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稚内観光マイスター検定 令和３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、次の中から一つ選びなさい。（２点） 

ア．約 22㎞（ハーフマラソンの距離とほぼ同じ） 

イ．約 43㎞（フルマラソンの距離とほぼ同じ） 

ウ．約 51㎞（英仏海峡トンネルとほぼ同じ） 

エ．約 60㎞（稚内と礼文島の距離とほぼ同じ） 

 

【問題２】 稚内空港の滑走路は３度延長されましたが、「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３】 北防波堤ドームは、数十本の円柱が連なっているがその柱は何本である

か、次の中から一つ選びなさい。（２点） 

ア．60本          イ．70本 

ウ．80本          エ．90本 

 

【問題４】 ①～③のキーワードから連想される樹木の名前を正しく上げているもの

を次の中から 1つ選びなさい。（３点） 

 キーワード 

① ヨーロッパでは“森の王者”とよばれる 

② 水を多く含み、堅い 

③ 家具材・床・ドアなどの建築材や、シイタケ栽培の原木に使われている 

 

ア．シラカンバ        イ．アカエゾマツ 

      ウ．ダケカンバ        エ．ミズナラ  

 

【問題５】 稚内では、海産物以外にも美味しいものがたくさんあるが、稚内の特産

物ではないものを、次の中から一つ選びなさい。（２点） 

ア．宗谷黒牛          イ．豪雪うどん 

ウ．宗谷の塩          エ．稚内牛乳 
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【問題６】 「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。その外国語は何か、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７】 次の文章は、日本最大の肉牛牧場である宗谷岬牧場で行われている飼育方

法について述べたものであるが、誤った内容であるものを一つ選びなさい。   

（２点） 

      ア．トウモロコシや麦をたっぷり与える濃厚飼育で1年という短期間で 

育てる 

      イ．牧草の栽培は農薬類、除草剤類、化学合成肥料類は使わず 

安全である 

      ウ．放牧で繁殖管理された母牛が産んだ、健康な子牛から育成している 

      エ．たっぷりと牧草を食べさせ、ゆっくり24～29ケ月かけて育てている 

 

【問題８】 沿岸漁業では、獲物の生態をよく知った漁師の知恵から考えられた漁法が

いくつもあるが、漁法と魚種の組み合わせで正しくあげているものを、次の

中から一つ選びなさい。（３点） 

 

ア．タコ…桁あみ 

イ．ホッカイシマエビ…つき棒 

ウ．昆布…ねじり棒・鎌（カマ） 

エ．ホッキガイ…イサリ漁・箱漁 

 

【問題９】 稚内には記念碑や観光施設がたくさんあるが、エリア(地域)と記念碑・

施設・風景などの組み合わせで、正しいものを次の中から一つ選びなさい。

（２点） 

ア．宗谷岬 … 周氷河地形・氷雪の門・間宮林蔵立像           

イ．空港周辺 … 動物ふれあいランド・北防波堤ドーム・メグマ沼 

ウ．稚内公園 … 森林公園・百年記念塔・稚内灯台         

エ．西海岸…こうほねの家・稚内少年自然の家・夕日が丘パーキング 

 

【問題 10】 “船”や“北防波堤ドーム”をイメージして造られた日本最北の日帰り

温泉施設の名称を、次の中から１つ選びなさい。（２点） 

ア．稚内温泉「てっぺんの湯」   イ．最北温泉「北防波堤ドーム」 

ウ．稚内温泉「童夢」       エ．昆布温泉「昆布のゆ」 
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【問題11】 宗谷には2つの大きな公園があり、その一つは「日本最北端の地の碑」

や「祈りの塔」がある「宗谷岬公園」であるが、もう一つは宗谷の歴史的

建造物があり「歴史公園」として開設された史跡公園である。その公園の

正しい名称を、次の中から一つ選びなさい。（２点） 

 

ア．宗谷最北の公園       イ．宗谷文化財公園 

ウ．旧藩士の墓公園       エ．宗谷公園 

 

【問題12】 稚内市の友好都市として、正しくあげているものを次の中から1つ選び

なさい。（３点） 

ア．石垣市・トマリ市 

イ．コルサコフ市・ホルムスク市  

ウ．ホルムスク市・ドーリンスク市 

エ．ユジノサハリンスク市・枕崎市 

 

【問題13】 稚内の日本海側に面した20数㎞に及ぶ海岸線にある、“こうほねの家”の

周辺にはスイレンに似たネムロコウホネ（Ａ）やハマナス（Ｂ）などの群落

があるが、（Ａ）と（Ｂ）の花の色を正しく上げているものを次の中から１

つ選びなさい。（３点） 

 

     ア．（Ａ）黄色 （Ｂ）オレンジ 

イ．（Ａ）黄色 （Ｂ）ピンク 

ウ．（Ａ）白  （Ｂ）ピンク 

エ．（Ａ）白  （Ｂ）紫 

 

 

【問題 14】 ｢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．王座戦         イ．甲子園 

      ウ．運動会         エ．体育祭 

      

【問題 15】 “風の街・稚内”では、風を利用した風力発電を積極的に進めているが、

風力発電の説明として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．無尽蔵の自然エネルギーである    

イ．稚内は海上にも風力発電施設がある 

ウ．稚内は日本有数の風力発電地帯である      

エ．地球に優しいエネルギーを作り出す 
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【問題16】国道40号から大沼の北側を経由して稚内空港へと向かう道路で、美しい丘

陵地形と宗谷湾などが楽しめる舗装道路「ミルクロード」が作られた目的

を、次の中から1つ選びなさい。（２点） 

ア．景観を楽しむため         イ．海産物を運ぶため 

ウ．風力発電装置の設置と点検のため  エ．農作物などを運ぶため 

 

【問題 17】 ノシャップ岬にある稚内灯台は背高ノッポの灯台として有名だが、冬で

も遠くから良く見えるような色の工夫がなされている。その色を次の中か

ら一つ選びなさい。（２点） 

ア．赤            イ．白と黒 

ウ．赤と白          エ．白 

 

 

【問題18】 令和３年７月末現在の稚内市の行政面積に一番近いものはどれか次の中

から1つ選びなさい。（３点） 

ア．約977㎢          イ．約685㎢ 

ウ．約845㎢         エ．約761㎢ 

 

【問題 19】 稚内公園にないものを、次の中から一つ選びなさい。（２点） 

ア．世界平和の鐘           イ．九人の乙女の碑 

ウ．南極観測樺太犬訓練記念碑     エ．樺太犬供養塔 

 

【問題 20】 宗谷丘陵の特徴で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．モコモコでなだらかな波状地形 

イ．アンモナイトなどの化石が多く発見されている 

ウ．北海道遺産の指定を受けた 

エ．農道が整備されており、多数の風車が建ち並んでいる 

 

【問題 21】 稚内の地名で昔からあるものは、ほとんどがアイヌ語に漢字をあてて使

われているものであるが、その地名と意味が間違っている組み合わせを、

次の中から一つ選びなさい。（２点）  

ア．勇知 ･･･ 蛇の多いところ 

イ．宗谷 ･･･ 磯岩の多い岸 

ウ．更喜苫内 ･･･ ウグイが多い川 

エ．メグマ ･･･ 凸凹・魚だな 

 

 

 



5 

 

【問題 22】 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料理が好評を得ているが、この料理の名称を、

次の中から一つ選びなさい。（２点） 

ア．酢ダコ         イ．タコしゃぶ 

ウ．タコのザンギ      エ．タコのマリネ 

 

【問題23】 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 24】 映画『南極物語』に出演したタロとジロが暮らした場所であり、アヒル

やウサギ、馬などもいる施設の正しい名称を、次の中から一つ選びなさい。

（２点） 

ア．動物ランド          イ．動物ふれあい館 

ウ．動物ふれあいランド      エ．スター犬パラダイス 

 

【問題 25】 ノシャップ岬にないものを、次の中から一つ選びなさい。（２点） 

      ア．稚内灯台      イ．恵山泊（えさんどまり）漁港公園 

      ウ．青少年科学館    エ．アザラシのモニュメント 

 

【問題 26】 稚内牛乳はある殺菌方法をし、風味が豊かな稚内ブランドとして人気な

商品であるが、その殺菌方法について正しくあげているものを次の中から

１つ選びなさい。（３点） 

ア．65℃の低温で 30分殺菌 

イ．130℃の高温で 2秒殺菌 

ウ．65℃の低温で 2秒殺菌 

エ．130℃の高温で 30分殺菌 

 

【問題 27】 美しく均整のとれた 18～28 本の放射線状のラインが扇の様に広がると

ころから「海扇(うみおうぎ)」の名でも呼ばれる海の味覚を、次の中から

１つ選びなさい。（２点） 

ア．ホタテガイ         イ．ウバガイ(ホッキガイ) 

ウ．宗八(カレイ)        エ．イカナゴ(オオナゴ) 
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【問題28】 宗谷岬公園にないものを次の中から一つ選びなさい。（２点） 

ア．日本最北端の地の碑      イ．祈りの塔 

ウ．旧藩士の墓          エ．世界平和の鐘 

 

【問題 29】 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．オーストラリア         エ．イギリス 

 

【問題 30】 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

一つ選びなさい。（２点） 

ア．フカヒレ        イ．コノワタ 

ウ．イリコ          エ．コノコ 

 

【問題 31】 稚内のイベント名でないものを、次の中から一つ選びなさい。（２点） 

ア．ＪＡＰＡＮ ＣＵＰ 全国犬ぞり稚内大会     

イ．北門神社祭 

ウ．稚内みなと南極まつり 

エ．稚内最北のマラソン 

 

【問題32】 稚内の名産品は昔からたくさんあるが、稚内で作られていないものを、

次の中から一つ選びなさい。（２点） 

ア．タコのしゃぶしゃぶ     イ．ブラックシリカ 

ウ．稚内牛乳          エ．宗谷の塩 

 

【問題33】 この動物は、北海道本土と択捉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 

 

【問題34】 「祈りの塔」の周辺等に植栽されるアルメリアは、海浜性の植物である

が、その花の形から何という和名を持つか、次の中から一つ選びなさい。

（２点） 

ア．ハマエンドウ      イ．ハマボウフウ 

ウ．ハマハタザオ      エ．ハマカンザシ 
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【問題 35】 土谷実が設計し、昭和 11 年に完成した“（Ａ）”は数十本の円柱が連な

り古代ローマ建築の回廊を思わせる世界的にも類を見ない建造物として、

内外の注目を浴びています。 

さて、（Ａ）に入る建築物名を正しくあげているものを次の中から１つ

選びなさい。（３点） 

ア．氷雪の門        イ．祈りの塔 

ウ．稚内港北防波堤ドーム  エ．平和の碑 

 

【問題36】 「日本最北端の地の碑」はある星の一稜をモチーフにした三角錐のデザ

インであるが、その星は何であるか、次の中から一つ選びなさい。（２点） 

ア．北斗七星           イ．北極星 

ウ．アンドロメダ星        エ．火星 

 

【問題 37】 稚内公園にある「氷雪の門」の制作者を、次の中から正しいものを 1

つ選びなさい。（２点） 

      ア．佐藤 忠良        イ．本郷 新 

      ウ．間宮 林蔵        エ．峰 孝 

 

【問題 38】 「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、次の中から一つ選びなさい。（２点） 

ア．３対（６本）       イ．４対（８本） 

ウ．５対（１０本）      エ．６対（１２本） 

 

【問題 39】 このイカは別名「ツツイカ」と呼ばれ、稚内では 5～6 月に水揚げされ

る。耳の部分が大きなこのイカの名称を、次の中から一つ選びなさい。  

（２点） 

       ア．スルメイカ       イ．マイカ 

ウ．ヤリイカ        エ．ホタルイカ 

 

【問題 40】 稚内には大小４つの岬があるが一番南に位置する岬を、次の中から一つ

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 41】 日本初の南極観測で現地輸送のために派遣された樺太犬は、稚内のどこ

で訓練を行ったか、次の中から一つ選びなさい。（２点） 

ア．声問海岸         イ．宗谷丘陵 

ウ．稚内公園         エ．宗谷岬 
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【問題 42】 （Ａ）と（Ｂ）のウニの写真と特徴をみて、北海道や東北の一部で呼ば

れている別名を正しくあげているものを次の中から１つ選びなさい。 

（３点） 

     （Ａ）身がオレンジがかった黄色  （Ｂ）身が淡い黄色 

 

 

 

 

 

ア．（Ａ）エゾバフンウニ （Ｂ）キタムラサキウニ 

イ．（Ａ）キタムラサキウニ（Ｂ）エゾバフンウニ 

ウ．（Ａ）ノナ      （Ｂ）ガンゼ 

エ．（Ａ）ガンゼ     （Ｂ）ノナ 

 

【問題43】 次の文章をよみ、稚内にある観光施設などをを正しくあげているものを

次の名中から１つ選びなさい。（３点） 

      

      ①稚内空港から約5分ほどのところにあり、女優・吉永小百合さんが主

演した映画のセットなどが展示されている。 

      ②ノシャップ岬の近くにあり、フウセンウオやペンギンを見ることがで

き、アザラシ池などがある。 

      ③キタカラのオープンに合わせ、彫刻家・流政之氏により“サハリンの

鐘”と一体になったモニュメントが誕生。 

      ④館内には、稚内の漁業の歴史に関するパネル展示スペースや底引船の

模型、北前船を模した特注の自在かぎ（炉かぎ）などが展示されてい

る。 

 ① ② ③ ④ 

ア 北の桜守パーク 最北水族館 KANE POPPO 旧海軍望楼 

イ 吉永桜守パーク ノシャップ寒流水族館 稚泊航路記念碑 旧瀬戸邸 

ウ 吉永桜守パーク 最北水族館 稚泊航路記念碑 旧海軍望楼 

エ 北の桜守パーク ノシャップ寒流水族館 KANE POPPO 旧瀬戸邸 

 

【問題44】 稚内では、主に３種類のカニが水揚げされているが、本名をオオクリガ

ニというカニはどれか、次の中から一つ選びなさい。（２点） 

 

ア．タラバガニ      イ．ズワイガニ 

ウ．松葉ガニ       エ．毛ガニ  
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【問題45】 稚内で水揚げされる水産物の令和２年の漁獲量（数量）について正しい

組み合わせを、次の中から一つ選びなさい。（３点） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ａ Ｂ 

ア ほたて貝 こまい 

イ ほっき貝 たこ 

ウ ほたて貝 たら 

エ ほっき貝 にしん 

A 
B 


