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信濃川火焔街道連携協議会                     平成 27年3月1日実施 

 

 

第７回 縄文楽検定 問題（中級） 

 
●四択・記述式の 50問で、制限時間は 60分です。係員の指示で始めてください。 

●下記の問題について、正しいものを選んで別紙の解答用紙に丸印をつけるか又は答

えを書いてください。 

 

【問題】 

１  縄文土器は、Ｅ ・Ｓ ・モースが貝塚出土の土器に対して用いた cord marked 

pottery の語が名称の由来ですが、はじめ「索紋」と訳されたものを「縄紋」の訳

語をあてたのは誰でしょうか？次の４つの中から一つを選んでください。 

 

 a) 山内清男  b) 白井光太郎  c) 坪井正五郎  d)小林達雄 

 

２ 写真の土器のうち、最も古いと考えられる土器はどれでしょうか？次の４つの中

から一つを選んでください。 

 

 

    a)         b)         c)        d) 

 

３ 土器の出現は、人々の生活にどのような利点をもたらしましたか？次の４つの中

から一つを選んでください。 

 

 a) 土器が大陸への重要な輸出品になり、経済的に豊かになった    

b) より良い土器の製法を学ぶため、多くの人が大陸にわたるようになった   

c) 食料を煮炊きしたり、貯蔵したりすることが容易になった   

d) 狩猟や木の実などの採集の能率が飛躍的に高まった 

 

４ 火焔型土器がつくられた時代に、人々がくらしていた竪穴住居の平面形に多いの

は、長方形と何形でしょうか？次の４つの中から一つを選んでください。 

  

a) 円形もしくは卵形  b) 三角形  c) 正方形  d) 星形 
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５ 右図中イ～ハに当てはまらない部位名称はなんでしょうか？次の４つの中から一

つを選んでください。 

 

 a) 橋状突起 

 b) 鋸歯状突起 

 c) 眼鏡状突起 

 d) 袋状突起  

 

 

 

 

 

６ 右の写真は長岡市石倉遺跡で発見された火焔型土器ですが、

サイズが小さいことで知られています。大きさ（高さ）はどの

くらいでしょうか？次の４つの中から一つを選んでください。 

  

a) 5.5㎝  b) 10.5㎝  c) 15.5㎝  d) 20.5㎝ 

 

 

７ 五泉市の大蔵遺跡から出土した右の写真の土器（台付

き浅鉢）は、同市の文化財保護のシンボルとしてある愛

称で呼ばれていますが、その愛称とはなんでしょうか？ 

 次の４つの中から一つを選んでください。 

 

a) 金鵄坏  b) 天皇坏  c) 栄光坏  d) 五泉坏 

        

８ 火焔型土器は、ものを煮る一種のなべとして用いられたと考えられていますが、

それからわかる特徴としてもっともあてはまるものはどれでしょうか？次の４つの

中から一つを選んでください。 

 

 a) 水がもれにくい       b) 逆さに埋められていたものがある  

 c) ゴミ捨て場からみつかる   d) 内側におこげがついている 

 

９ 地域間交流によって縄文ムラにもたらされることのある琥珀（こはく）は、千葉

県の銚子市が産地として有名です。さて、どのようにしてできるものでしょうか？

次の４つの中から一つを選んでください。 

  

a) 地中の炭素が変化した      b) 動物の糞が固まった  

c) 松ヤニなどの樹脂が化石化した  d) 海底の泥が地中の圧力で固まった 
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10  日本で織布が始まるのは弥生時代からといわれていますが、現在のところ編布の

起源は縄文時代のどこまで遡ることができるでしょうか？次の４つの中から一つを

選んでください。 

 

a) 早期  b) 前期  c) 中期  d) 後期 

 

11 火焔型土器に伴う遺物で、右の写真の土製品はなんと呼ば  

れているでしょうか？次の４つの中から一つを選んでくだ 

さい。 

 

 a) 滑車型耳飾     b) 三角形土版   

c) 三角とう形土製品  d) 土錘 

 

12 ドングリやトチノミなどの木の実を磨りつぶす臼とし

て用いられた道具（右の写真）はなんと呼ばれているで 

しょうか？次の４つの中から一つを選んでください。 

 

 a) 石錐  b) 磨石  c) 石冠  d) 石皿 

 

13 山形県にある押出遺跡のクッキー状炭化物を分析したところ、最も多く検出され

た成分はどれでしょうか？次の４つの中から一つを選んでください。   

 

a) シカの肉  b) 野鳥の卵  c) 堅果類  d) 魚の骨 

 

14 縄文人が利用していた食料資源は 500 種をはるかに超えていたと推定されます

が、カロリーのおよそどれくらいを植物質の食料から得ていたと考えられているで

しょうか？次の４つの中から一つを選んでください。  

 

a) ３分の１  b) ２分の１  c) ３分の２  d) ４分の３ 

 

15 長岡市根立遺跡の泥炭層中から出土した種子を蒔いたところ芽が出て話題となっ

た木の実はなんでしょうか？次の４つの中から一つを選んでください。 

  

a) ドングリ   b) クリ   c) トチノミ   d)クルミ 

 

16 地面を掘り下げて、そこを床として柱を建て、周囲に屋根を葺きおろした住居を

なんと呼ぶでしょうか？あてはまる用語を記入してください。 

 

                                 住居  

 

 

 

 



 - 4 - 

17 縄文時代中期、主に新潟県内の遺跡から出土することが多い石製の身体装飾品は

どれでしょうか？次の４つの中から一つを選んでください。 

 

 a) 彫刻石棒   b) 滑車型耳飾   c) 彫刻石皿   d) ヒスイ製大珠 

 

18 では、問17の正解の産地として有名なのは、どこでしょうか？次の４つの中から

一つを選んでください。 

  

a) 新潟県の魚野川流域   b) 新潟県の信濃川流域  c) 新潟県の姫川流域  

d) 新潟県の阿賀野川流域 

 

19 右の写真は津南町堂尻遺跡で見つかった住居ですが、壁に 

 沿って床が一段高くなった部分をもっています。この部分は  

なんと呼ばれているでしょうか？ あてはまる用語を記入 

してください。 

 

        状遺構 

 

20 火焔型土器などにはほとんど見られませんが、土器のひび割れや一部が壊れた際

に、その部分の両側に対称的に穿孔して、縄紐などで綴じ合わせるための孔をなん

と呼ぶでしょうか？あてはまる用語を記入してください。 

 

         孔 

 

21 津南町道尻手遺跡の土偶の特徴はどれでしょうか？次の４つの中から一つを選ん

でください。 

   

a) 髭が生えている  b) 髪形がわかる  c) 足があって立つ  

d) お腹が膨らんでいる 

 

22 三条市吉野屋遺跡で出土した土偶でないものはどれでしょうか？次の４つの中か

ら一つを選んでください。 

 

 

 

 

 

 

   a)          b)        c)         d) 
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23 火焔型土器に伴う遺物で、省略型土偶の一部と考えられてい

る土製品（右の写真）はなんと呼ばれているでしょうか？ 

あてはまる用語を記入してください。 

 

         土製品 

 

 

 

24 縄文時代草創期後半は、短期間のうちに極寒冷期と温暖期が交互に揺り戻す気候

変動期でした。これをなんと呼ぶでしょうか？次の４つの中から一つを選んでくだ

さい。 

 

 a) リトリナ期  b) ヤンガードリアス期  c) ヴュルム期 

 d) ミンデル期 

 

25 「縄文海進（じょうもんかいしん）」の説明として正しいものはどれでしょうか？ 

次の４つの中から一つを選んでください。 

  

a) 温暖化が進み、海水面が上昇した  b) 温暖化が進み、海水面が低下した 

c) 寒冷化が進み、海水面が上昇した   d) 寒冷化が進み、海水面が低下した 

 

26 数年前に調査された新潟県の縄文時代遺跡の統計では、火焔型土器の時代である

中期中葉の遺跡数はおおむねどれくらいでしょうか？次の４つの中から一つを選ん

でください。 

 

 a) 300 遺跡   b) 400 遺跡   c) 500 遺跡   d) 600 遺跡 

 

27 縄文前期から弥生中期にかけて盛行した、成人式や婚姻儀礼の際に行なわれたと

考えられている、人の健康な歯牙を意図的に抜去する習俗のことをなんというでし

ょうか？あてはまる用語を記入してください。 

 

                                     

 

28 沖ノ原式土器の標式遺跡である沖ノ原遺跡があるのはどこでしょうか？次の４つ

の中から一つを選んでください。 

 

 a) 見附市  b)  小千谷市  c) 津南町  d) 十日町市 

 

29 三条市にある、粟ヶ岳を臨む駒出川の河岸段丘上にあり、近年の発掘調査で大き

な北のムラと小さな西のムラがあったことが判明した縄文時代の遺跡はどこでしょ

うか？次の４つの中から一つを選んでください。 

 

 a) 八木鼻岩陰遺跡  b) 五百川遺跡  c) 吉野屋遺跡  d) 長野遺跡 
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30 右の写真のように、だんご状の炭化物が石皿につまった

状態で見つかったのは長岡市のどの遺跡でしょうか？次

の４つの中から一つを選んでください。 

  

a) 馬高遺跡  b) 岩野原遺跡  c) 山下遺跡 

d) 徳昌寺遺跡 

 

31 長岡市にある、三十稲場遺跡と「遠藤沢」と呼ばれる小さな沢を挟んでその東側

にある、「火焔土器」が出土した遺跡の名前なんというでしょうか？あてはまる遺跡

名を記入してください。 

 

                                  遺跡 

 

32 「火焔土器」は一巡目の新潟国体で、会場となった新潟市陸上競技場の炬火台の

モデルとなりました。国体終了後に大きな地震もありましたが、いつのことでしょ

うか？次の４つの中から一つを選んでください。 

 

 a) 昭和 29 年  b) 昭和 39 年  c) 昭和 49 年  d) 昭和 59 年 

 

33 右の写真は、「火焔土器」の発見者です。この人物はだれ

でしょうか？あてはまる人物名を記入してください。 

 

                           

 

 

 

 

 

34 右の写真は、土器の復元作業を行っている中村

孝三郎さんです。中村さんは長岡市にある博物館

の初代学芸員として馬高遺跡などの出土品の研

究し、「火焔土器」のかたちや文様の特徴を明ら

かにしました。中村さんが勤務したのはどこの博

物館でしょうか？あてはまる博物館名を記入し

てください。 

 

            博物館  

 

35 長岡市栃倉遺跡で、日本海側諸県で最初に発見されたものはどれでしょうか？ 

次の４つの中から一つを選んでください。 

 

 a) 土偶  b) 火焔型土器  c) 竪穴住居跡  d) 王冠型土器 
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36 右の写真の土器は、十日町市笹山遺跡出土

の火焔型土器、王冠型土器です。これらの土

器は国の文化財に指定されていますが、どの

ような文化財に指定されているのでしょう

か？あてはまる用語を記入してください。 

 

                     

 

37 右の写真は、関越自動車道の土取工事がおこ

なわれる前に調査された遺跡の発掘写真です。

火焔型土器なども出土し、現在は長岡市馬高縄

文館で展示されています。どの遺跡でしょう

か？あてはまる遺跡名を記入してください。 

 

                 遺跡 

 

38 信濃川で獲れるサケは、縄文時代はもちろんのこと近代以降においても重要なタ

ンパク源でした。信濃川（津南町～小千谷市岩沢間）におけるサケの捕獲量が最も

多かったのは昭和３～７年頃ですが、どの位の捕獲量だったでしょうか？ 次の４

つの中から一つを選んでください。 

 

 a) 20,000 尾  b) 40,000 尾  c) 60,000 尾  d) 80,000 尾 

 

39 日本で一番大きな王冠型土器はどれでしょうか？次の４つの中から一つを選んで

ください。 

 

    a)         b)        c)          d) 
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40 右の写真の火焔型土器の赤矢印の突起は、どの

ように呼ばれているでしょうか？あてはまる用

語を記入してください。 

 

                  突起 

 

 

 

 

 

 

 

 

41 右の写真の王冠型土器の赤矢印の把手は、ど

のように呼ばれているでしょうか？あてはま

る用語を記入してください。 

 

 

                   把手 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42 新潟市大沢遺跡からは火焔型土器が出土しています。大沢遺跡Ａ地区の調査では、

根菜植物の花粉や胞子が検出されていますが、ごみ捨て場の最下層から出土したも

のはどれでしょうか？次の４つの中から一つを選んでください。 

 

a) ヒガンバナ  b) ゼンマイ  c) ヤマノイモ  d) ソバ 

 

43 津南町堂平遺跡の環状列石の内側に立っていたものはなんでしょうか？次の４つ

の中から一つを選んでください。 

   

a) 木の柱  b) 土偶  c) 火焔型土器  d) 石棒 

 

44 地域間交流によって縄文ムラにもたらされたもので、接着剤として利用されたも

のはなんでしょうか？あてはまる用語を記入してください。 
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45 火焔型土器が使用された

時代の土製品に滑車形耳飾

りがあります。右図のように

あるものの有無でＡとＢに

大別されますが、それはなん

でしょうか？次の４つの中

から一つを選んでください。 

 

a) 貫通孔  b) 赤彩  c) 滑車状の溝  d) 表面の磨き 

 

46 津南町農と縄文の体験実習館は、縄文文化とその伝統民俗技術に着目し、五感を

通して、それらの技術の継承と縄文文化を育んだ自然環境の尊さを学べる施設とし

て平成 16 年８月に開館しました。「どうぞきてください」と縄文の里であることを

かけあわせた造語がこの施設の愛称となっていますがなんでしょうか？あてはまる

施設名を記入してください。 

 

                                     

 

47 右の写真の展示は、どこの博

物館の展示でしょうか？次の

４つの中から一つを選んでく

ださい。 

 

a) 新潟市歴史博物館 

b) 長岡市馬高縄文館   

c) 十日町市博物館 

d) 新潟県立歴史博物館 

 

 

 

48 平成 26年７月 10日(木)、三条市諸橋轍次記念館において、信濃川火焔街道連携

協議会加盟の自治体の首長が一堂に会し、「縄文」をキーワードにした交流や広域連

携のあり方が話し合われました。その中で、「火焔型土器を 2020年東京オリンピッ

ク・パラリンピックの聖火台に」を目指すアピール宣言が協議会として決議されま

した。この会議はなんと呼ばれているでしょうか？次の４つの中から一つを選んで

ください。 

 

a) 縄文フォーラム   b) 縄文サミット  c) 縄文王国会議   

d) 縄文シンポジウム 

 

 

 



 - 10 - 

 

49 「火焔型土器を 2020年東京オリンピック・パラリンピックの聖火台に」のアピー

ル宣言にある趣意書の文章に、「汗水たらしてムラに運び込んだ粘土を相当量消費す

るばかりか、敢えて(     )をつけるのに要する手間暇もばかにならない。」とあ

ります。（      ）に該当する言葉はなんでしょうか？あてはまる用語を記入し

てください。 

          

                                 

 

50 「火焔型土器を 2020年東京オリンピック・パラリンピックの聖火台に」のアピー

ル宣言にある趣意書の文章に、「縄文土器は、縄文文化の表看板として北は

（     ）、南は九州からはるか南西海上の沖縄諸島にまで行き渡った。」とあ

ります。（     ）に該当するのはどれでしょうか？次の４つの中から一つを選

んでください。 

 

a) 北海道北方四島  b) 青森県つがる市  c) 北海道知床半島 

d) 津軽海峡 

 

 

 

 

●お疲れ様でした。解答用紙に受検番号・名前・住所等が記入してあることをご確認

ください。 

 


