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信濃川火焔街道連携協議会                     平成25年3月3日実施 

第５回 縄文楽検定 解答（初級）

●テキストの略称は以下のとおりです。 

  Ⅰ：縄文楽検定テキスト『縄文文化と火焔土器』（信濃川火焔街道連携協議会、平成21年3月刊行） 

  Ⅱ：縄文楽検定テキストⅡ『信濃川火焔街道 縄文の旅』（信濃川火焔街道連携協議会、平成23年12月刊行） 

  日：新潟県立歴史博物館編『火焔土器の国新潟』（新潟日報事業社、平成21年4月刊行） 

●（Ⅰ-17p）とあったら、テキストⅠの17ページに載っているという意味です。 

【問題】

１ 下の４点の写真のうち、もっとも古い火焔型土器はどれでしょう？ 

 a)          b)           c)          d) 

※正解はb)（Ⅰ-20p、日-151p） 

２ 下の写真の土器はいずれも新潟市内の遺跡から出土したものですが、それぞれの遺跡名の組み

合わせで正しいものはどれでしょうか？ 

 ア    イ

 a） ア：原遺跡・イ：大沢遺跡   c） ア：大沢遺跡・イ：秋葉遺跡 

 b） ア：大沢遺跡・イ：原遺跡   d） ア：秋葉遺跡・イ：大沢遺跡 

※正解はc)（Ⅱ-2～3p）

３ 右の写真の土器は火焔型土器の中でも最大級の大きさ（高さ）を

誇りますが、出土した遺跡を選んでください。 

a) 堂平遺跡    c) 堂尻遺跡 

 b) 道尻手遺跡   d) 笹山遺跡 

※正解はb)（Ⅰ-25p、日-156～157p） 
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４ では、右の写真の土器の大きさ（高さ）は？ 

a) 約５５ｃｍ    c) 約６１ｃｍ 

 b) 約５８ｃｍ    d) 約７３ｃｍ 

※正解はc)（テキストⅠ-26p、日-156～157p） 

５ 火焔型土器の色調は、大きく分けて2種類あります。一つは赤色系、もう一つは何色系でしょ

うか？ 

 a) 黒色系   b) 黄色系   c) 白色系   d) 青色系 

※正解はc)（Ⅰ-16p、日-147p） 

６ ５の正解の色調の土器にくらべ、赤色系の土器に多く含まれるものは？ 

 a) 塩   b) 砂   c) カルシウム   d) 鉄分 

※正解はd)（Ⅰ-16p、日-147p） 

７ 火焔型土器の大きさ（高さ）は平均何センチメートルくらいでしょうか？ 

 a) ５ｃｍ   b) １０ｃｍ   c) ２５ｃｍ   d) ５０ｃｍ 

※正解はc)  

８ 鶏頭冠突起はどれですか？ 

 a)            b)          c)            d) 

※正解はc)（Ⅰ-10p、日-28p など） 

９ 火焔型土器の鶏頭冠突起は、基本的に何個で構成されているでしょうか？ 

 a) ３個   b) ４個   c) ５個   d) ６個 

※正解はb)（Ⅰ-9p、日-140p） 

10 火焔型土器に付けられていない突起は？ 

 a) トンボ眼鏡状突起   b) ムシ眼鏡状突起   c) 袋状突起   d) 鋸歯状突起 

※正解はb)（日-28p、Ⅰ-10p など） 

11 火焔型土器の特徴でないものはどれでしょう？ 

 a) 口縁部に付く鶏頭冠突起     c) 縄文の施文 

 b) 鋸歯状突起           d) 隆帯と隆線文によって施された浮彫的な文様 

※正解はc)（日-140p、Ⅰ-9p） 

12 火焔型土器につけられる文様やパーツの基本となっているものは、次のうちどれでしょうか？ 

 a) a字状粘土紐   b) c字状粘土紐   c) x字状粘土紐   d) y字状粘土紐 
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※正解はb) （日-71～76p） 

13 火焔型土器が、その時期の土器全体に占めるおよその割合は？ 

 a) １パーセント  b) １０パーセント  c) ３０パーセント  d) ５０パーセント 

※正解はb)（Ⅰ-11p、日-142p など） 

14 縄文土器のつくり方として正しいものは？ 

 a) ロクロを使ってつくった     b) 粘土紐を積み上げた 

 c) 窯で焼いた           d) 釉薬をかけた 

※正解はb)（Ⅰ-16～17p、日-147～148p） 

15 土器をつくる粘土に混ぜる「シャモット」とは何のことでしょうか？ 

 a) 金の粉   b) 土器の粉   c) 水晶の粉   d) 木の実 

※正解はb)（Ⅰ-16p、日-147p） 

16 縄文土器の底には、土器を作るときに敷いた物の痕跡が残っていることがあります。さて何を 

敷いたと考えられているでしょうか？ 

 a) 回転ロクロ   b) 編み物   c) 紙   d) 土器 

※正解はb)（Ⅰ-17p、日-148p） 

17 火炎土器文化にみられる集落のかたちで、広場を中心として竪穴住居が放射状に配置される形 

状は何と呼ばれるでしょうか？ 

 a) 囲込集落   b) 巨大集落   c) 分散集落   d) 環状集落 

※正解はd)（Ⅰ-4p、日-135p） 

18 17のような集落での竪穴住居の配置は？ ※      ←住居と軸を表す 

 a)          b)           c)            d) 

※正解はb)（Ⅰ-4p、日-135p） 

19 17のような集落が最もつくられやすい場所を図中a～dから選んでください 

※正解はb)（Ⅰ-4p、日-135p） 
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20 縄文時代の説明として不適切なものはどれでしょう？ 

 a) 水田をつくり、米づくりにはげんでいた   c) クリなどの木の実を多く食べていた 

 b) 狩猟や漁労を行っていた          d) 岩石を磨いた斧で樹木を伐採していた 

※正解はa)（日-116p) 

21 火焔土器がつくられた時代の主要な狩りの道具は？ 

 a) 石錐   b) 石匙   c) 石鏃   d) 石鋸 

※正解はc)（Ⅰ-22p、日-153p） 

22 火焔型土器の時代につくられたこの石器（写真右）を何と呼ぶでしょうか？ 

 a) 手裏剣石器   c) 三脚石器

 b) 三角石器    d) 人形石器

※正解はc)（Ⅰ-22～23p、日-153～154p） 

23 縄文時代につくられたヒト形の焼き物は？ 

 a) 埴輪   b) 土偶   c) 土器   d) 土人形 

※正解はb)（日-12～17p） 

24 23の正解のヒト形の焼き物は壊れて発見されることが多く、壊れやすくつくったという意見が

あります。このようなつくり方はなんと呼ぶでしょうか？ 

 a) せんべい分割法     c) まんじゅう分割法 

 b) チョコレート分割法   d) ケーキ分割法 

※正解はb)（日-20p） 

25 年代測定に使われる加速器質量分析法の略称は次のうちどれでしょう？ 

 a) ＡＢＳ法   b) ＡＥＤ法   c) ＡＭＳ法   d) ＡＮＴ法 

※正解はc)（Ⅰ-19p、日-87p) 

26 25の年代測定に用いられる放射性元素は？ 

 a) 
13Ｃ   b) 14Ｃ   c) 14Ｎ   d) 15Ｎ

※正解はb)（Ⅰ-19p、日-87p） 

27 年代測定の結果、火焔型土器は何年前ころの縄文土器と判明したでしょうか？ 

 a) ５万年前   b) １万５千年前   c) ５千年前   d) １千年前 

※正解はc)（Ⅰ-19p、日-88p など） 

28 火焔型土器がつくられた時代の出来事ではないものはどれ？ 

 a) イギリスのストーンヘンジがつくられはじめた     

 b) 中国長江流域の集落で身分階層に差が生まれはじめた 

 c) 中国で万里の長城がつくられはじめた 
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 d) エジプトで統一国家がつくられはじめた 

※正解はc)（日-42～47p) 

29 縄文時代はおよそ何年前から始まったでしょうか？ 

 a) ５万年前   b) １万５千年前   c) ５千年前   d) １千年前 

※正解はb)（Ⅰ-1p、日-132p） 

30 縄文時代は約何年間続いたと考えられているでしょうか？ 

 a) ３千年間   b) ５千年間   c) １万２千年間   d) ７万年間 

※正解はc)（Ⅰ-2p、日-132p） 

31 信濃川中・上流域（長岡市～十日町市・津南町）で、縄文時代の遺跡数が最も多い時期はいつ

でしょう？ 

 a) 早期   b) 前期   c) 中期   d) 晩期 

※正解はc)(日133p) 

32 縄文時代を通して最も暖かった時期はいつでしょうか？ 

 a) 前期   b) 中期   c) 後期   d) 晩期 

※正解はa)（Ⅰ-1,3p） 

33 縄文時代に食料保存のために用いられなかったものは？ 

 a) 住居内の棚   b) 深く掘った穴   c) 冷蔵庫   d) 住居の軒先 

※正解はc） 

34 縄文時代になかったと考えられているものは？ 

 a) ことば   b) 文字   c) アクセサリー   d) 舟 

※正解はb） 

35 火炎土器文化の集落は主にどんなところにつくられるでしょうか。 

 a) 高い山の山頂      c) 見晴らしのよい平坦な台地 

 b) 大きな川沿いの低地   d) 水はけの悪い湿地 

※正解はc） 

36 次の遺跡では火焔型土器が出土していますが、国宝や国の重要文化財に指定された火焔型土器

が出土していない遺跡はどこでしょう。 

 a) 沖ノ原遺跡   b) 堂平遺跡   c) 笹山遺跡   d) 馬高遺跡 

※正解はa)（Ⅰ-8p、日-139p） 

37 国宝もしくは重要文化財に指定されている火焔型土器が展示されていない施設は？ 

 a) 津南町歴史民俗資料館   c) 長岡市馬高縄文館 

 b) 十日町市博物館      d) 長岡市郷土史料館 

※正解はd)（Ⅰ-28～32p、Ⅱ-13p） 
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38 津南町にある、縄文文化を楽しく学べる施設は次のうちどれでしょう？ 

 a) キナーレ   b) ちぢみの里   c) なじょもん   d) アクアーレ 

※正解はc)（Ⅰ-28p、Ⅱ-26p) 

39 沖ノ原遺跡から出土したクッキー状炭化物は主に何でできているでしょうか？ 

 a) 鹿や猪のお肉  b) クリなどの木の実  c) サケなどのお魚  d) 小麦粉  

※正解はb) 

40 三条市長野遺跡から出土した土器の中には福島県会津地方の土器と似たものがあり、交流があ

ったことがうかがえます。三条市と会津地方を結ぶ峠の名前は？  

 a) 沼山峠   b) 沼越峠   c) 八十里越   d) 六十里越 

※正解はc)（Ⅱ-8p） 

41 1964（昭和39）年に開催された新潟国体のポスターに描かれたのは？ 

 a) 王冠型土器   b) 浅鉢   c) 土偶   d) 火焔土器 

※正解はd)（Ⅰ-7p、日-138p） 

42 日本三大薬湯といわれるのは、有馬温泉・草津温泉と何温泉？ 

 a) 道後温泉   b) 野沢温泉   c) 下呂温泉   d) 松之山温泉 

※正解はd)(Ⅰ-36p） 

43 長岡市寺泊の名物で、旬の野菜と獲れた魚などをブツ切りにした味噌仕立ての汁をなんという

でしょうか？ 

 a) 浜汁   b) けんちん汁   c) のっぺ   d) 番屋汁 

※正解はd)（Ⅰ-38p） 

44 近くで火焔型土器も出土している、直江家三代の菩提寺は？ 

 a) 徳昌寺   b) 豪徳寺   c) 慈眼寺   d) 満福寺 

※正解はa)（Ⅱ-15p） 

45 「郷土の水と人々のあゆみ」をテーマに新潟市の歴史・民俗を分かりやすく展示している新潟

市歴史博物館の愛称は？ 

 a) りゅーとぴあ  b) まいぶんポート  c) マリンピア日本海  d) みなとぴあ 

※正解はd)（Ⅱ-4p） 

46 45の施設の常設展で、一番最初に展示されている土器は、以下のどれでしょう。 

 a)          b)           c)           d)  
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※正解はb） 

47 右の写真のジオラマは、縄文時代の生活のひとこまを推

定復元したものですが、どこの施設で見ることができるで

しょうか？ 

 a) 新潟市文化財センター 

 b) 新潟県立歴史博物館   

 c) 十日町市博物館 

 d) 長岡市馬高縄文館 

※正解はb）（Ⅰ-32p、Ⅱ-29p） 

48 平成24年10月から、長岡市の火焔型土器と王冠型土器の２点が海外で展示され話題になりま

した。展示された場所はどこ？ 

 a) スミソニアン博物館（米国）   c) 大英博物館（英国） 

 b) ルーブル美術館（フランス）   d) エルミタージュ美術館（ロシア） 

※正解はc） 

49 長岡市立科学博物館の考古研究室の初代学芸員として、同館に寄贈された近藤家の馬高遺跡を

はじめとする膨大な資料を整理した人の名前は？ 

 a) 藤森栄一   b) 中村孝三郎   c) 山内清男   d) 近藤篤三郎 

※正解はb）（Ⅰ-7p など） 

50 では、最後の問題です。あなたは、火焔型土器が何に使用されていたと思いますか？ 

 a) お祭りや行事（祭器）      c) 部屋の飾り（観賞用の器） 

 b) 日常の料理（煮炊き用のナベ）  d) その他 →欄外の「自由解答欄」にご記入ください 

※この設問についてはご記入いただいたお答え全て正解となります。


