

（問36）

（問37）

（問38）

１． 父・輝宗が二本松城主・畠山義継に殺害される

２． 小田原攻めに参陣。豊臣秀吉に臣従する

３． 奥州仕置により岩出山城に転封となる

４． 摺上原（すりあげはら）の戦いで蘆名（あしな）氏を破り，南奥羽の覇権を得る

（問39）

（問40）

（問41）

（問42）

　平成29年５月26日に農林水産省が定める国の地理的表示（GI）として県内で初めて登録された食
品は何でしょうか。そのブランド名を正しく書いてください。

　平成29年は，宮城県と中国のある省との友好提携から30周年の記念の年です。その省の名称を
漢字で書いてください。

　平成29年４月23日に，南三陸町歌津地区に伊里前福幸商店街（仮設）を引き継いでオープンした
新しい商店街の名称は何でしょうか。「南三陸○○○○歌津」のうち，○○○○をカタカナ４文字で書
いてください。

　伊達政宗の生前の出来事を古い順から番号で並べてください。

　平成28年に土木学会の「選奨土木遺産」に認定された県内のダムはどこでしょうか。ダムの名称を
書いてください。

　亘理町には，町の歴史に触れることができる郷土資料館や図書館が入るお城のような外観の施設
があります。駅に隣接するこの施設の名称を漢字３文字で書いてください。

　作並温泉は「○○の里」と言われ，毎年２月の土・日曜日にその全国大会が行われています。○○
の部分を漢字２文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43）

１． 十八鳴浜

２． 九九鳴き浜

３． 龍舞崎

４． 御崎

（問44）

（問45）

（問46）

（問47）

（問48）

（問49）

　杜の都のシンボルである広瀬川には多くの橋が架かっています。このうち，伊達政宗の仙台城の築
城と一緒に建設された橋の現在の名称を漢字で書いてください。

　大正初期の日本の詩壇を代表する栗原市（旧築館町）出身の民衆派詩人で，県内の多くの小中学
校の校歌を作詞した人物の氏名をひらがなで書いてください。

　七ヶ宿町には全長120m，幅２ｍの日本有数の吊り橋があります。不忘山を一望できるこの吊り橋の
名称を書いてください。

　次の４つは気仙沼市の唐桑半島と大島にある観光スポットです。唐桑半島にあるスポットと大島にあ
るスポットに分け，それぞれに番号を記入してください。

　養蚕が盛んだった丸森町では，ある動物を神様としてまつった石碑や石像が70基以上見つかって
います。ある動物とは何でしょうか。

　松島湾の絶景が一望できる「松島四大観」のうち，七ヶ浜町にある景勝地はどこでしょうか。その景
勝地を漢字で書いてください。

　登米市観光物産協会の臨時職員を勤める「はっとン」は「男の子でも女の子でもなく○○の子」で
す。○○に当てはまるものを書いてください。
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（問50）

１． 加美郡

２． 本吉郡

３． 伊具郡

４． 牡鹿郡

　県内には，10の郡がありますが，そのうち「郡内に１つの町村しかない郡」にあてはまるものすべての
番号を書いてください。

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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