第３回宮城マスター検定３級試験（平成20年12月実施）解答と解説
番号

正解

1

２ ケヤキ

2

４ 仙台・青葉ま
つり

3

２ 加美町中新田
地域

4

１ 仙台クラシック
フェスティバル

5

３ 五大堂

6

３ 岩沼市

7

１ 四寺廻廊

8

２ 定義如来西方
寺

9

１ 瑞鳳殿

10 １ 白石城

11

３ 蔵の郷土館斎
理屋敷

12 ２ 明治
13

４ 金華山黄金山
神社

14 ２ 有備館
15 ４ 仙台市博物館
16 ３ サン・ファン館
17

２ 細倉マイン
パーク

解説
SENDAI光のページェントは，昭和61年に始まりました。県木でもあるケヤキ並木がイルミネーションで彩られます。期間中に
は，サンタクロースのコスチュームでパレードする「サンタの森の物語」も開催されました。
http://www.sendaihikape.jp/（SENDAI光のページェント公式サイト）
「仙台・青葉まつり」は伊達政宗公没後３５０年を迎えた昭和６０年に、市民の祭りとして復活したものです。まつりでは，すずめ
踊りやパレード（時代絵巻巡行）が行われます。
http://www.aoba-matsuri.com/index.html（仙台・青葉まつり協賛会）
「火伏の虎舞」は，無火災祈願のため毎年4月29日に，加美町中新田地域の中心部商店街で行われます。色あざやかな山車
とともに町内を練り歩く虎の姿、高屋根に登り、風をはらんで立つ虎の姿は勇壮そのものです。
http://www.town.kami.miyagi.jp/kankou/（加美町）
仙台クラシックフェスティバルは，「せんくら」の愛称で親しまれています。コンサートを「はしご」して，巨匠、新進気鋭のアーティ
ストなど、さまざまなタイプの演奏を聴き比べることができるのも「せんくら」ならではの楽しみです。
http://sencla.com/（仙台クラシックフェスティバル）
807年（大同2年）、坂上田村麻呂が東征の折、毘沙門堂を建立したのがはじまり。 後に、慈覚大師が延福寺（瑞巌寺の前身）
を開いた際、五大明王像を安置したことから、五大堂と呼ばれています。現在の建物は、 1604年（慶長9年）に伊達政宗が再
建したものです。
http://www.matsushima-kanko.com/midokoro/rekishi/godaido.html（松島町観光協会）
竹駒神社は，仙台市の南に位置する岩沼市にあります。初詣、旧暦2月の初午大祭、1月14日のどんと祭などに年間約１６０万
人の参詣者が訪れます。
http://www.city.iwanuma.miyagi.jp/index.html（岩沼市）
四寺廻廊の４つの寺は，松島の瑞巌寺、平泉の中尊寺と毛越寺、山寺の立石寺です。江戸時代に松尾芭蕉もこの４つの寺を
巡り歩き、奥の細道を残しました。芭蕉気分でそれぞれの御朱印を集めながら４寺を巡礼するのも一興です。
http://www.miyagi-kankou.or.jp/osusume1/index̲all.htm（宮城まるごと探訪）
定義の名は、今から約800年前の平家滅亡の際、落ち武者となってこの地に逃れてきた平貞能（たいらのさだよし）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（じょうぎ）と呼ぶようになったとも言われています。
http://www.city.sendai.jp/kensetsu/ryokka/midori100/guide/036/036.html（仙台市）
瑞鳳殿は，伊達政宗公が今も眠る廟所。政宗公の眠る瑞鳳殿のほか、二代、三代藩主の感仙殿、善応殿があります。資料館
には，三藩主の副葬品などが展示されています。
http://www.pref.miyagi.jp/kankou/（県観光課）
白石城は，明治時代に民間に払い下げられた後，解体されましたが，1995年（平成7年）に三階櫓（天守閣）と大手門が復元さ
れました。白石城のある益岡公園内の白石城歴史探訪ミュージアムには，片倉家ゆかりの甲冑、刀剣などが展示されていま
す。
http://www.shiro-f.jp/shiroishijo/（白石城管理事務所）
豪商・齋藤家は，代々の当主が齋藤理助を名乗ったことから齋理と呼ばれるようになりました。呉服・太物の商いから、養蚕、
味噌醤油の醸造など幅広い商売を手がけて栄えましたが、第二次大戦後に店を閉じました。昭和61年、屋敷と蔵，収蔵品が
町に寄贈されたことから、昭和63年、蔵の郷土館として開館しました。
http://www.marumori.net/index.htm阿武隈ライン保勝会ホームページ
登米市登米には，明治時代に建築された学校，県庁，警察署などの建物が残り，「みやぎの明治村」として大切に管理されて
います。
http://www.toyoma.on.arena.ne.jp/（みやぎの明治村）
神社のある金華山は，島全体が山となっています。海岸は千畳敷など雄大な景観が広がり、島内はブナやモミの原生林に覆
われ、野生の猿や鹿が生息しています。毎年１０月第一、第二日曜には鹿の角切りの神事が行われます。
http://www.miyagi-kankou.or.jp/osusume1/index̲all.htm（宮城まるごと探訪）
旧有備館は，平屋，茅葺きの書院造りで回遊式の池泉庭園とともに国の史跡・名勝に指定されています。毎年８月には，有備
館まつりが行われます。
http://www.city.osaki.miyagi.jp/（大崎市）
仙台市博物館には，伊達家ゆかりの品や慶長遣欧使節団関係資料などの貴重な資料が所蔵されています。また，敷地内に
は、４畳半の寄木造りの書院風茶室「残月亭」があります。
http://www.city.sendai.jp/kyouiku/museum/（仙台市博物館）
宮城県慶長使節船ミュージアム（愛称：サン・ファン館）では，「サン・ファン・バウティスタ」の復元船を核に、慶長使節の歴史や
大航海時代の帆船文化を紹介しています。
http://www.santjuan.or.jp/（宮城県慶長使節船ミュージアム）
栗原市の「細倉鉱山関連遺産」は「有数の金属供給源として近代化に貢献した東北地方の鉱業の歩みを物語る近代化産業遺
産群」として、近代化産業遺産群に認定されました。
http://www.kuriharacity.jp/kuriharacity/contents/kanko/learning/minep/mainp01.html（栗原市）

４ 気仙沼リアス
18 シャークミュージ
アム

ムカシオオホホジロザメの大きく開いた顎を再現した入口から入ると、サメの胃袋から出てきたものなどが展示されてい
ます。実際にサメに触われるタッチプールもあります。
http://www.uminoichi.com/（海の市）

19 ２ 折石

折石は，明治29年（1896）の三陸大津波の際に、先端が約２ｍほど折れたことからこの呼び名がついたともいわれています。
http://www.k-macs.ne.jp/˜k-kanko/frame/fr12.htm（気仙沼市観光コンベンション協会）
七ツ森は，仙台市の北，大和町にあります。七ツ森の近辺には，手作り陶芸体験ができる七ツ森陶芸体験館やアウトドア・ライ
フが楽しめる七ツ森ふれあいの里などがあります。
http://www.town.taiwa.miyagi.jp/kankou/kankou̲s.html（大和町）
幕末，仙台の廻文師・仙代庵が，「みな草の 名は百（はく）としれ薬りなり すくれしとくは花のさくなみ」と作並の美しさを詠ん
だことから，作並温泉では，「回文の里」づくりに取り組んでいます。
http://kaibun.sakunami-spa.com/（作並温泉旅館組合）
蔵王では，四季折々の雄大な景色やコマクサなどの可憐な高山植物が楽しめます。お釜は，蔵王のシンボルとなっています。
山麓には，温泉やこけしの里が点在しています。
http://www.zao-machi.com/kankou̲frame.html（蔵王町観光協会）
薬萊山のふもとには、「やくらい薬師の湯」や「やくらいガーデン」、「やくらい土産センター・山の幸センター」などの施設が立ち
並びます。山麓では、ミネラル豊かな清流を利用してわさびが栽培されています。
http://www.town.kami.miyagi.jp/kanko/（加美町）
広瀬川は，長さ45.5kmの一級河川で，市街地でも手の加わらない野趣に富んだ自然景観が楽しめます。昭和60年に日本の名
水百選に選定されています。
http://sendai.sentabi.jp/miru/index02.cgi?jnr=04（せんだい日和）
釜房ダム近くの「みちのく杜の湖畔公園」には、季節ごとに１０万株以上の花が咲く「彩のひろば」や遊具で遊べる「わらすこひ
ろば」、東北6県の古い民家を移築した「ふるさと村」があるほか，様々なイベントが催されています。
http://www.thr.mlit.go.jp/m-park/（みちのく杜の湖畔公園）
大崎市古川の化女沼は，伊豆沼・内沼，蕪栗沼に続く，県内で３番目のラムサール条約登録湿地となりました。化女沼は周囲
4キロ，面積65ヘクタールのダム湖。冬には白鳥やマガンなどの渡り鳥が飛来します。
http://www.city.osaki.miyagi.jp/guest/kanko/shiseki/03.html#nature01（大崎市）
「あ・ら・伊達な道の駅」は，大崎市岩出山地域の国道47号線沿いにあります。農産物直売所のほか，旧岩出山町の姉妹都市
北海道当別町，愛媛県宇和島市の特産品が購入できる姉妹都市コーナーが人気です。
http://www.ala-date.com/htmls/c01g00p04.html（あ・ら・伊達な道の駅）

20 １ 七ツ森
21 ４ 作並温泉
22 ３ 蔵王
23 ３ 薬萊山
24 １ 広瀬川
25 ３ 釜房ダム
26 ４ 化女沼
27 ２ 岩出山地域

第３回宮城マスター検定３級試験（平成20年12月実施）解答と解説
番号
28
29

正解

解説

４ 蔵王エコーライ 蔵王エコーラインの滝見台からは，三階滝や、不動滝、地蔵滝を望むことができます。蔵王エコーラインの最高点刈田峠から
分岐し，刈田岳、馬ノ背に登る蔵王ハイラインの完成により，車で「お釜」を見物できるようになりました。
ン
http://www.zao-machi.com/hi-line.html（蔵王町観光協会）
「リゾートみのり」は，東北本線・陸羽東線の仙台〜新庄（平日は小牛田〜新庄）を１日１往復します。この名前には，稲穂の実
３ みのり
りある収穫，温泉の実りあるひととき，紅葉の実りの秋，そして実りある旅にしてほしいという意味が込められています。
http://www.sendaimiyagidc.jp/templates/user/images/pdf/press̲20080910.pdf（仙台・宮城デスティネーションキャンペーン）

30 ４ むすび丸

「仙台・宮城DC」のシンボルマークの愛称「むすび丸」は，公募で選ばれました。おむすびと食・観光・人情との「結び」を
かけています。ただいま，むすび丸のピンバッチ1個200円（税込）、缶バッチ1個100円（税込）などを宮城県庁1階観光
情報発信センターで販売中です。
http://www.sendaimiyagidc.jp/（仙台・宮城デスティネーションキャンペーン）

宮城県では，昭和2年に岩沼市で米の開発が始まり，以来４０品種が生み出されてきました。ササニシキのほか，ひとめぼれ，
まなむすめ，たきたてなど，宮城県はおいしいお米を多数開発しています。
http://www.foodkingdom-miyagi.jp/tokusan/02̲17/02̲17̲1.html（食材王国みやぎ）
角田市は，梅花の里と呼ばれるほど，梅の栽培が盛んです。中でも豊室地区には２５haもの果樹園が広がります。毎年，収穫
４ 梅
期には「うめ〜梅まつり」が開催されます。
http://www.city.kakuda.miyagi.jp/sangyo/page00029.shtml（角田市）
はらこ飯は，県南の亘理地方の郷土料理です。阿武隈川で獲れた鮭は，伊達藩はもちろん将軍家にも献上されていたといわ
２ サケ
れています。「はらこ飯」は，古くから亘理地方の漁師の祝い膳として食べられてきた，秋の味覚です。
http://www.foodkingdom-miyagi.jp/index.shtml（食材王国みやぎ）
「はっと」は，登米地方を中心に県北一帯に伝わる郷土料理で，小麦粉を水でよく練り，指で薄くのばしてちぎり，野菜などと一
２ はっと
緒に汁でゆでた料理です。
http://www.pref.miyagi.jp/et-tmsgsin/tisin/hatto/hatto-top.htm（県東部地方振興事務所登米地域事務所）
「牛タン」は，１頭の牛から約１．６㎏とれます。牛タンは，ロースやカルビと比較して，カロリーが約1/2，脂肪が約1/3，良質タ
３ 牛タン焼
ンパク質は約1．5倍のヘルシーな食材です。
http://www.foodkingdom-miyagi.jp/（食材王国みやぎ）
ずんだは，大豆を未成熟な枝豆の状態ですりつぶしたもので，これを餅にからめたのが，ずんだ餅です。ずんだ餅は，宮城の
４ 枝豆
郷土食で，特にお盆のお供え物とされていましたが，現在では１年を通して食べられています。
http://www.foodkingdom-miyagi.jp/index.shtml（食材王国みやぎ）
サメは，ヒレだけが使われているわけではありません。肉はかまぼこなどの加工品に，皮はバッグ等にそれぞれ利用されてい
１ フカヒレ
ます。さらに心臓は血抜きをし、「モウカの星」と呼ばれ刺身で食べられます。
http://www.qkamura.or.jp/kesen/qpage05.html（国民休暇村）
宮城県の平成１８年のさんま水揚量は，32,281トンで全国で第２位です。漁港のある気仙沼や女川などでは，毎年、さんま祭り
１ サンマ
が行われます。また，東京都目黒区では，気仙沼から直送された旬のさんまで目黒のさんま祭りが開催されます。
http://www.pref.miyagi.jp/suishin/gyogyo/data/01toukei.htm（水産業振興課）
宮城県は，カキの生産量が広島県に次いで全国第二位です。三陸沿岸の気仙沼市や本吉町，南三陸町，石巻市，女川町，東
２ 第２位
松島市，松島町などから，全国に出荷されています。
http://www.foodkingdom-miyagi.jp/（食材王国みやぎ）
東北固有の工芸品である伝統こけしは、江戸末期ごろ、東北地方の温泉地において子供のみやげ品として生まれたものと伝
２ 鳴子
えられています。県内では，鳴子の他，作並，遠刈田，弥治郎，肘折の５系統が作られています。
http://www.pref.miyagi.jp/shinsan/（県新産業振興課）
石巻市で産出される雄勝石から作られる雄勝硯は全国の硯の90％程度を供給し，国の伝統的工芸品に指定されています。石
１ 雄勝硯
巻市雄勝町にある雄勝硯伝統産業会館では採掘の様子や硯の製造工程を紹介しています。
http://www4.famille.ne.jp/˜suzuri/（雄勝硯生産販売協同組合）
仙台平は，良質の生糸で織られた高級絹織物で，袴地として全国的に有名です。昭和６０年に県の伝統的工芸品に指定され
３ 仙台平
ました。また，平成１４年には，重要無形文化財保持者として，甲田綏郎（よしお）氏が国の認定を受けています。
http://www.pref.miyagi.jp/shinsan/chusho/dento.htm（県新産業振興課）
徳仙丈山と氷の水族館は，どちらも気仙沼市にあります。（徳仙丈山は気仙沼市と本吉町にまたがったツツジの名所です。）他
３ 徳仙丈山−氷 の選択肢は，嵯峨渓（東松島市），上品の郷（石巻市），青根温泉（川崎町），船岡城跡公園（柴田町），仙台藩花山村寒湯御番
所（栗原市），鳴子峡（大崎市）です。
の水族館
http://www.miyagi-kankou.or.jp/osusume1/index̲all.htm（宮城まるごと探訪）
女川町は，宮城県の東部に位置し，南三陸金華山国定公園地域に指定されています。金華山沖漁場が近いことから，暖流･
２ 女川町
寒流の豊富な魚種が数多く水揚げされています。
http://www.onagawa.org/（女川町観光協会）
村田町は，北を仙台市に接している県南地域の町です。その地形が京都を思わせることや蔵の町並みなどから「みちのく宮城
４ 村田町
の小京都・村田」として全国京都会議に加盟しています。特産品にそらまめがあります。
http://www.town.murata.miyagi.jp/（村田町）
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
３ 多賀城市
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/monosiri/sito/profile/mo-si-pr-aramasi.html#rekisi（多賀城市）
土井晩翠は詩集「天地有情」や、滝廉太郎の作曲が有名な「荒城の月」などの作品のほか、校歌、寮歌にも大きな功績を残し
１ 土井晩翠
ました。ホメロス、カーライル、バイロンなどの翻訳もしています。
http://www.miyagi-kankou.or.jp/ktop/kutikomi̲all.htm（宮城まるごと探訪）

31 ３ ササニシキ
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

43

44
45
46
47

48 ２ 美女と野獣
49

劇団四季ミュージカル「美女と野獣」は，現在，仙台市にある東京エレクトロンホール宮城でロングラン公演を行ってい
ます。

２ 佐藤忠良記念 佐藤忠良記念館は，佐藤忠良氏から、ブロンズ彫刻・素描、氏が収集した美術作品などの寄贈を受けたのを機にオープンしま
した。本館と佐藤忠良記念館の間の彫刻庭園「アリスの庭」には，子供や動物を題材にした彫刻が設置されており，散策する
館

50 ４ 富県宮城

ことができます。
「宮城の将来ビジョン」では，「富県共創!活力とやすらぎの邦（くに）づくり」を県政運営の理念とし，その実現に向けて「富県宮
城の実現〜県内総生産10兆円への挑戦〜」を掲げています。これは現在，約8.5兆円の県内総生産を平成28年度には10兆円
以上にするという目標です。
http://www.pref.miyagi.jp/fukensui/（県富県宮城推進室）

