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稚内観光マイスター検定 令和元年度初級試験問題 

 

【問題１】 稚内市の人口は現在どのくらいであるか、次の中から１つ選びなさい。

（２点） 

ア．約３万４千人         イ．約３万６千人 

ウ．約５万８千人         エ．約４万２千人 

 

【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

いるが、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．“風のまち”と呼ばれるほど風が強い 

イ．年間平均気温は６．８℃ 

ウ．香川県とほぼ同じ面積          

エ．日本海に面している 

 

【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】 利尻礼文サロベツ国立公園が誕生した昭和４９年頃、多くの学生や若者

が稚内を訪れたが、彼らは大きな荷物を背負って列車から降りてくる姿か

らなんと呼ばれたか。（２点） 

ア．エビ族          イ．サル族 

ウ．カニ族          エ．アブ族 

 

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

法がいくつもあるが、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 タコ（ミズダコ） イサリ漁・箱漁 

イ ホッカイシマエビ つき棒 

ウ リシリコンブ 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】 宗谷岬牧場は“日本一広い肉牛牧場”であるが、そこで飼育されている牛

の肉は、何というブランド名か、次の中から１つ選びなさい。（２点） 

ア．稚内黒牛           イ．最北黒牛 

ウ．宗谷黒牛           エ．宗谷和牛 

 

【問題９】 宗谷丘陵フットパスについて「フットパス」の発祥とされる国を、次の

中から１つ選びなさい。（２点） 

ア．アメリカ           イ．フランス 

ウ．イギリス           エ．オーストラリア 

 

【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 

 

【問題13】 日本の最北に広がる「宗谷丘陵」は、氷河時代に形成された地形が特徴

的で「北海道遺産」にも選定されているが、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 
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【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】 稚内公園にある南極観測樺太犬訓練記念碑の台座には、南極から採取し

た何色の石が埋め込まれているか、次の中から１つ選びなさい。（２点） 

ア．白              イ．黒 

ウ．赤              エ．茶色 

 

【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「利尻山」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 

 

【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

のであるが、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．教師              エ．電話交換手 

 

【問題 19】 彫刻家である本郷新が制作した稚内公園にある「氷雪の門」の正式名称

を、次の中から１つ選びなさい。（２点） 

ア．樺太望郷碑           イ．樺太島民慰霊碑 

ウ．樺太島民平和慰霊碑       エ．望郷の樺太 
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【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 

 

【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】 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。（３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 



5 

 

【問題 25】 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。（２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 26】 大正 11 年に天北線（鉄道）が開通すると、樺太へ渡ることが以前より

も大変便利になり連絡船も充実したが、鉄道省が運航していた稚内～大泊

（樺太）を結んでいた航路の名称を、次の中から一つ選びなさい（２点） 

ア．利礼航路          イ．稚斗航路 

ウ．青函航路          エ．稚泊航路 

 

【問題 27】 昭和 60 年（1985）からスタートした「平和マラソン大会」が前身とな

っており、市制施行 70年を迎えた平成 30年にフルマラソンの部を新設し、

開催しているスポーツ大会の名称を、次の中から１つ選びなさい。（２点） 

ア．てっぺん平和マラソン   

イ．日本最北端わっかない平和マラソン 

ウ．日本最北端てっぺん平和マラソン     

エ．わっかない平和マラソン 

 

【問題28】 稚内で行われるイベントの内、２月～４月の間に行われるものを、次の

中から１つ選びなさい。（２点） 

ア．稚内みなと南極まつり   イ．初日の出inてっぺん  

ウ．稚内サハリン館      エ．北門神社祭 

 

【問題 29】 この動物は、北海道とエトロフ島にのみ生息しており、アイヌ語で「キ

ムン・カムイ（山に在る神）」と呼ばれているが、この動物とは何か、次

の中から１つ選びなさい。 

（２点） 

ア．エゾシカ            イ．キタキツネ                

 

 

 

エ．ツキノワグマ 

 

ウ．エゾヒグマ 
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【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】 このウニは冷たい水域に生息しており、地元では「ガンゼ」と呼ばれて

いるが、このウニとは何か、次の中から１つ選びなさい。（２点） 

ア．キタムラサキウニ     イ．エゾウニ 

ウ．エゾバフンウニ      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。（３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】 次の海藻類のうち、稚内では採取されないものを、次の中から１つ選び

なさい。（２点） 

ア．利尻昆布         イ．銀杏草 

ウ．ヒジキ          エ．モズク 

 

【問題34】 北海道の秋を代表する味覚で、通称“秋あじ”と呼ばれ、腎臓は「メフ

ン」という塩辛に利用される魚を、次の中から１つ選びなさい。  

                    （２点） 

ア．さんま          イ．さば 

ウ．たら           エ．さけ 

 

【問題 35】 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 
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【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】 オヒョウ、宗八、黒頭、ナメタといえば、この辺りでは主に冬に旬を迎

えるある魚の種類であるが、この魚は何か、次の中から１つ選びなさい。

（２点） 

      ア．タラ           イ．カレイ 

      ウ．コマイ          エ．カジカ 

 

【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。（３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】 アルメリアの別名（和名）を、次の中から１つ選びなさい。（２点） 

       ア．エゾカンゾウ      イ．ハマカンザシ 

ウ．エゾスカシユリ     エ．ノハナショウブ 

 

 

【問題 40】 ホッカイシマエビ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．体の側面に美しい 2本の縞模様がある        

イ．稚内ではエビカゴと呼ばれる袋状の網で採る 

ウ．日本海沿岸の一部の地域でしか水揚げされない        

エ．煎りゆでして食べるのが一般的 
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【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】 カモメの仲間で、稚内では見られないのはどの種類であるか、次の中か

ら１つ選びなさい。（２点） 

ア．ユリカモメ        イ．ウミネコ 

ウ．ヒメカモメ        エ．オオセグロカモメ 

 

【問題43】 アイヌの時代に、勇知川の河口周辺を「ユーチ」といったと推定されて

いますが、「ユーチ」のアイヌ語の意味として正しいものを、次の中から

１つ選びなさい。（２点） 

ア．かもめの踊るところ      イ．波が越える 

ウ．蛇多きところ         エ．鹿の道  

 

【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】 日本海に面する抜海はアイヌ語で「パッカイ・ぺ」が語源であるが、こ

のアイヌ語の意味として正しいものを、次の中から１つ選びなさい。（２

点） 

ア．魚棚を並べたような      イ．子を背負うもの 

ウ．葦の沼にある川        エ．冷たい水の出る沢 

 

【問題46】 稚内市では、平成30年から開催され、地域の食、歴史、景観、自然など

をウォーキングしながら体験していくこのイベントの名前を、次の中から

１つ選びなさい。（２点） 

ア．最北端・食マルシェ       

イ．南極ハイランド 

ウ．ONSENガストロノミーウォーキング   

エ．てっぺんウォーキング 


