
令和 3 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。（ 2 点）  

ア．令和元年度の訪日外国人宿泊延数は、台湾と香港と中国が全て 3000 人以上だった。 

イ．「宗谷岬灯台」に霧信号所が併設されていたが 2009（平成 21）年 3 月に廃止され

た。  

ウ．「旧藩士の墓」には秋田藩士が葬られている。   

エ．イギリス発祥のフットパスとは、Foot（フット）のできる Path（小径）のこと。  

 

【問題 2】  

「間宮林蔵の立像」が肩に掛けている測量用具の名称を、次の中から１つ選びなさい。

（1 点）  

ア．縄索     イ．経緯儀     ウ．測距儀     エ．箱尺  

 

【問題 3】  

次の文中の空欄（ア）～（ウ）に適切な言葉を書きなさい。（2 点×３）  

宗谷岬公園の一角にある、“宮沢賢治”の文語詩『（  ア  ）』の一節を記した文学

碑を建立した「宗谷（  イ  ）宗谷会」の人達は、この碑を「（  ウ  ）記念碑」

と命名した。  

 

【問題 4】  

明治の中頃までは森林が生い茂っていた宗谷丘陵が今では一面ササに覆われているの

はある出来事が原因である。それと同じ原因で必要になったと言えるものを、次の中から

１つ選びなさい。（1 点）  

ア．「宗谷厳島神社」の移築（ 1970 年）    イ．「宗谷護国寺」の再建（1950 年）      

ウ．「旧藩士の墓」の移築（1957 年）     エ．「宗谷岬神社」の再建（1914 年）  

 

 

 

 

 

 

 



【問題 5】  

 この施設の正式名称を書きなさい。（2 点）  

 

【問題 6】  

 大沼はかつて「シュプントー」という呼ばれ方をされていたこともありますが、「シュプ

ントー」とはアイヌ語でどのような意味があるか次の中から１つ選びなさい。  （１点）  

ア．蛇多きところ  

イ．葦の多き沼  

ウ．大きなイタドリが生えているところ   

エ．ウグイのいる沼  

 

【問題 7】  

メグマ海岸に沿って、一定の高さより伸びない植物、ミズナラの大群落がありますが、

ミズナラは何科の植物か書きなさい。（ 2 点）  

 

【問題 8】  

 稚内空港周辺に関する記述の中で、誤っているものを１つ選びなさい。   （2 点 ) 

ア．メグマ沼周辺では、大変珍しい爬虫類コモチカナヘビが発見されている。  

イ．大沼周辺は、昭和 49 年（1974）に国の自然景観保護地区に指定されている。  

ウ．大沼は最も深いところでも 1.5ｍ位しかない汽水
き す い

性の沼である。  

エ．北海道立宗谷ふれあい公園には 6 つのゾーンがあり、それぞれのテーマで楽しめる。 

 

【問題 9】  

 開基百年記念式典にご出席された、昭和天皇・皇后両陛下が浜森市長から、九人の乙女

の悲話をお聞きになり、後日、この時のご感銘を詩に詠まれましたが、その御製・御歌が

刻まれている記念碑の名称を書きなさい。（2 点）  



 

【問題 10】  

南極観測樺太犬訓練記念碑の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 11】  

開基百年記念塔について書かれた記述の中で間違っているものを１つ選びなさい。（ 2 点） 

ア．1 階・2 階部分の「北方記念館」は、平成 21 年にリニューアルされた。 

イ．7 月から 10 月の間はライトアップされ、塔の美しい姿を楽しむことが

できる。  

ウ．塔の下から 70m の高さに位置する展望台の定員は 45 人である。  

エ．塔の前庭には自由美術家協会々員の峯
みね

孝
たかし

氏の彫刻「出
で

」がある。  

 

【問題 12】  

ノシャップ岬は夕日の名所としても知られています。昭和 60 年（1985）から、日の入

り時刻表を設置して日々変わる日の入り時刻をお知らせしています。日の入り時刻につい

て正しい組み合わせを次の中から 1 つ選びなさい。（1 点）  

ア．最も早いのは 11 月から 12 月にかけて、最も遅いのは 6 月から 7 月にかけて  

イ．最も早いのは 11 月から 12 月にかけて、最も遅いのは 7 月から 8 月にかけて  

ウ．最も早いのは 12 月から 1 月にかけて、最も遅いのは 6 月から 7 月にかけて  

エ．最も早いのは 12 月から 1 月にかけて、最も遅いのは 7 月から 8 月にかけて  

 

【問題 13】  

令和 2 年（2020）には新造船が利尻・礼文航路に就航しています。その船名は利尻島に

自生する植物にちなみ、その植物を指す外国語（スペイン語）から命名されました。船名

と、その植物の名称を書きなさい。（2 点×2）  

 

【問題 14】  

令和 2 年（2020）5 月 29 日、昭和を代表する大横綱にまつわる記念碑が建立され、同日

稚内市に寄贈されました。この記念碑の名称を書きなさい。（2 点）  

 

【問題 15】  

ナマコは、少しグロテスクな面持ちですが、外国ではその面持ちから「海の○○」と呼

ばれています。海の何と呼ばれているか、書きなさい。（ 2 点）  

 

 



【問題 16】  

 稚内みなと南極まつりの母体である、「稚内南極まつり」は、昭和 39 年地元出身の歌手

が歌った「南極音頭」がレコード化され、これに踊りの振りが付けられて誕生しました。

この地元出身の歌手の名前を書きなさい。（2 点）  

 

【問題 17】  

 コマイは、別名カンカイとも呼ばれ、淡白な味わいで塩干ししたものは酒の肴としても

喜ばれています。このコマイを漢字で書きなさい。（2 点）  

 

【問題 18】  

次の文中の空欄（ア）～（エ）に適切な言葉を書きなさい。（2 点×4）  

「イカナゴ」は、スズキ目イカナゴ科に分類され、稚魚の時に何の子ども（稚魚）

であるか解らないので「（  ア  ）」と言われたところからイカナゴと呼ばれるように

なったと言われています。地方によって様々な呼称がありますが，稚内では

「（  イ  ）」と呼ばれています。  

イカナゴには、健康によいＥＰＨ、ＤＨＡをはじめ、タウリンの含有量は、他の青

魚の中でも群を抜いて多くふくまれ、ブランド化や販路拡大に取り組んだ結果、地元

で加工された（  ウ  ）や伊達巻風のカマボコ等が製品化され、道内の学校給食で採

用された他、平成 21 年度には、かば焼の（  エ  ）やフライ等の全国販売が開始さ

れるなどしました。  

 

【問題 19】  

次の文中の空欄（ア）入るに適切な言葉を書きなさい（2 点）  

この動物は、北半球に広く分布しており、北海道と北方四島のいずれかにだけ生息

しています。アイヌ語では「（  ア  ）」、すなわち“山に在る神”という意味です。  

 

【問題 20】  

宗谷岬から北西約 2 キロメートルの海上に浮かぶ周囲 300 メートルの小島には、岩肌が

見えなくなるほどトドが群れなしていたということで、トド岩とも呼ばれています。この

島の名称を書きなさい（2 点）  

 

 

 

 

 



【問題 21】  

エゾカンゾウと言った方が一般的で、食用にもされましたが食べ過ぎるともの忘れする

と言われている、ダイダイ色の背が高い花を付けて群生するユリ科の美しい花の名称を、

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．エゾエンゴサク  

 

【問題 22】  

本州ではイチイと言い、短歌でアララギと言うのもこの木のことです。家具や木彫にも

よく使われている、この樹木の北海道独特の呼び名を書きなさい。（2 点）  

 

【問題 23】  

下勇知で酪農を営む寺本幸男さんが乳量日本一を 3 度目に記録した乳牛の名前を答えよ。

（1 点）  

ア．スーパーカウ号   イ．クリスチナ号   ウ．ベライル号   エ．プレステージ号  

 

【問題 24】  

次の文中の空欄（  ア  ）に入る言葉を書きなさい。（2 点）  

戦後、漁業改革によって漁業界は息を吹き返し、昭和３０年には（  ア  ）、又一、

林兼、開洋、豊洋の５工場時代と呼ばれる黄金期を迎えました。  

 

【問題 25】  

北海道ではホッキガイと呼ばれる貝類の別名（標準和名）を答えなさい。（2 点）  

 

【問題 26】  

道道稚内・天塩線から夕日が丘展望台へ向かう道路の中腹から、急斜面を上り詰めたと

ころに坂の下神社があります。神社横には軍旗奉焼の地の石碑と、神秘的な沼があります。

毎年、ニシン場どきになると現れていた一人の老人は人々に何の神様と呼ばれていたか答

えなさい。（2 点）  

 

【問題 27】  

稚内にまつわる文学について、作家と作品名の組合せとして不適切なものを選びなさい。

（2 点）  

ア．西村京太郎  ―『黙示録殺人事件』   イ．内田康夫  ―『氷雪の殺人』  

ウ．吉村昭  ―『間宮林蔵』        エ．大江健三郎  ―『青年の汚名』  



 

【問題 28】  

『出船の港』を作詞し、昭和初期の利尻島出身で戦後兄弟の住む稚内に疎開したことも

あり、この地方の歌詞を多く残した、この作詞家を、次の選択肢の中から選びなさい。  

（1 点）  

ア．時雨音羽    イ．山中晋三    ウ．中山晋平    エ．鳥羽一郎  

 

【問題 29】  

 次の地名の由来に関する文章における空欄を埋めよ。 (2 点 ) 

稚内半島の東側に、シュルコマナイという名前の川があります。シュルコマナイと

は、アイヌ語で「（   ）がある川」という意味である。  

 

【問題 30】  

次の言葉とその意味の組み合わせのうち、誤っているものを選べ。（1 点）  

ア．オットイ  – 弟       イ．フレップ  －  コケモモ  

ウ．タクランケ  －  ばか者    エ．ゴメ– かもめ  

 

【問題 31】  

北海道の先史時代における①縄文文化、②続縄文文化、③擦文文化、④オホーツク文化

それぞれの説明として適切なものを次の中から 1 つずつ選びなさい。（ 1 点×4＝4 点）  

ア．樺太で発祥し、海に依存して生活する文化で、網を用いてニシンなどを捕ってい

ました。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

ベツ遺跡があります。  

イ．北海道最後の土器文化で、木のヘラで刷毛目が付けられた土器を用いていました。

稚内では、シュプントー遺跡など、大沼周辺や西海岸にこの時代の多数の竪穴住

居跡が残されています。  

ウ．人々は狩猟・漁労で得た食料で生活していましたが、この時代になって食物の煮

炊きをすることができるようになりました。稚内では宗谷岬のオニキリベツ川の

川筋にこの文化の遺跡があります。  

エ．本州で米作りの文化「弥生文化」が栄えていましたが、北海道ではまだ狩猟・漁

労・採集による生活が続いていました。稚内ではこの時代の土器が声問川大曲遺

跡で発掘されています。  

 

 



【問題 32】  

松前藩は大地震や 8 代藩主・道広の浪費から財政難に陥り、安永 4 年（1775 年）に宗谷

場所などの直轄地を蝦夷松の伐採業者に引き渡しました。その伐採業者の氏名を書きなさ

い。（2 点）  

 

【問題 33】  

『津軽一統志』の中で「宗谷や天塩のアイヌは立ち上がらなかった」と記された戦いで、

商場知行制による交易の不自由や不利な交換比率を不満としてアイヌが蜂起した戦いは何

か書きなさい。（ 2 点）  

 

【問題 34】  

宗谷アイヌや樺太アイヌが宗谷海峡を挟んで交易を行う際に使われ、丸木を繰り彫りし

て船底とし、木の皮の繊維、桜の木の皮、あるいは鯨の髭で板を綴りつけてつくった船を

アイヌ語で何というか、書きなさい。（２点）  

 

【問題 35】  

次の幕府による蝦夷開発に関する記載の中で、誤っているものを一つ選びなさい。（1 点） 

ア．最上徳内は、天明の蝦夷探検の様子を『蝦夷草紙』として書き、文化６年（ 1809 年）

９回にわたり蝦夷地や北方領土を探検しました。  

イ．天明５年（1785 年）江戸幕府の老中田沼意次は、蝦夷地の調査に５名の普請役と６

名の下役を派遣しました。その下役には若かりし最上徳内もいました。  

ウ．老中松平定信が実権を握ると蝦夷地開発は中止となり、最上徳内も入牢しましたが、

恩師本多利明により釈放され、寛政２年（ 1790 年）には無罪となりました。  

エ．『蝦夷草紙』の筆写本を参考に照井荘助氏が書いた、昭和 49 年（1974 年）発行『天

明蝦夷探検始末記』には、「寒気試み」としてソウヤに残った見聞隊が次々と倒れてい

く様子が記されています。  

 

【問題 36】  

次の文章は幕末の宗谷に関する記述です。空欄の（ア）・（イ）に入れるのに適切な語を

書きなさい。（２点×２）  

 安政元年（ 1854 年）、松前藩、津軽藩、南部藩、仙台藩、秋田藩に蝦夷地警衛が命じ

られ、宗谷を担当した秋田藩は、越冬のために増毛に元陣屋を、宗谷に（  ア  ）陣屋

を設けるように命じられました。安政３年（ 1856 年）宗谷に在勤していた幕吏の様子

が松浦武四郎の『（  イ  ）日記』に記されています。  



 

【問題 37】  

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 38】  

次の学校創設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．大正 12 年（1923 年）４月、「庁立稚内中学校」として初の中学校入学式が行われ

ました。  

イ．「稚内尋常高等小学校」は、明治 39 年（1906 年）に「稚内実業補習学校」、大正

12 年（1923 年）に「町立稚内実科高等女学院」が付設されました。  

ウ．この北見学舎は、明治 22 年（1889 年）11 月には官許を得て、修業年限３カ年の

「稚内尋常小学校」が開校しました。  

エ．稚内の学校は、明治 21 年（1888 年）中村齢助による「寺子屋式私塾」の開設が

始まりで、明治 22 年（1889 年）には佐賀徹郎が私塾北見学舎を開設しました。  

 

【問題 39】  

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。（2 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 40】  

次の港湾施設の整備に関する記載の中で、誤っているものを一つ選びなさい。（2 点）  

ア．明治 38 年（1905 年）の日露戦争の終結にともない南樺太が我が国の領有と

なった後、小樽～樺太間の定期航路開設で稚内港は重要な連絡港となりました。 

イ．稚内港築港事業は、大正９年（ 1920 年）～昭和元年（1926 年）「第一期拓殖

計画」の中で、現在の北防波堤の一部と北埠頭岸壁の一部改修だけでした。  

ウ．昭和２年（1927 年）～昭和 21 年（1946 年）「第二期拓殖計画」の築港事業の

重点施策は、木材移出及び樺太、千島との連絡のための基本施策の整備でした。 

エ．「第二期拓殖計画」の工事は、国・町・民間の手によって終戦後まで続けられ、

第一副港、第二副港、鉄道船入澗、町営船入澗の４つの「船入澗（ふないりま）」

が完成しました。  

 

【問題 41】  

 「北防波堤ドーム」を設計した人物の名前を書きなさい。（ 2 点）  

 

【問題 42】  

「九人の乙女」として知られる女性たちが電話交換手として勤務していた郵便局名を、

答えなさい。（2 点）  

 

【問題 43】  

第 2 次世界大戦終結後、墓参団等を除き一般の人々は長らくサハリンに行くことができ

ませんでした。稚内とサハリンとの定期航路が復活し、稚内とコルサコフが一本の航路で

結ばれたのは何年のことでしょう。次の中から 1 つ選びなさい。（1 点）  

ア．平成元年（1989）      イ．平成 3 年（1991）  

ウ．平成 5 年（1993）      エ．平成 7 年（1995）  

 

【問題 44】  

 南極に取り残されながらも、無人の昭和基地で 1 年間生き延びたことで有名な樺太犬タ

ロとジロは、昭和 30 年（1955）に同時に生まれた兄弟犬ですが、このとき生まれた兄弟

犬は 3 匹でした。もう一匹の犬の名前を書きなさい。（ 2 点）  

 

 

 

 

 



【問題 45】  

犬ぞりレース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．出場できる犬の種類は、ハスキー犬とエスキモー犬のみである。     

イ．スピードはジュニアの部が最も速く、 1 頭引ではトップで分速約 28km のスピード

で走る。  

ウ．ソリの乗り手のことを“マッシャー”と呼ぶが、“マッシュ”はフランス語で“操る”と

いう意味である。           

エ．左右に曲がったりスピードを調整するときは、声で指示する。  

 

【問題 46】  

 昭和 43 年（1968）、稚内市は「日本最北端の地の碑」の建て直しのために、市民にとあ

るものの寄贈を市広報の記事で呼び掛けました。それが何か書きなさい。（ 2 点）  

 

【問題 47】  

流氷と海水の塩分濃度について、正しいものを次の中から 1 つ選びなさい。（1 点）  

ア．流氷が約 7.2%、海水が約 1.2%     イ．流氷が約 1.2%、海水が約 7.2% 

ウ．流氷が約 3.3%、海水が約 0.5%     エ．流氷が約 0.5%、海水が約 3.3% 

 

【問題 48】  

日本とサハリンの姉妹（友好）都市関係として誤っているものを、次の中から選べ。 (2

点 ) 

ア．稚内市  - ネベリスク市    イ．稚内市  - トマリ市  

ウ．稚内市  - コルサコフ市    エ．稚内市  - ユジノサハリンスク市  

 

【問題 49】  

平成 11 年から平成 27 年まで、稚内 -コルサコフ間を結んでいた貨客フェリーの名称を

答えよ。 (2 点 ) 

 


