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稚内観光マイスター検定 平成３０年度初級試験問題 

 

【問題１】 宗谷岬からは、ロシア連邦・サハリン島を望むことができますが、宗谷 

     岬からサハリンのクリリオン岬（南端）までの距離は、およそどの位であ 

るか、次の中から１つ選びなさい。（２点） 

ア．２２㎞            イ．４３㎞ 

ウ．５１㎞            エ．６０㎞ 

 

【問題２】 稚内という地名は、アイヌ語の“ヤム・ワッカ・ナイ”が語源となって

いますが、その正しい意味を、次の中から１つ選びなさい。（３点） 

ア．サケが沢山獲れるところ    イ．ラッコの回遊する海 

ウ．冷たい水の出る沢       エ．風の強いところ 

 

【問題３】 稚内市の友好都市として、誤っているものを、次の中から１つ選びなさ

い。（２点） 

ア．ネベリスク市          イ．コルサコフ市 

ウ．ホルムスク市         エ．ユジノサハリンスク市 

 

【問題４】 稚内市の花として指定されているものを、次の中から１つ選びなさい。

（２点） 

      ア．アルメリア          イ．ネムロコウホネ 

      ウ．エゾカンゾウ         エ．ハマナス 

 

【問題５】 稚内では、市内のあちこちに風力発電の風車を見ることができるが、設

置された風車の数が一番多いのはどこであるか、次の中から１つ選びなさ

い。（２点） 

ア．宗谷岬ウインドファーム  イ．稚内公園風力発電所 

ウ．天北ウインドファーム   エ．さらきとまないウインドファーム 

 

【問題６】 沿岸漁業では、獲物の生体をよく知った漁師の知恵からと考えられる漁

法がいくつもありますが、漁法と魚種の組み合わせで誤っているものを、

次の中から１つ選びなさい。（２点） 

 魚種 漁法 

ア たこ イサリ漁・箱漁 

イ ホッカイシマエビ つき棒 

ウ 昆布 ねじり棒・鎌 

エ ホッキガイ 桁網 
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【問題７】 稚内空港の滑走路について、「開設時」と「現在」の長さで正しいもの 

を次の中から１つ選びなさい。（２点） 

 開設時 現在 

ア 1,000ｍ 2,000ｍ 

イ 1,200ｍ 2,200ｍ 

ウ 1,500ｍ 2,200ｍ 

エ 2,000ｍ 2,500ｍ 

 

【問題８】 乳牛についての説明として正しいものを、次の中から１つ選びなさい。 

（２点） 

ア．胃が２つあり、後で口にもどして、ゆっくりと噛み直す 

イ．前歯で草を噛みちぎって食べる 

ウ．乳を出すのは、子を産んでから約10カ月間 

エ．“ホルスタイン”の特徴は全身黒色である 

 

【問題９】 サハリンを望む宗谷岬公園には、記念碑等が数多くありますが、宗谷岬

公園にはないものを、次の中から１つ選びなさい。（２点） 

ア．旧海軍望楼          イ．「宗谷岬」音楽碑 

ウ．稚内灯台           エ．祈りの塔 

 

【問題 10】 「日本最北端の地の碑」は、まさに日本の一番北の地に建てられていま

すが、その緯度を、次の中から１つ選びなさい。（３点） 

ア．北緯 45度 31分 21秒      イ．北緯 45度 31分 23秒 

ウ．北緯 45度 31分 22秒      エ．北緯 45度 31分 24秒 

 

【問題11】 “最北稚内の郷土の歌“として全国に知られている歌の曲名を、次の中か

ら１つ選びなさい。（２点） 

ア．ノシャップ岬         イ.抜海岬 

ウ．声問岬            エ.宗谷岬 

 

【問題12】 宗谷岬周辺に広がる「宗谷丘陵」と関係のないものを、次の中から１つ

選びなさい。（２点） 

ア．宗谷岬牧場          イ．宗谷黒牛 

ウ．風力発電           エ．原生花園 
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【問題13】 日本の最北に広がる「宗谷丘陵」は、氷河期時代に形成された地形が特

徴的で「北海道遺産」にも選定されておりますが、そのモコモコとした波

状形の地形の名称を、次の中から１つ選びなさい。（２点） 

エ．岩石氷河地形         イ．氷河波状地形 

ウ．化石周氷河地形        エ．周氷河地形 

 

 

【問題 14】 宗谷岬にある「日本最北端の地の碑」の周辺に建てられている次の写真

の立像の人物の名前を、次の中から１つ選びなさい。（３点） 

  ア．伊能忠敬 

          イ．松田伝十郎 

                ウ．松浦武四郎 

    エ．間宮林蔵 

 

 

 

      

【問題15】 「日本最北端の地の碑」は平成23年（2011）に建立50周年を記念し、碑

版に外国語表記が加えられました。その外国語とは何語か、次の中から１

つ選びなさい。（２点） 

ア．中国語            イ．英語 

ウ．フランス語          エ．ロシア語 

 

【問題16】 昭和58年（1983）に発生した「大韓航空機撃墜事件」の遭難者の慰霊と

世界の恒久平和を願い、宗谷岬公園に建立されたモニュメントを、次の中

から１つ選びなさい。（２点） 

ア．世界平和の鐘         イ．祈りの塔 

ウ．平和の塔           エ．氷雪の門 

 

【問題 17】 「稚内西海岸」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。（２点） 

ア．20数㎞に及ぶ海岸線 

イ．電柱や電線がない 

ウ．海に立つ「利尻島」を間近で見ることができる 

エ．天気の良い日にはサハリンを望むことができる 
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【問題18】 稚内公園にある「九人の乙女の碑」は、終戦5日後の昭和20年(1945)8月

20日、樺太で自ら命を絶った９人の女性の霊を慰めるために建てられたも

のですが、この女性達の職業を、次の中から１つ選びなさい。（２点） 

ア．調理師             イ．看護師 

ウ．学校の先生           エ．電話交換手 

 

【問題 19】 稚内公園にある「氷雪の門」の制作者（作品を作った人）は誰であるか、

次の中から１つ選びなさい。（２点） 

ア．本郷 新           イ．時雨 音羽 

ウ．佐藤 忠義          エ．峯 孝 

 

【問題 20】 平成 29 年 6 月に稚内各所で撮影が行われた、吉永小百合さん主演映画

の撮影セットを映画資料展示施設として活用した施設の名前を次の中か

ら１つ選びなさい。（３点） 

ア．北のカナリアパーク   イ．ゲストハウストナカイ 

ウ．北の零年パーク     エ．北の桜守パーク 

 

【問題 21】 ノシャップ岬は、アイヌ語の“ノッ・シャム”が語源であるが、次の中

から正しい意味を１つ選びなさい。（２点）  

ア．魚棚を並べたような      イ．岬のそば 

ウ．悪い岬             エ．礒岩の多い岸 

 

【問題 22】 次のイラスト①、②は稚内市の“ゆるキャラ”であるが、正しい名前の

組み合わせを、次の中から１つ選びなさい。（３点） 

イラスト①           イラスト②   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 イラスト① イラスト② 

ア 出汁之介 まみやくん 

イ 出汁之介 りんぞうくん 

ウ あざらしちゃん りんぞうくん 

エ あざらしちゃん まみやくん 
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【問題 23】 平成 30 年 7月 21日に開催された水族館 50周年セレモニーで発表され

たノシャップ寒流水族館の愛称名を、次の中から１つ選びなさい。（２点） 

ア．きたりうむ           イ．わっかりうむ 

ウ．あくありうむ          エ．きたのすいぞくかん 

 

【問題 24】 稚内港北防波堤ドームは、古代ローマ建築の回廊を思わせる美しい円柱

が特徴であるが、その柱は何本であるか、またドームの長さは何ｍである

か、正しい組み合わせを、次の中から１つ選びなさい。（３点） 

 

 柱の数 ドームの長さ 

ア ７０本 ４２７ｍ 

イ ７０本 ４７２ｍ 

ウ ８０本 ４７２ｍ 

エ ８０本 ４２７ｍ 

 

【問題 25】 「国内フェリーターミナル」と「国際フェリーターミナル」は、稚内港

のどの埠頭にあるのか、次の中から１つ選びなさい。（２点） 

ア．北埠頭           イ．中央埠頭 

ウ．天北埠頭          エ．末広埠頭 

 

 

【問題 26】 漁業の歴史に関するパネルや、底曳船の模型などが展示され、建築物と

して国の登録有形文化財にも登録された施設を、次の中から１つ選びなさ

い。（２点） 

      ア．旧瀬戸邸          イ．北方記念館 

      ウ．稚内副港市場        エ．開基百年記念塔 

 

【問題 27】 日本の最北で初日の出を見るために宗谷岬を訪れる人々を温かく迎えよ

うと、昭和 63 年(1988)の元旦から開催しているイベントの名称を、次の

中から１つ選びなさい。（２点） 

ア．初日の出 in宗谷岬     イ．初日の出 in最北 

ウ．初日の出 inてっぺん    エ．初日の出 in稚内 

 

【問題28】 ｢JAPAN CUP全国犬ぞり稚内大会｣は、全国の犬ぞり愛好家が最終目標と

して目指す“犬たちの○○○”と言われていますが、○に当てはまるもの

を、次の中から１つ選びなさい。（２点） 

ア．花園           イ．甲子園  

ウ．国立           エ．栄光 
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【問題 29】 エゾシカの説明として正しいものを、次の中から１つ選びなさい。 

（２点） 

ア．冬眠する            イ．メスには大きな角がある                

 

 

【問題 30】 この貝の貝柱を、一度湯がいて干したものは「干貝柱」といい、高級珍

味として食されるが、この貝とは何か、次の中から１つ選びなさい。 

（２点） 

ア．エゾイガイ        イ．ホッキガイ 

ウ．エゾバカガイ        エ．ホタテガイ 

 

【問題31】 冷たい水域に生息する「エゾバフンウニ」のことを地元では「ガンゼ」

と呼ぶが、主に日本海沿岸に広く生息する「キタムラサキウニ」のことは

地元でなんと呼ぶか、次の中から１つ選びなさい。（２点） 

ア．アカウニ         イ．ムラサキ 

ウ．トゲトゲ         エ．ノナ 

 

【問題32】 ミズダコの足を急速冷凍し、繊維に沿って薄くスライスしたものを、野

菜と一緒に湯に通して食べる“稚内の名物料理”が好評を得ているが、こ

の料理の名称を、次の中から１つ選びなさい。（２点） 

ア．たこの煮つけ       イ．たこの刺身 

ウ．たこしゃぶ        エ．たこカレー 

 

【問題33】 少しグロテスクな面持ちで、外国ではその形から“海のキュウリ“と呼ば

れている「ナマコ」だが、このナマコを丸ごと煮て干したものは中国で高

級食材とされている。これを日本ではなんと呼んでいるか、次の中から１

つ選びなさい。（２点） 

ア．フカヒレ         イ．コノワタ 

ウ．イリコ          エ．コノコ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

エ．肉食である ウ．オスの体重は約 140㎏になる 
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【問題 34】 稚内では、声問と西海岸の抜海あたりが漁場になっている高価な貝、ウ

バガイ(ホッキガイ)は、生でも加熱してもおいしいですが、生と過熱した

時の色は大きく異なります。その正しい組み合わせを、次の中から１つ選

びなさい。（２点） 

 生 加熱後 

ア 鯖（さば）色 ピンク 

イ ピンク 鯖色 

ウ 灰色 赤 

エ 黒 ピンク 

 

【問題35】 稚内副港市場内でも直営販売され、65℃の低温で30分の殺菌をしている

風味豊かな地元牛乳の正しいブランド名を、次の中から１つ選びなさい。  

                    （２点） 

ア．最北牛乳         イ．稚内牛乳 

ウ．てっぺん牛乳       エ．宗谷岬牧場牛乳 

 

【問題36】 北海道のジャガイモは、収穫量も品質も日本一だが、かつて和紙に包ん

で皇室に献上されるなど珍重された稚内産のジャガイモのブランド名を、

次の中から１つ選びなさい。（２点） 

ア．勇知いも         イ．恵北いも 

ウ．抜海いも         エ．稚内いも 

 

 

【問題 37】 広大な自然の中で育てられる稚内ブランドに認定されている「宗谷黒牛」

についての記述で誤っているものを、次の中から１つ選びなさい。（２点） 

      ア．全国農業協同組合連合会の「安心システム」の認証を受けている 

      イ．余分な脂肪がなく、コクのある味が特徴 

      ウ．14～17ヶ月の間、濃厚飼料をあたえ、より早く、大きく飼育する 

      エ．市内のレストラン等で、ステーキやハンバーグとして食べることが

できる 
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【問題 38】 宗谷丘陵には、自然の素晴らしさと広大な景観を多くの方に楽しんで貰

おうと、フットパスが誕生しました。宗谷丘陵フットパスの後半約３㎞は、

宗谷産のホタテの貝殻を敷いた道がありますが、この写真の道の名前を、

次の中から１つ選びなさい。（２点） 

ア．貝殻ロード  

イ．宗谷丘陵の道 

ウ．ホタテの道     

エ．白い道 

 

 

 

 

【問題 39】 次の写真の花の名前を、次の中から１つ選びなさい。（２点） 

  

ア．エゾカンゾウ  

イ．ネムロコウホネ 

ウ．エゾスカシユリ 

エ．ノハナショウブ 

 

 

【問題 40】 稚内には「チシマザサ」と「クマザサ」が自生するが、チシマザサは雪

の重みを逃がすため根元が「Ｊ」になっているので通称何と呼ばれるか、

次の中から１つ選びなさい。（２点） 

ア．ヘソマガリダケ       イ．ネジマガリダケ 

ウ．ハナマガリダケ       エ．ネマガリダケ 

 

【問題 41】 各地の山々に自生しており、材木が燃えにくく、かまどに７回入れても

燃え残るということからこの名前がつき“稚内市の木”に指定されている

木の名前を、次の中から１つ選びなさい。（２点） 

ア．シラカンバ        イ．ダケカンバ 

ウ．ヤマカマド        エ．ナナカマド 

 

【問題 42】 シベリア北東部で繁殖し、稚内市の大沼や浜頓別町のクッチャロ湖で主

に見られる次の写真の白鳥を、次の中から１つ選びなさい。（２点） 

ア．オオハクチョウ 

イ．ナキハクチョウ 

ウ．コブハクチョウ 

エ．コハクチョウ 
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【問題43】 コオリガモは、オスは目の下の後方に黒丸の模様があり、大変愛らしい

姿をしている鳥であるが、コオリガモの名前の由来で正しいものを、次の

中から１つ選びなさい。（２点） 

ア．氷の上に卵を産むから     イ．氷が張るころに来るから 

ウ．氷のように白いから      エ．氷を食べるから 

 

【問題44】 キタキツネは大陸にいるアカキツネの仲間で、本州のホンドギツネより

大柄です。キタキツネ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。（２点） 

ア．巣穴を掘る  

イ．生後間もない時期に子別れを迎える 

ウ．雑食で何でも食べる 

エ．尾はふっくらと太く長い  

 

【問題45】 エゾヒグマは日本最大の哺乳動物ですが、エゾヒグマの説明として誤っ

ているものを、次の中から１つ選びなさい。（２点） 

ア．メスは冬眠期間中に赤ちゃんを産む 

イ．体長２m、体重300㎏にもなる 

ウ．アイヌ語で、“キムン・カムイ（山に在る神）”と呼ばれる 

エ．寿命は約50年である 

 

【問題46】 平成２９年に、稚内港北防波堤ドーム内にキャンパスを設置し、「ライ

ブペイント」が行われたイベントの名前を次の中から１つ選びなさい。 

（２点） 

ア．最北アートカーニバル     イ．北防波堤ライブペイント 

ウ．稚内アートフェスティバル   エ．ノーザンアートフェス 

 

【問題47】 稚内には、４つの代表的な「岬」がありますが、一番南に位置する「岬」

を、次の中から１つ選びなさい。（２点） 

ア．宗谷岬            イ．声問岬 

ウ．抜海岬            エ．ノシャップ岬 

                          

 

 

 


