
令和 2 年度 稚内観光マイスター検定上級試験問題 

 

【問題１】 

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、国別では 1 位が台湾、2 位は香港、

そして 3 位が中国で、上位 3 カ国が全体の約 6 割を占めています。稚内市の令和元年度訪日外国人宿泊

延数の国別の人数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。（2 点） 

ア．台湾の人数は、香港と中国を合わせた人数より多い。 

イ．台湾は 5 千人台、香港は 4 千人台、中国は 2 千人台である。 

ウ．台湾は 4 千人台、香港は 3 千人台、中国は 2 千人台である。 

エ．台湾は 5 千人台、香港は 3 千人台、中国は 2 千人台である。 

 

【問題２】 

宗谷岬及びその周辺についての次の記述の中で、正しいものを次の中から 1 つ選びなさい。（1 点） 

ア．コーヒー豆をかたどった会津藩兵詰合の記念碑がある。 

イ．全国的にも知られている郷土の歌「流氷とけて」の音楽碑がある。 

ウ．北緯 45 度 31 分 22 秒に位置する「日本最北端の地の碑」がある。 

エ．船の錨（いかり）をかたどった「ラ・ペルーズ顕彰記念碑」がある｡ 

 

【問題３】 

次の文中の空欄（ ア ）に当てはまる数値を書きなさい。（1 点） 

祈りの塔は、大韓航空機撃墜事件の遭難者慰霊と世界平和を願って建てられた。

（ ア ）メートルの高さは事故発生年を、16 枚の羽は遭難者の母国数を、269 枚使わ

れている白御影石は遭難者の数を表している。 

 

【問題４】 

 次の文中の空欄（ア）～（ウ）に適切な言葉を書きなさい。 （2 点×３） 

（ ア ）は長い年月をかけ土が凍っては融け、融けては凍るという現象を繰り返し、斜面の上の土がえ

ぐり取られ、下の谷に積み重なって出来上がっています。この地形を（ イ ）と言い、そこを縫う宗谷

岬牧場から第一清浜の道路からは日本離れした雄大な景色を楽しむことができ、（ ウ ）にも選定され

ています。 

 

 

 

 

 

 

 



【問題 5】 

 写真は何の植物の群落か書きなさい。（2 点） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問題 6】 

 稚内空港周辺地区について書かれた記述の中で、正しいものを次の中から１つ選びなさい。（1 点) 

ア．稚内空港は昭和 35 年(1960)に 2,000ｍの滑走路を持つ空港としてスタートした。 

イ．メグマ沼は昭和 60 年、朝日新聞社が主催した「北海道自然百選」で 15 位にランクされた。 

ウ．北海道立宗谷ふれあい公園は 3 つのゾーンがあり、それぞれのテーマに合わせて楽しめる。 

エ．北の桜守パークは映画に登場した、実在の古民家を活用した映画資料展示施設である。 

 

【問題 7】 

 開基百年記念塔について書かれた次の記述の中で、正しいものを次の中から１つ選びなさい（１点） 

ア．昭和 50 年(1975)に稚内「開基百年」と市政施行 30 年を記念して建設された。 

イ．総工費 6 億 4 千万円を投じて建設された。 

ウ．塔の下から 70ｍの高さの位置に 4 面ガラス張りの定員 45 名の展望台がある。 

エ．4 月末から 10 月までの期間は夜間ライトアップが行われている。 

 

【問題 8】 

 毎年春と秋、大沼には多くの白鳥が飛来しますが、昭和 63 年(1988)に餌づけを始める等、様々な努力

をし、白鳥飛来のきっかけを作った人物の愛称を書きなさい。（1 点） 

 

 

 

 

 

 

 

 



【問題 9】 

 稚内公園にある行幸啓記念碑には、昭和 43 年(1968)に来稚された、昭和天皇・皇后両陛下が、後日お

詠みになられた御製・御歌が刻まれています。下記の空欄に共通して入る語句を書きなさい。（2 点） 

御製（天皇） 

（    ）に命をすてし たおやめの 

心思えば胸 せまりくる 

 

御歌(皇后） 

（    ）につゆと消えたる 乙女らの 

みたまやすかれと ただいのりぬる 

 

【問題 10】 

 写真の碑の正式名称を書きなさい。(2 点) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問題 11】 

 稚内公園にないものを次の中から１つ選びなさい。（2 点） 

ア．稚内市北方植物園   イ．教學の碑   ウ．宮沢賢治文学碑   エ．北方記念館 

 

【問題 12】 

「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

意味か書きなさい。（2 点） 

 

【問題 13】 

稚内西海岸にある日帰り温泉施設の名称を書きなさい。（1 点） 

 

【問題 14】 

「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正式名称を書きなさい。（2 点） 

 

 



【問題 15】 

稚内副港市場 2 階にある、明治以降の樺太とそこに生きた人々の姿を紹介している施設の正式名称を

書きなさい。（2 点） 

 

【問題 16】 

第 50 回大会（2010 年）以降の「稚内みなと南極祭り」において実施されている「おどり」を２つ書き

なさい。（各 2 点×２） 

 

【問題 17】 

稚内市では、市制施行 70 年の節目となる平成 30 年に、前身の「平和マラソン大会」にフルマラソン

の部を新設し、新たな大会へと生まれ変わりました。その大会の正式名称を書きなさい。（2 点） 

 

【問題 18】 

 つぎの文中のア～ウに適切な言葉を書きなさい。（各 2 点×３） 

ホタテガイは、18-28 本の放射状のラインが扇のように広がるところから「（ ア ）」の名でも呼ばれ

ています。生食はもとより、一度湯がいて干したものは、「（ イ ）」のといい高級珍味として食べられ

るほか、最近は急速冷凍した「（ ウ ）」も市内で販売されています。 

 

【問題 19】 

磯釣りの太公望を最も喜ばせるソイは、地元では「北海道の○○○」として珍重されています。当ては

まる愛称を次の中から 1 つ選びなさい。（１点） 

ア 北海道のヒラメ   イ 北海道のフカヒレ   ウ 北海道のキンキ   エ 北海道のタイ 

 

【問題 20】 

 稚内牛乳は一般的な牛乳とは異なり、低温殺菌をしていますが、その温度と殺菌時間について正しいも

のを、次の中から 1 つ選びなさい。（2 点） 

ア ６５℃で３０分   イ ８０℃で３０分   ウ ６５℃で８０分   エ ８０℃で８０分 

 

【問題 21】 

「毛ガニ」はこげ茶色の密毛で覆われ、足が５対（10 本）の正統派のカニです。毛ガニの「本名」は

何でしょうか。次の中から１つ選びなさい。（2 点） 

ア オオアワカニ   イ オオヒエガニ   ウ オオクリガニ   エ オオカキガニ 

 

【問題 22】 

 アイヌ語名で「ケマ（脚）・コシネ（軽い）・カムイ（神）」とも言われ、最も多くみかけられる野生動

物の名称を書きなさい。（2 点） 

 

 



【問題 23】 

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 24】 

高さ 1ｍから 3ｍにもなる巨大な植物で、沿道にもたくさん見られます。ヌッと立つその姿が初めて見

る人にはぶきみな感じすら与えます。北海道の山野に多く、特に道北の原野の景観を特徴づける、この植

物の名称を書きなさい。（1 点） 

 

【問題 25】 

本州ではイチイといわれ、短歌でアララギというのもこの木のことです。秋になると赤くて甘い実をつ

け、家具や木彫にもよく使わ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．トドマツ    イ．ミズナラ    ウ．オンコ    エ．エゾヤマサクラ 

 

【問題 26】 

稚内増幌地区にある福沢農場は、明治 35 年（1902）に開設された由緒ある農場です。この福沢農場

の名が全国に知られるようになったのは、明治 40 年代にバターの製造をはじめて、東京方面に出荷さ

れるようになったからです。このバターの名称を書きなさい。（2 点） 

 

【問題 27】 

明治末期に樺太から宗谷へ持ち込まれた樺太いもは、稚内では勇知いもと呼ばれ、改良を重ね生産量も

増大し、昭和初期には稚内の特産物として全国にその名を知られるようになりました。東京や大阪へ出荷

されるようになったときに名づけられた名称（別名でも可）を書きなさい。（１点） 

 

【問題 28】 

 宗谷地方におけるミズダコの主な漁法は、昭和３０年代に宗谷漁協青年部を中心として開発されたも

のです。この漁法の名前を書きなさい。（2 点） 

 

【問題 29】 

抜海岩にまつわる伝説に関する次の記述の空欄にあてはまる地名を書きなさい。（1 点） 

( ア )アイヌと宗谷アイヌの間に繰り広げられた激しい戦いの応援に来た礼文アイ

ヌ。その若者ワカルパは、（ ア ）アイヌ一の美女モナシノウクと恋に落ち、子供まで

できたため、ほかの礼文アイヌはてっきり二人が一緒になるものと思い、彼を残して礼

文へと引き揚げてしまいました。しかし生まれ育った礼文が恋しくなったワカルパはあ

る夜、一人でこっそりと礼文へ帰ってしまったのです。残された妻と子は、悲しみに暮

れ礼文を望む小高い丘に登りただひたすら夫の帰りを待つようになりました。 

 



【問題 30】 

次の文章の空欄にあてはまる曲名を書きなさい。（2 点） 

さわやかなメロディーで最果ての地を歌った『( ア )』は、ＮＨＫのテレビとラジ

オによる番組“みんなのうた”で紹介され、全国的なヒット曲となりました。 

 

【問題 31】 

その清水で目を清めればどんな眼病でも治るといわれている、宗谷と富磯の間に位置している沢の名

前を答えなさい。（2 点） 

 

【問題 32】 

次の文学作品の中から、間宮林蔵の探検偉業を主題として書かれたものを 1 つ選びなさい。（１点） 

ア. 『海峡』（寒川光太郎）   イ. 『風の砦』（原田康子） 

ウ. 『北の岬』（辻邦夫）    エ. 『天北原野』（三浦綾子） 

 

【問題 33】 

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 ) ユク・ル 鹿の路 

稚内 （ イ ） 冷たい水の出る沢 

サラキトマナイ サルキ・ト・オマ・ナイ （ ウ ） 

 

【問題 34】 

下の「北海道方言／標準語対照表」を完成させたい。空欄（ 1 ）～（ 3 ）に入る適当なものを、

下の選択肢からそれぞれ１つずつ選びなさい。（各 1 点×3） 

＜北海道方言＞ ＜標準語＞ 

（ 1 ） バフンウニ 

マカス （ 2 ） 

（ 3 ） だだをこねる 

 

 ア．ゴンボホル   イ．アキアジ    ウ．ガンゼ      エ．ホッチャレ 

 オ．こぼす     カ．くっつく    キ．いじる、触る   ク．引っかく 

 

【問題 35】 

 5～10 世紀にかけて、稚内を含むオホーツク海沿岸にはオホーツク文化が栄えました。その時代の遺跡

として稚内市内に残っているものを次の中から 1 つ選びなさい。（1 点） 

ア. モヨロ貝塚  イ. シュンプトー遺跡  ウ. 弁天島貝塚  エ. オンコロマナイ遺跡 

 



【問題 36】 

 アイヌ文化期の遺跡である「チャシ」の説明として適当なものを次の中から 1 つ選びなさい。（1 点） 

ア. 掘立柱式の平地式住居        イ. 戦いのための砦 

ウ. 歴史的事件を回顧した叙事詩     エ. 越年用の食料を蓄える倉 

 

【問題 37】 

 寛文 9 年（1669 年）にシャクシャインの戦いが起こりました。その戦いに宗谷や天塩のアイヌは立ち

上がらなかったと記した史書を次の中から 1 つ選びなさい。（1 点） 

ア. 津軽一統志    イ. 正保御国絵図    ウ. 蝦夷道中記    エ. 夷諺俗話 

 

【問題 38】 

 北前船の説明として誤っているものを次の中から 1 つ選びなさい。（1 点） 

ア. 宗谷や礼文にも立ち寄った       イ. 弁財船と呼ばれるタイプの船が使われた 

ウ. 近江の船乗りたちが輸送を担った    エ. 蝦夷の〆粕が重要な積荷であった 

 

【問題 39】 

 アイヌが中国（清朝）との交易から和人にもたらした華麗な絹織物で、宗谷場所が設けられた際には、

松前藩が幕府献上品として藩主以外の取引を禁じた衣服の名称を書きなさい。（2 点） 

 

【問題 40】 

 北方警備のため宗谷で越冬中であった、文化５年（1808 年）2 月に樺太踏査の命を受けた幕吏の名前

を書きなさい。（２点） 

 

【問題 41】 

次の文章は明治時代の水産業に関する記述です。空欄の（ア）に入れるのに適切な言葉を書きなさい。 

（２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（ ア ）と呼ばれ

た集落を作りました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【問題 42】 

次の明治の大火に関する記載の中で、誤っているものを一つ選びなさい。（１点） 

ア．明治 44 年（1911 年）全道的に雨らしい雨も降らず、至るところで山火事が起きまし

た。宗谷でも稚内市街、宗谷村、枝幸市街の３か所で大火が発生しました。 

イ．稚内市街の大火は、天塩方面の火入れが原因となった山火事が、南西の風にあおられて

燃え広がったといわれています。 

ウ．当時の河野町長は自ら町長室にとどまり、重要書類を地下に埋めましたが戸籍台帳しか

残りませんでした。 

エ．宗谷村でも７１戸が焼失しましたが、宗谷岬灯台は難を逃れました。 

 

【問題 43】 

 次の文章は、JR 稚内駅の様子を述べています。（ア）、（イ）に入れるのに適当な言葉を書きなさい。 

（各 2 点×2） 

JR 稚内駅のプラットホームのはずれに、木製の小さな目立たない看板が立っていて、その看板には、

『最南端「九州・（  ア  ）線（  イ  ）駅」から北へ伸びる線路はここが終点です』と書かれ

ています。 

 

【問題 44】 

次の文中の空欄（ 1 ）～（ 3 ）に適切な言葉を次の中から 1 つ選びなさい。（各 1 点×3） 

昭和 20 年（1945）8 月 13 日から「本土緊急疎開要綱」に基づいて、樺太住民の内地への避難が始

まりました。「（ 1 ）」が（ 2 ）を出発しましたが、8 月 23 日にソ連が「（ 3 ）」を出したため、

翌日に稚内に入港した「（ 1 ）」が疎開第一船であり、疎開最終船となりました。 

 

ア. 対馬丸     イ. 大泊       ウ. 緊急事態宣言      エ. 宗谷丸    

オ.鈴谷丸      カ. 航行禁止命令   キ. 本斗          ク. 鴛泊    

 

【問題 45】 

北防波堤ドームについて述べた次の文章の空欄（ ア ）～（ ウ ）に適切な言葉を書きなさい。 

（各 1 点×3） 

稚内港では、北方交通の要衝として防波堤などの港の整備が急がれていましたが、四季を通じて強

風が吹き波が高いこの地では、防波堤ケーソンが高波で倒壊するなど思うように工事が進まない状態

が続いていました。 

そんなとき、若き技師が赴任してきました。（ ア ）大学を卒業してわずか 3 年目の（ イ ）氏

だったのです。（ イ ）氏が設計した北防波堤ドームは、平成 13 年 10 月に「（ ウ ）」に指定され

ました。 

 

 

 



【問題 46】 

稚内市近隣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。（2 点） 

ア．稚内西海岸から 19km ほど隔てた日本海に位置する利尻島は、その名は「リ・シリ」という

「高い島」を意味するアイヌ語に由来する地名である。 

イ．ロシア連邦の極東の「サハリン」島は、宗谷岬の北方 43km に位置しており、北海道の 9 割程

度の大きさを誇る。  

ウ．サハリンで生産される天然ガス・石油は世界の産業資源となっており、「サハリン大陸棚石油

ガス開発プロジェクト」はサハリンの経済発展のけん引力となっている。 

エ．北オホーツク道立公園の中心である「屈斜路湖」は、環境庁国設鳥獣保護区やラムサール条約に

も指定されている。 

 

【問題 47】 

下の「ロシア語／日本語対応表」を完成させたい。空欄（ 1 ）～（ 3 ）に入る適当なものを書き

なさい。（各 2 点×3） 

＜ロシア語＞ ＜日本語＞ 

ズドラーストヴィチェ （ 1 ） 

（ 2 ） ありがとう 

ダ・スヴィダーニヤ （ 3 ） 

 


