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稚内観光マイスター検定 令和 2年度初級試験問題 

 

【問題１】 稚内市の人口は令和２年６月末現在、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３万７千人         イ．約３万３千人 

ウ．約５万８千人         エ．約４万２千人 

 

【問題２】 稚内市の花、稚内市の木として指定されている正しい組み合わせを、次

の中から１つ選びなさい。（２点） 

 稚内市の花 稚内市の木 

ア ハマナス サクラ・シラカンバ 

イ アルメリア サクラ・ナナカマド 

ウ アルメリア ナナカマド・シラカンバ 

エ ハマナス サクラ・ナナカマド 

 

【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．香川県の約半分面積          

エ．太平洋に面している 

 

【問題４】 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．ネべリスク市       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５】 稚内市の国別訪日外国人宿泊延数のうち台湾、香港、中国の上位 3カ国

は訪日外国人宿泊延数全体の約何割を占めているか、次の中から 1つ選び

なさい。（３点） 

ア．約４割          イ．約６割 

ウ．約８割          エ．約３割 

 

【問題６】 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。（２点） 

      ア．ラッコの回遊する海     イ．風の強いところ 

      ウ．冷たい水の出る沢      エ．寒いところ 
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【問題７】 宗谷岬灯台の説明として誤ったものを、次の中から１つ選びなさい。   

（２点） 

      ア．色は赤と白の２色 

      イ．日本最北の灯台 

      ウ．道内で１番古い灯台 

      エ．以前は霧信号所が併設されていた 

 

【問題８】 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９】 宗谷岬には、ＮＨＫの「みんなの歌」で全国に紹介され、ダ・カーポ、

千葉紘子さんなどが歌い大ヒットした曲の音楽碑があるが、何という曲で

あるか、次の中から1つ選びなさい。（２点） 

ア．『流氷岬』          イ．『ああ宗谷海峡』 

ウ．『ハマナス岬』        エ．『宗谷岬』 

 

【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】 次の文章は、間宮林蔵についての記述であるが、誤った内容であるもの

を、次の中から一つ選びなさい。（２点） 

ア．樺太が島であることを発見した 

イ．生誕200年の昭和55年(1980)に立像が建立された 

ウ．世界地図に名前を残した 

エ．樺太を探検した格闘家 
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【問題12】 昭和58年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．樺太犬供養塔 

 

【問題13】 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。（３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 14】 動物ふれあいランドの敷地内にある休息施設の正しい名称を、次の中か

ら１つ選びなさい。（２点） 

ア．ゲストハウスエゾシカ    イ．ゲストハウスヘラジカ 

ウ．ゲストハウストナカイ    エ．ゲストハウスヤクシカ 

      

【問題 15】 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。（２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16】 昭和33年11月に、日本が初めて南極観測に参加した際、現地での物資輸

送のために編成した犬ぞり隊に用いられた犬の種類を、次の中から１つ選

びなさい。（２点） 

ア．樺太犬         イ．柴犬 

ウ．北海道犬        エ．秋田犬 

 

【問題 17】 樺太で亡くなった人々の慰霊のために稚内公園に建てられたモニュメン

トで、正式名称が「樺太島民慰霊碑」という碑は、通称なんと呼ばれてい

るか、正しいものを次の中から一つ選びなさい。（２点） 

ア．風雪の門       イ．氷雪の門 

ウ．樺太の門       エ．豪雪の門 
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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】 稚内にはアイヌ語が語源となって名づけられた地名がたくさんあるが、

「岬のそば」という意味がその名前となっている岬を、次の中から１つ選

びなさい。（２点） 

ア．宗谷岬           イ．声問岬 

ウ．ノシャップ岬        エ．抜海岬 

 

【問題 20】 夕日の名所でもあるノシャップ岬には、「稚内灯台」があるが、その「稚

内灯台」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．高さ 42.7ｍ      

イ．日本で 2番目に高い 

ウ．白の 1色       

エ．映画「喜びも悲しみも幾年月」のロケ地 

 

【問題 21】 稚内の日本海に面した 20 数㎞に及ぶ海岸線は、利尻礼文サロベツ国立

公園の一角を形成する美しいドライブコースであるが、この海岸一帯は何

と呼ばれているか、次の中から一つ選びなさい。（２点）  

ア．稚内西海岸          イ．メグマ海岸 

ウ．オホーツク海岸        エ．声問海岸 

 

【問題 22】 稚内温泉「童夢」について誤った記述を、次の中から１つ選びなさい。

（２点） 

ア．泉質はナトリウム－強塩化物・炭酸水素塩温泉      

イ．宿泊施設がある 

ウ．日本最北の温泉       

エ．施設内部は、船や稚内港北防波堤ドームをイメージ 

 

【問題 23】 北海道で 114 番目の道の駅として誕生した日本最北の道の駅の名称を、

次の中から１つ選びなさい。（２点） 

ア．道の駅わっかない       イ．道の駅キタカラ 

ウ．道の駅そうや         エ．道の駅稚内 
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【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】 ｢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．栄光          エ．運動会 

 

【問題 26】 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

の中から一つ選びなさい（２点） 

ア．初日の出ｉｎてっぺん    イ．初日の出ｉｎ宗谷岬 

ウ．初日の出ｉｎ最北      エ．初日の出ｉｎ稚内 

 

【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】 別名「カンカイ」と呼ばれるこの魚は、岸近くの厚い氷の下で産卵する

ことから“氷下魚”という字をあてる。この魚は何であるか、次の中から

１つ選びなさい。（２点） 

ア．コナゴ          イ．コマイ  

ウ．スケトウダラ       エ．シラウオ 
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【問題 29】 「毛ガニ」「ズワイガニ」の足の数（ハサミも含めて）は何対（何本）

であるか、次の中から１つ選びなさい。（２点） 

ア．３対(６本)           イ．４対(８本)  

      ウ．５対(１０本)         エ．６対(１２本) 

 

【問題 30】 体の側面に美しい２本の縞模様があるこのエビは、北海道でも、尾岱沼

などオホーツク海沿岸の限られた水域でしか水揚げされないが、このエビ

はなんと呼ばれているか、次の中から１つ選びなさい。（２点） 

ア．ホッカイシマエビ      イ．アマエビ 

ウ．ボタンエビ          エ．エゾシマエビ 

 

【問題 31】 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32】 北海道を代表する秋の味覚「サケ」を、北海道では何と呼んでいるか、

次の中から１つ選びなさい。（３点） 

ア．クチグロ         イ．トキシラズ 

ウ．秋あじ          エ．ハナジカ 

 

【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】 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 
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【問題 35】 その姿から「ハマカンザシ」という和名を持つこの写真の花の名前を、

次の中から１つ選びなさい。（２点） 

 

ア．ハマナス 

イ．アルメリア 

ウ．ノハナショウブ 

エ．エゾカンゾウ 

 

 

【問題36】 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」

は根がアルファベットの“Ｊ”の字のように曲がっていることから、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．ネマガリダケ        エ．ハナマガリダケ 

 

【問題 37】 北海道の広葉樹の中で最も多いのが白樺をはじめとするカバの仲間であ

るが、白樺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．イギリスでは“森のレディー”と呼ばれる 

 イ．サハリンでは樹液をジュースとして飲む 

      ウ．樹皮をはがした跡は黒く変色する 

エ．７回燃やしても燃え残る 

 

【問題 38】 “Black-tailed-Gull(ブラック・テイルド・ガル)”という英名を持ち、

「ミャオー、ミャオー」と鳴く声が特徴の鳥を、次の中から１つ選びなさ

い。（３点） 

ア．セグロカモメ       イ．コハクチョウ 

ウ．ウミネコ         エ．オオセグロカモメ 

 

【問題 39】 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．エゾヒグマ       イ．エゾシカ 

ウ．キタキツネ       エ．ツキノワグマ 
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【問題 40】 次のグラフは稚内の水揚高（数量と金額）をそれぞれ表したものである。

①にあてはまる魚種を、次の中から１つ選びなさい。（３点） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア．カニ類          イ．ホッキガイ 

ウ．ホタテガイ        エ．カレイ類 

 

【問題 41】 イサリ漁法や箱漁法により水揚されるものを、次の中から１つ選びなさ

い。（２点） 

ア．ホッカイシマエビ     イ．ミズダコ 

ウ．ヤリイカ         エ．ホッキガイ 

 

【問題 42】 乳牛についての説明で誤っているものを、次の中から１つ選びなさい。

（２点） 

ア．胃が 4つある 

イ．乳を出すのは子を産んでから約１０か月間 

ウ．馬と同じで、前歯で草をかみちぎって食べる 

エ．乳牛の中でもホルスタインが最も乳量が多い 

 

【問題43】 宗谷アイヌと戦っていた天塩アイヌを応援に来た礼文アイヌの男と恋に

おち、子どもを産んだ天塩アイヌの美女モナシノウク。しかし、母子を残

し一人礼文に帰ってしまった男を毎日小高い丘に登って待つうちに、岩に

なってしまったという伝説を、次の中から１つ選びなさい。（２点） 

ア．カネクロ沢の伝説       イ．竜神沼の伝説 

ウ．義経岩の伝説         エ．抜海岩の伝説 

 

【問題44】 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．カモメのおどるところ    イ．波が越える 

ウ．蛇の多いところ       エ．鹿の道  

① 

① 
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【問題45】 稚内の春の様子を説明したものとして誤った内容であるものを、次の中

から１つ選びなさい。（２点） 

ア．５月の中頃に桜が開花する 

イ．４月の平均気温がプラスになる 

ウ．レブンアツモリソウが咲く 

エ．５月には白鳥がシベリアへ帰る 

 

【問題46】 稚内市には、様々な施設があるが、稚内にはないものを、次の中から１

つ選びなさい。（２点） 

ア．稚内森林公園         イ．大沼野鳥観察館 

ウ．稚内市少年自然の家      エ．稚内こども水族館 


