
令和４年度 

いばらき地酒ソムリエ S級認定試験問題 

 

試験日：令和 4年 10月 30日（日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○次の注意事項及び解答用紙の注意事項をよくお読みください。 

 

1. 係員の指示があるまで、この問題用紙を開かないでください。 

2. 解答は、別紙の解答用紙（マークシート）に、設問ごとに選択肢の番号をマークしてくだ

さい。マークする際には HBまたはBの鉛筆・シャープペンシルを使用してください。（ボ

ールペンは使用しないでください。） 

3. この試験で解答する問題の数は 40問 4択式です。試験時間は 1時間で開始後 30分

以降、途中退出を認めます。途中退出する際は、手を挙げて係員の指示に従ってくだ

さい。 

4. この問題用紙は、試験終了後に回収しますので、持ち帰らないようにしてください。 

5. 係員より試験開始の合図がありましたら、問題用紙の全ページ（表紙を除き 7 ページ）

を確認し、印刷不鮮明、落丁・乱丁がありましたら、手を挙げて係員に知らせてください。 

  

（ 注 意 事 項 ） 
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以下の全ての設問について、2022（令和 4）年 10月 30日現在において該当する項目を選択すること 

 

問 1. 家久長本店は 1827（文政 10）年に現在の大子町で発祥した酒蔵である。創業時の初銘柄は、次

のうちどれか。 

（1） 家久長  （2） 霊水八溝  （3） 四度の瀧  （4） 奥久慈 

  

問 2. 剛烈酒造の所在する市町村と、創業年の組み合わせで、正しいものは次のうちどれか。  

（1） 常陸太田市－1830（文政 13、天保元）年 

（2） 常陸太田市－1790（寛政 2）年 

（3） 常陸大宮市－1790（寛政 2）年 

（4） 常陸大宮市－1830（文政 13、天保元）年 

  

問 3. 吉久保酒造の商品に関して、正しいものは次のうちどれか。  

（1） サバデシュについて、380本に 1本「金サバラベル」が出現する。 

（2） サーモンデシュについて、秋限定酒に「焼き鮭デシュ」が発売される。 

（3） うさぎのダンスについて、2月 22日猫の日限定で「猫のダンス」が発売される。 

（4） Jellica（ジェリカ）について、梅酒以外に焼酎バージョンも存在する。 

  

問 4. 木内酒造の代表銘柄「菊盛」の命名にゆかりのある歴史上の人物は、次のうちどれか。 

（1） 一橋慶喜  （2） 徳川斉昭  （3） 高橋多一郎  （4） 藤田東湖  

  

問 5. 笹目宗兵衛商店とゆかりのある神社は、次のうちどれか。 

（1） 常磐神社  （2） 笠間稲荷神社  （3） 御岩神社  （4） 常陸国出雲大社 

 

問 6. 村井醸造の新銘柄「真上」の正しい読み方は、次のうちどれか。 

（1） しんかみ  （2） まうえ  （3） しんじょう  （4） まがみ 

  

問 7. 桜川市の西岡本店の熟成酒シリーズの鳥獣戯画ラベルに描かれていないのは、次のうちどれか。 

（1） うさぎ  （2） ねこ  （3） きつね  （4） かえる 

  

問 8. 「互いに心を開いて酒を酌みかわせば、世界の人々は、皆、兄弟のよ睦みあえる」という意味の

『四海皆兄弟』を創業以来の社是とする酒蔵は、次のうちどれか。 

（1） 愛友酒造  （2）森島酒造   （3） 嶋崎酒造  （4） 月の井酒造店 
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問 9. 関東信越国税局の統計情報によると、2000（平成 12）年から 2020（令和 2 年）年にかけての茨城

県内の清酒製造場数の残存率（2020 年の製造場数／2000 年の製造場数）について、正しいものは次

のうちどれか。 

（1） 55%  （2） 60%  （3） 65%  （4） 80% 

  

問 10. 2021（令和 3）年 10 月 15 日、日本の伝統的なこうじ菌を使った酒造りが、「伝統的酒造り」として

（   ）に登録された。（   ）内に入る言葉は、次のうちどれか。 

（1） ユネスコ無形文化遺産 

（2） 日本遺産 

（3） 登録無形文化財 

（4） 伝統芸能 

  

問 11. 特定名称酒に使用できる米の規定で正しいものは、次のうちどれか。   

（1） 新米であること 

（2） 玄米の等級検査で 3等以上であること 

（3） 酒造好適米であること 

（4） 酒蔵の所在する都道府県産であること 

  

問 12. 酒造好適米と一般米の比較についての説明が誤っているのは、次のうちどれか。   

（1） 酒造好適米は一般米に比べ、米粒が大きい。   

（2） 酒造好適米は一般米に比べ、吸水性がよい。  

（3） 酒造好適米は一般米に比べ、タンパク質が少ない。   

（4） 酒造好適米は一般米に比べ、心白が小さい。  

  

問 13. 日本の国菌として指定されている微生物は、次のうちどれか。   

（1） 麹菌  （2） 酵母  （3） 乳酸菌  （4） 納豆菌 

  

問 14. 瓶詰めの日本酒が初めて売り出された年は、次のうちどれか。   

（1） 1833（天保 4）年   

（2） 1878（明治 11）年   

（3） 1896（明治 29）年 

（4） 1914（大正 3）年   
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問 15. 田中酒造店の所在する市町村と、代表銘柄の組み合わせで、正しいものは次のうちどれか。 

（1） 龍ケ崎市－牡丹正宗 

（2） つくば市－男女川 

（3） 常総市－京の夢 

（4） 取手市－君萬代 

  

問 16. 結城市の武勇が代々受け継いできた酒造りの流派は、次のうちどれか。 

（1） 丹波杜氏  （2） 越後杜氏  （3） 能登杜氏  （4） 南部杜氏 

 

問 17. 2011（平成 23）年に廃業した大塚酒造の銘柄を、坂東まちづくり株式会社が復活させた銘柄は、

次のうちどれか。 

（1） 秀緑  （2） 酔富  （3） 至宝  （4） 文華 

  

問 18.茨城県酒造組合の設立された年は、次のうちどれか。   

（1） 1911（明治 44）年   

（2） 1939（昭和 14）年   

（3） 1943（昭和 18）年 

（4） 1953（昭和 28）年   

  

問 19. 酒蔵が一つしかない市町村は、次のうちどれか。   

（1） 大子町  （2） 筑西市  （3） 結城市  （4） 取手市 

 

問 20. 茨城県では、県産日本酒の魅力を伝えるため、JR 水戸駅及び TX つくば駅にて立ち飲みスタン

ド「いばらき地酒バー」を設置しています。つくば店のバーオープンは次のうちどれか。  

（1） 2000（平成 12）年 1月 1日     

（2） 2018（平成 30）年 10月 1日  

（3） 2019（令和元）年 7月 31日  

（4） 2019（令和元）年 9月 24日  

 

問21. 飯米品種の両親から生まれた酒造好適米「ひたち錦」は、大粒で心白の発現が良い「岐系89号」

を母、倒伏に強く病害にも強い（  ）を父として人工交配を行い、その後代から育成された品種である。 

（   ）内に入る言葉は、次のうちどれか。  

（1） 山田錦  （2） 月の光  （3） 日本晴  （4） 雄町  
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問 22. 特定名称の「純米酒」と「特別純米酒」のルール上の違いについて、正しいものは次のうちどれか。  

（1） 精米歩合  （2） 麹歩合  （3） 粕歩合  （4） 度数 

  

問 23. 酒税法上の清酒の定義として、誤っているものは次のうちどれか。  

（1） 米、米こうじ及び水を原料として発酵させて、こしたもの 

（2） 米、米こうじ、水及び清酒かすその他政令で定める物品を原料として発酵させて、こしたもの 

（3） 米、米こうじ及び水を原料として発酵させたもの 

（4） 清酒に清酒かすを加えて、こしたもの 

  

問 24. 日本酒の製造工程について、正しいものは次のうちどれか。 

（1） 精米→洗米→蒸きょう→製麹→酒母→初添え→仲添え→留添え→醸造アルコール添加→踊り→

上槽→火入れ 

（2） 精米→洗米→蒸きょう→製麹→酒母→踊り→初添え→仲添え→留添え→上槽→醸造アルコール

添加→火入れ 

（3） 精米→洗米→蒸きょう→製麹→酒母→初添え→踊り→仲添え→留添え→上槽→醸造アルコール

添加→火入れ 

（4） 精米→洗米→蒸きょう→製麹→酒母→初添え→踊り→仲添え→留添え→醸造アルコール添加→

上槽→火入れ 

  

問 25. 日本酒製造の特徴である並行複発酵について、何と何を同時に進行させるかの正しい組合せは、

次のうちどれか。  

（1） 酵母によるアルコール発酵 – 乳酸菌による乳酸発酵 

（2） 麹菌によるアルコール発酵 – 酵母による糖化 

（3） 麹菌による糖化 – 乳酸菌による乳酸発酵 

（4） 酵母によるアルコール発酵 – 麹菌による糖化 

  

問 26. 酒造好適米について、各銘柄と、その銘柄の 2021（令和 3）年生産量が最も多い産地の組み合

わせとして、正しいものはどれか。 

（1） 五百万石 – 新潟県 

（2） 雄町 – 北海道 

（3） 山田錦 – 山口県 

（4） 美山錦 – 秋田県 
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問 27. 香味特性別分類による日本酒の 4タイプにおける「爽酒」と相性の良いと思われる茨城の特産品

は、次のうちどれか。 

（1） ヒラメのお刺身 

（2） 北茨城のあんこう鍋 

（3） 常陸牛のステーキ 

（4） 生しらすポン酢 

 

問 28. 茨城に関する醸造関連メーカーに関する記載について、正しいのは次のうちどれか。 

（1） 日本有数の種麹メーカーがある。 

（2） 日本有数の精米機メーカーがある。 

（3） 日本有数の麹室メーカーがある。 

（4） 日本有数の上槽機器メーカーがある。 

 

問 29. 明利酒類が開発した酵母「M３１０酵母」の販売が開始された年は、次のうちどれか。   

（1） 1992（平成４）年   

（2） 1995（平成７）年   

（3） 1997（平成９）年   

（4） 1999（平成 11）年   

  

問30. 常陸杜氏の認証を取得するためには、県内の酒蔵での一定の経験年数が必要となり、（ A ）の

人材育成研修「杜氏育成コース」を受講することや、（ B ）取得者などの条件を満たすことも大前提。

そして茨城県に関する一般常識や酒造技術などを問う筆記試験、小論文、利き酒などの実技、面接と

いった認定試験を経て、ようやく認証を取得できる。   

Ａ、Ｂに入る言葉の正しい組み合わせは、次のうちどれか。  

（1） A：茨城県産業技術イノベーションセンター   B：唎酒師   

（2） A：茨城県産業技術イノベーションセンター   B：酒造技能士１級   

（3） A：茨城県酒造組合   B：唎酒師  

（4） A：茨城県酒造組合   B：酒造技能士１級   

  

問 31.「貴醸酒」の酒税法上での分類名は、次のうちどれか。   

（1） 醸造酒類  （2） 蒸留酒類  （3） 混成酒類  （4） 発泡性酒類 
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問 32. 10月 1日を「日本酒の日」として制定した理由は、次のうちどれか。   

（1） 現在の酒造年度開始日であり、酒造元旦と呼ばれているから。 

（2） かつての酒造年度開始日であり、酒造元旦と呼ばれていたから。 

（3） 全国清酒鑑評会結果発表日であり、めでたい日であるから。 

（4） 酒造年度の最終日であり、美味しい日本酒が一番出揃う日だから。 

  

問 33. 吟醸造りとは、吟味して醸造することをいい、伝統的に、よりよく精米した白米を（ Ａ ）でゆっくり

発酵させ、かすの割合を（ B ）して、（ C ）などの特有な芳香（吟香）を有するように醸造することをい

う。 

Ａ、Ｂ、Cに入る言葉の正しい組み合わせは、次のうちどれか。 

（1） A：高温  B：高く  C：イソアミルアルコール 

（2） A：低温  B：低く  C：イソアミルアルコール 

（3） A：低温  B：高く  C：カプロン酸エチル 

（4） A：高温  B：低く  C：カプロン酸エチル 

 

問 34. 近年、日本酒の甘口・辛口を表す指標として新甘辛度が提案されている。新甘辛度の計算式で

正しいものは、次のうちどれか。   

（1） グルコース濃度（%）－滴定酸度（ｍL） 

（2） 滴定酸度（ｍL）－日本酒度 

（3） 日本酒度－滴定酸度(ｍL) 

（4） グルコース濃度（%）－滴定アミノ酸度（ｍL） 

 

問 35. 日本酒の香り成分のうち、メロンやバナナのような吟醸香のもととなる成分は、次のうちどれか。 

（1） カプロン酸エチル  

（2） イソアミルアルコール 

（3） βフェネチルアルコール 

（4） 酢酸イソアミル   

 

問 36. 麹について正しい説明は、次のうちどれか。   

（1） 清酒製造に通常用いられる種類は白麹である。  

（2） 複数の麹菌を組み合わせて清酒製造することもある。  

（3） 黄麹は多量のクエン酸を生成する。 

（4） 製麹は通常、引き込みから出麹まで 12時間程度要する。 
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問 37. 国税庁発行「酒のしおり（令和４年３月）」において、令和２年度の最も販売（消費）数量の多い酒

類は、次のうちどれか。  

（1） ビール  （2） 日本酒  （3） リキュール  （4） 発泡酒 

  

問 38.「ピュア茨城」の参加酒蔵の組み合わせで正しいものは、次のうちどれか。 

（1） 森島酒造・磯蔵酒造・西岡本店 

（2） 井坂酒造店・木内酒造・村井醸造 

（3） 岡部・浦里酒造店・野村醸造 

（4） 剛烈酒造・明利酒類・山中酒造店 

  

問 39. 香味特性別分類による日本酒の 4タイプにおける「醇酒」と相性の良いと思われる茨城の特産品

は、次のうちどれか。 

（1） ヒラメのお刺身 

（2） 北茨城のあんこう鍋 

（3） 常陸牛のステーキ 

（4） 生しらすポン酢 

 

問 40. 香味特性別分類による日本酒の 4 タイプ別日本酒の飲用温度について、最も適したものは、次

のうちどれか。 

（1） 薫酒：6～10℃ 

（2） 爽酒：10～45℃ 

（3） 醇酒：10～16℃ 

（4） 熟酒：7～25℃ 


