
令和 2 年度 稚内観光マイスター検定中級試験問題 

 

【問題１】 

稚内は北方圏諸国に開かれた国際都市として、お隣の国ロシア連邦（サハリン）をはじめ、世界の各

都市と交流を深めており、6 つの友好都市・姉妹都市と、2 つの友好港湾・姉妹港湾を有します。この

うち、姉妹港湾であるアメリカ合衆国の港の名称を書きなさい。（２点） 

 

【問題２】 

稚内市の令和元年度訪日外国人宿泊延数は 19,278 人となっており、上位 3 カ国が全体の約 6 割を占

めています。上位 3 カ国の順位について正しいものを次の中から１つ選びなさい。（2 点） 

ア．1 位 中国   2 位 香港   3位 台湾 

イ．1 位 台湾   2 位 中国   3位 香港 

ウ．1 位 中国   2 位 台湾   3位 香港 

エ．1 位 台湾   2 位 香港   3位 中国 

 

【問題３】 

現在の「日本最北端の地の碑」が建てられる前は、地元の郷土史愛好家が昭和 36 年（1961）に建てた

石柱が立っているだけでしたが、観光客の増加に伴って現在のようなスタイルに建て替えられました。そ

の年を書きなさい。（2点） 

 

【問題４】 

次の文中の空欄（ア）～（エ）に適切な言葉を書きなさい。（各 2点×４） 

“天北酪農の夜明け”を象徴している（ ア ）の台座は牧柵を、バルチック艦隊の宗

谷海峡通過にも備えていた 2階建ての監視所である旧海軍望楼は（ イ ）を、宗谷海

峡を最初に通過した欧州人の功績を顕彰するラ・ペルーズ顕彰記念碑は（ ウ ）を、

“水腫病”に薬効のあるものを飲むことなく亡くなった藩士達を悼んで建立された津軽藩

兵詰合の記念碑は（ エ ）を、それぞれ象（かたど）った形になっている。 

 

【問題５】 

宗谷丘陵フットパスの後半は、宗谷産のホタテの貝殻を敷いた「白い道」が整備されています。その長

さについて正しいものを、次の中から 1 つ選びなさい。（2点） 

ア．約 1km   イ．約 2km   ウ．約 3km   エ．約 5km 

 

 

 

 

 



【問題６】 

 写真の碑の正式名称を書きなさい。（2 点） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問題７】 

 稚内市映画北の桜守資料展示施設は、通称「北の桜守パーク」と呼ばれていますが、このように命名し

た人物の名前を書きなさい。（２点) 

 

【問題８】 

 市の中心から東へ 10 ㎞の位置にメグマ沼がありますが、「メグマ」はアイヌ語でどのような意味か、

次の中から１つ選びなさい。（1 点) 

ア．ウグイのいる   イ．主の住む   ウ．葦の茂る   エ．魚棚を並べたような 

 

【問題９】 

 稚内公園にある「南極観測樺太犬訓練記念碑」、製作者は誰か次の中から１つ選びなさい。（１点）                            

ア．峯孝   イ．加藤顕清   ウ．流政之   エ．本郷新 

 

【問題 10】 

 稚内では、大変珍しい爬虫類「コモチカナヘビ」が発見されていますが、発見されたのは、どのエリア

か、次の中から１つ選びなさい。（１点） 

ア．メグマ沼周辺   イ．宗谷岬周辺   ウ．稚内公園周辺   エ．大沼周辺 

 

【問題 11】 

 「九人の乙女の碑」に刻まれた、彼女たちの別れの言葉を、空欄に適語を入れて、完成させなさい。 

（2点） 

みなさん(          )。 さようなら さようなら 

 

 

 

 

 



【問題 12】 

 次の「氷雪の門」に関する記述の中で、誤っているものを次の中から１つ選びなさい。（１点） 

ア．樺太で亡くなった人々の慰霊のために、昭和 38年(1963)8 月 20に建立された。 

イ．碑は高さ 8mの望郷の門と高さ 2.4m の女性像からなっている。 

ウ．ブロンズ像には意味が込められており、足の間の波模様は風雪を表現している。 

エ．毎年 8 月 20 日に「氷雪の門・九人の乙女の碑 平和祈念祭」が行われている。 

 

【問題 13】 

ノシャップ岬の "ノシャップ"は、アイヌ語の"ノッ・シャム"が語源と言われている。 

どのような意味か？次の中から１つ選びなさい。（1 点） 

ア. 大事な場所への入り口   イ. 岩・岸   ウ. 岬のそば   エ. 冷たい水の川 

 

【問題 14】 

次の文章の空欄（ア）に入る語句を書きなさい。（2 点） 

稚内西海岸にある日帰り温泉施設、稚内温泉「( ア )」の館内は、船や稚内のシンボルである「稚

内港北防波堤ドーム」をイメージしており、観光客などにも大人気です。 

 

【問題 15】 

「稚内港」のシンボル的存在である、1931 年から 1936 年にかけ建設された建造物は何か？ 

次の中から１つ選びなさい。（1 点） 

ア. 稚内港北防波堤ドーム  イ. 稚内港フェリーターミナル 

ウ. コルサコフ広場     エ. KANE POPPO(カネポッポ) 

 

【問題 16】 

「カーリング場」を中心に多様なスポーツを楽しむことができる、2020 年 10 月にグランドオープン

したスポーツ施設の名称は何か？次の中から１つ選びなさい。（2 点） 

ア. わっかない氷雪の広場    イ. 稚内市総合体育館 

ウ. 稚内総合スポーツセンター  エ. 稚内市みどりスポーツパーク 

 

【問題 17】 

「ノシャップ岬」にある「稚内灯台」は、日本全国で何番目の高さであるか？次の中から１つ選びなさ

い。（1 点） 

ア. 日本で最も高い灯台である。  イ. 二番目に高い灯台である。 

ウ. 三番目に高い灯台である。   エ. 四番目に高い灯台である。 

 

 

 

 



【問題 18】 

稚内市内を会場に、ウォーキングをしながら地域の食、歴史、景観、自然などを体験していく観光客、

市民参加型のイベントが平成 30 年度からスタートしました。そのイベントの名称を書きなさい。（2 点） 

 

【問題 19】 

 冬の一大イベント「南極ハイランド」は、平成 22 年（2010）から会場を空港周辺から北埠頭（北防波

堤ドーム公園）に移し，北国の冬を子どもから大人まで楽しめるイベントへと変更されました。このイベ

ントの正式名称を書きなさい。（2点） 

 

【問題 20】 

 次のア～エは稚内の味覚です。それぞれ水揚げされる（収獲を迎える）時期を、次の中から（１）～（４）

にそれぞれ１つずつ選びなさい。（各 1 点×４） 

(1)春 (2)夏 (3)秋 (4)冬 

ア．トクビレ（八角）   イ．ホヤ   ウ．ハマボウフウ   エ．モズク 

 

【問題 21】 

 稚内の味覚である次の写真の魚の名前を書きなさい。（2点） 

 

 

 

 

 

 

 

【問題 22】 

稚内近海で採れるギンナンソウは、シャリシャリした歯触りと海草独特の新鮮な香りがたまらない魅

力です。稚内では、別名として何と呼ばれていたでしょうか。その名称を書きなさい。（2 点） 

 

【問題 23】 

次のア～イに当てはまる語句を書きなさい。（各 2点×２） 

稚内はミズダコの水揚量日本一であり，過去には道内の１割以上が（ ア ）で水揚げされ，（ ア ）

は「たこ組合」と呼称されていました。最近では，「タコの（ イ ）」として活きたままの大ダコの足

を急速冷凍し，線維に沿って薄くスライスしたものを野菜とともに食べるメニューが郷土料理店のメ

ニューにもなっています。 

 

 

 

 



【問題 24】 

セグロカモメとよく似ていますが、背の色が真っ黒で黄色いクチバシの先端に赤い斑点があるのが特

徴です。特に冬に多く目立つ、雑食性の大型鳥の名称を次の中から 1 つ選びなさい。（2点） 

ア．シロカモメ      イ．オオセグロカモメ 

ウ．ユリカモメ      エ．ウミネコ 

 

【問題 25】 

雪解けの頃、西稚内や恵北などをはじめ、市内のいたるところの湿地にミズバショウと並んで花開く春

の精です。湿った土地（谷地）に咲くことと、その葉がフキに似ていることから「ヤチブキ」とも呼ばれ

親しまれている花の名称を、次の中から 1つ選びなさい。（1 点） 

ア．エゾノリュウキンカ  イ．エゾゼンテイカ 

ウ．エゾスカシユリ    エ．ネムロコウホネ 

 

【問題 26】 

高さは 15cm から 30cm ほどですが、50cm くらいになるものもあります。アイヌ語では「アンラコ（黒

い花びらを持っているもの）」と呼ばれ、この黒い花びらは、潰して染料に用いられたともいいます。こ

の植物の名称を書きなさい。（2 点） 

 

【問題 27】 

秋の紅葉と赤い実が美しく、庭木や街路樹としてよく植えられています。木材が燃えにくいことからこ

の名前がつきました。“稚内市の木”に指定されている樹木の名称を、次の中から 1 つ選びなさい。（1点） 

ア．シラカンバ   イ．ナナカマド   ウ．アカエゾマツ   エ．ダケカンバ 

 

【問題 28】 

稚内には、地元の沿岸漁業と直結した水産学習を教科に取り入れた「産業教育実践校」として内外か

ら高く評価されている中学校があります。この中学校の名前を次の中から選びなさい。（１点） 

ア. 稚内南中学校   イ. 稚内中学校   ウ. 稚内東中学校   エ. 宗谷中学校 

 

【問題 29】 

次の文章の空欄（ア）に入る適切な数字を書きなさい。（2点） 

稚内では一年間に一頭あたり約 8, 000 ㎏の生乳を生産します。 生乳の年間生産量が（ ア ）kg 以

上となる乳牛には「スーパー・カウ」の称号が与えられます。 

 

【問題 30】 

次の文章は勇知いもに関する記述です。空欄（ア）に入る適切な言葉を書きなさい。（2点） 

明治末期に（ ア ）から宗谷へ持ち込まれた（ ア ）いもは勇知いもと呼ばれていました。この

勇知いもは後に「北星」と名付けられ、関西市場を駆け巡りました。 

 



【問題 31】 

漁法に関する次の記述のうち、正しくないものを一つ選びなさい。（１点） 

ア. イカには光に反応する習性（趨光性）があるので、満月の夜がイカ漁に適している。 

イ. ウニの漁は、ガラスの入ったのぞき箱で海中を確認しながらタモ網ですくい捕ることによって行

う。 

ウ. ミズダコ漁の主体は、樽を浮きにして延縄の先端に大型の針をつけて行うイサリ漁法である。 

エ. 宗谷沿岸のホタテ漁は地まき養殖方式であり、海底に作られたホタテガイの畑から桁網を使って漁

獲する。 

 

【問題 32】 

次の文章の空欄（ア）に入る適切な言葉を書きなさい。（１点） 

江戸時代に宗谷場所が開かれた頃から続くニシン漁は、昭和２８年の群来まで稚内経済を支えていま

した。ニシン漁が盛んだった頃は、春先になると、ニシン漁のために東北の各地から“（ ア ）“と呼ば

れる出稼ぎ漁夫がたくさん稚内に訪れました。 

 

【問題 33】 

宗谷地方の伝説に関する記述の中で、正しいものを次の中から１つ選びなさい。（1点） 

ア．稚内にある竜神沼と、礼文島にある姫沼の底はつながっているという伝説がある。 

イ．全道各地に残されているコロポックルの伝説によると、コロポックルは八尺を超え

る大きな体をしている。 

ウ．宗谷と富磯の中間あたりにわき出ているカネクロ沢の水で目を清めれば、どんな眼

病でも治るといわれている。 

エ．抜海にある「抜海岩」は、結ばれることのなかった男女が悲しみの果てに岩に姿を変

えたものだといわれている。 

 

【問題 34】 

稚内が登場する曲のタイトルと歌手の組のうち、正しくないものを次の中から 1つ選びなさい。（１点） 

ア. 『最北シネマ』 （松原健之）      イ. 『男の舟歌』 （吉幾三） 

ウ. 『管制塔（acoustic）』 （相対性理論）  エ. 『氷雪の門』 （畠山みどり） 

 

【問題 35】 

宗谷海峡の荒波と北の自然の厳しさを、太鼓によって表現した稚内の郷土芸能の名前を書きなさい。 

（２点） 

 

【問題 36】 

宗谷岬から樺太へ渡った日本の代表的探検家の苦難に満ちた探検行と波乱にとんだ生涯を情熱的に描

写した、作家・吉村昭による著作の題名を書きなさい。（2点） 

 



【問題 37】 

稚内地域の説明として誤っているものを、次の中から一つ選びなさい。（1 点） 

ア．後ろ(奥の方、山の方)にある川を意味するアイヌ語「マクン・ペツ」に漢字をあてた「幕別」

の地名は、現在は「恵北」に改名され、「幕別」の名前は川の名前としてだけ残っている。 

イ．「サロベツ」や「クトネベツ」など、「…ベツ」と付く地名がある。この「ベツ」はアイヌ語に

由来しており、「川」を意味している。 

ウ．オネトマナイの北部に位置する字名である「ユークル」は、永田地名解によると「鹿の名」を

意味するアイヌ語「ユク・ル」に由来している。 

エ．稚内市と猿払村の境に位置する土地「東浦」は、以前は「珊内」と呼ばれていた。 

 

【問題 38】 

下の表は、稚内のいくつかの地名の由来についてまとめたものである。空欄（ ア ）～（ ウ ）に

適切な言葉を書きなさい。（各 2 点×3） 

＜現在の地名＞ ＜元になったアイヌ語＞ ＜そのアイヌ語の意味＞ 

( ア ) パッカイ・ペ 子を背負うもの 

稚内 ヤム・ワッカ・ナイ （ イ ） 

（ ウ ） ウェントマリ・ソーヤ 悪い(泊)・岩礁 

 

【問題 39】 

下の「北海道方言／標準語対照表」を完成させたい。空欄（ 1 ）～（ 3 ）に適切な言葉を書きな

さい。（各 2点×3） 

＜北海道方言＞ ＜標準語＞ 

（ 1 ） 冷たい 

メンコイ （ 2 ） 

（ 3 ） かもめ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【問題 40】 

下の表の（1）～（3）に、北海道の歴史・文化区分としてもっとも適切なものを次の中から 1つずつ選

びなさい。（各 1点×3） 

ア．オホーツク   イ. トビニタイ   ウ. 続縄文   エ. 擦文   オ. 土師器 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問題 41】 

 5～10 世紀にかけて樺太から千島列島南部にかけて栄えた文化の名称を書きなさい。この文化では食

料は海に依存し、網を用いてニシンなどを捕っていました。住居は竪穴式、稚内におけるこの時代の遺跡

としては、オンコロマナイ遺跡やオニキリベツ貝塚などがあります。（2点） 

 

【問題 42】 

次の江戸幕府による蝦夷開発に関する記載の中で、誤っているものを 1つ選びなさい。（１点） 

ア．樺太を探検した最上徳内は、在勤中に見聞きしたことを『北夷談』にまとめました。 

イ．伊能忠敬の蝦夷地測量を引き継ぎ、大日本沿海輿地全図（よちぜんず）の北海道部分を完成したの

は、弟子の間宮林蔵でした。 

ウ．幕府から北方警備を命じられ、文化５年（1808 年）から「北の防人」として宗谷・樺太・利尻の

守備に従事したのは会津藩の藩士たちでした。 

エ．宗谷海峡を発見したフランスの探検家ラ・ペルーズは、宗谷海峡を「ラ・ペールズ海峡」と名付け、

彼の探検家としての名声とともに世界地図に残されています。 

 

 

 

 



【問題 43】 

次の海運業の発展に関する記載の中で、正しいものを 1 つ選びなさい。（１点） 

宗谷海峡に新しい海運の幕開けを見せた明治 18 年（1885 年）、小樽港を起点に利尻・礼文・宗谷およ

び焼尻に航路を開設した海運会社は何ですか。 

ア．日本郵船（株）  イ．小樽海運（株）  ウ．稚内汽船  エ．宗谷郵船 

 

【問題 44】 

次の明治時代の水産業に関する記載の中で、正しいものを 1 つ選びなさい。（１点） 

明治 24年（1891 年）、岩谷松平はウエンナイ（現潮見１丁目）に水産工場を建て、漁労の北市藤七が

責任者となり、クサンル（現大黒町）に漁師を定住させて作った集落を何と呼びましたか。 

ア．岩谷部落  イ．藤七部落  ウ．鯨部落  エ．鰊部落 

 

【問題 45】 

次の明治・大正時代の稚内に関する記載の中で、誤っているものを 1 つ選びなさい。（１点） 

ア．大正３年（1914 年）、「秋田木材株式会社」は、声問から稚内市街地までの夜間送電に成功するな

ど、稚内の文化生活の向上に貢献しました。 

イ．浜勇知は、稚内港が閉鎖されるときの陸揚げの重要な基地でした。 

ウ．稚斗航路（稚内～本斗＝現ネベリスク）は、大正 13 年（1924 年）に「鈴谷丸」の運航により開航

しました。 

エ．明治 38 年（1905 年）日露戦争の終結後、留萌・稚内（寄港）・樺太間の定期航路開設に伴い稚内

港の整備に対する運動が活発になりました。 

 

【問題 46】 

水平線上に真っ白い影が浮かび上がり、その影が白いビルや町並みのように見えることがあります。こ

の現象を何というか次の中から１つ選びなさい。（2 点） 

ア．ブロッキング現象  イ．蜃気楼   ウ．エルニーニョ現象   エ．幻氷 

 

【問題 47】 

夏至の日に日本で一番昼間（日照時間）が長いのが、最北の稚内です。何時間何分になるか、次の中か

ら 1つ選びなさい。（2 点） 

ア．13時間 40 分   イ．14時間 40 分   ウ．15時間 40 分   エ．16 時間 40 分 

 

【問題 48】 

次の文章（ア）に入る適切な言葉を書きなさい。（2 点） 

北日本汽船は、昭和 9年から利尻、礼文、稚内のいわゆる「（  ア  ）」を開設したことで、最北の

経済発展に大きな功績を残してきました。 

 

 



【問題 49】 

日本語の「ありがとう」に相当するロシア語を書きなさい。(2点) 

 

【問題 50】 

サロベツ原野から約 10 ㎞ほど内陸に入ったところにある、大正 15 年（1926）の石油試掘の際、天然

ガスとともに噴出してできた温泉の通称を、次の選択肢ア～エの中から１つ選びなさい。（2点） 

ア．道後温泉   イ．利尻富士温泉   ウ．豊富温泉   エ．登別温泉 

 

 


