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信濃川火焔街道連携協議会                     平成 29年 3月 5日実施 

 

第９回 縄文楽検定 問題（初級） 

 

●四択式の 50問で、制限時間は 50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回答用紙に丸印をつけてください。 

 

【問題】 

１ 火焔土器はどれでしょうか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 火焔土器が発見されたのは何という遺跡でしょう。 

ａ）羽黒遺跡     ｂ） 笹山遺跡    ｃ） 野首遺跡    ｄ）馬高遺跡 

 

３ 火焔土器は縄文時代のどの時期に作られた土器でしょう。 

 ａ）晩期       ｂ）中期       ｃ）前期        ｄ）早期 

 

４ 王冠型土器はどれでしょうか？ 

 

 

 

 

 

 

 

ａ ）         ｂ）          ｃ）         ｄ） 

 

 

５ 縄文時代はおよそ何年前から始まったでしょうか？ 

 ａ）７万年前    ｂ）３万年前   ｃ）１万５千年前   ｄ）８千年前 

ａ）          ｂ）        ｃ）         ｄ） 
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６ 火焔土器を発見した近藤篤三郎さんの写真は次のうちどれでしょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 ａ）        ｂ）         ｃ）        ｄ） 

 

 

７ 火焔型土器を特徴づけているこの部分（写真右）は何と呼ばれている     

でしょうか？ 

 ａ）波状口縁       ｂ）橋状把手  

 ｃ）鶏頭冠突起      ｄ）眼鏡状突起 

 

 

８ 「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。 

 ａ）温暖化が進み、海水面が上昇した  ｂ）寒冷化が進み、海水面が上昇した 

 ｃ）温暖化が進み、海水面が低下した  ｄ）寒冷化が進み、海水面が低下した 

 

９ 縄文時代と同時代の「世界のできごと」で正しいものはどれでしょう。 

 ａ）北京原人が出現した        ｂ）メソポタミア文明が始まった  

 ｃ）第１回十字軍の遠征が行われた   ｄ）キリストが誕生した 

 

10  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  ｂ)クリなどの木の実を多く食べていた 

ｃ) 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 

 

11 次のうち、縄文時代を主体とする遺跡でないのはどれでしょう。 

 ａ）五丁歩遺跡   ｂ）吉野屋遺跡   ｃ）馬高遺跡   ｄ）古津八幡山遺跡 

 

12  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) 釉薬をかけた 

ｃ) 窯で焼いた            ｄ) 粘土紐を積み上げた 

 

13 縄文時代に最も一般的に使用された土器の形はどれでしょうか？ 

ａ) 皿形    ｂ) 浅鉢形    ｃ） 深鉢形    ｄ） 器台形 
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14 縄文土器の「縄目の文様」はどのようにしてつけられたのでしょう。 

 ａ）よりひもを回転した       ｂ）ざらざらした小枝を回転した 

 ｃ）尖った枝や石器なでで描いた   ｄ）小枝に文様を彫って押しつけた 

 

 

15 縄文時代中期に磨製石斧（写真右）の材料としてよく使われた石は 

なんでしょう。 

ａ) 頁岩    ｂ) 流紋岩    ｃ) 安山岩    ｄ) 蛇紋岩 

 

 

 

16 次のうち、遺跡から出土した人骨から推測される縄文人の「体格」の特徴はどれでしょう。 

 ａ）現代人より「小柄でガッチリとした体格」   ｂ）現代人よりも「大柄で腕が長い」 

 ｃ）現代人より「大柄で華奢（きゃしゃ）な体格」 ｄ）現代人よりも「小柄であごが細い」 

 

17 次のうち、縄文人の「歯」について、正しい記述はどれでしょう。 

 ａ）現代人よりも歯の数が少なかった  ｂ）乳歯はなかった   

 ｃ）虫歯の人がいた          ｄ）現代人よりも前歯の数が多かった 

 

18 アメリカの動物学者・モースが発掘を行った東京都の「貝塚」はどこでしょう。 

 ａ）里浜貝塚   ｂ）大森貝塚   ｃ）鳥浜貝塚   ｄ）刈羽貝塚 

 

 

19  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 

 

20  問 19 の年代測定に用いられる放射性元素はどれでしょう？ 

ａ) 13Ｃ       ｂ) 14Ｎ      ｃ) 14Ｃ       ｄ) 15Ｎ 

 

21  火焔型土器の時代、土器に残された「おこげ」の分析をとおし、土器で煮て食べていたも

のの種類がわかるようになってきましたが、あてはまらないものはどれでしょう。 

ａ） クマ・タヌキ              ｂ） サケ・マス 

ｃ） クリ・ドングリ             ｄ） ナウマンゾウ・オオツノシカ 

 

22 縄文時代に作られたヒト形の焼き物は？ 

ａ） 埴輪     ｂ） 土偶     ｃ）土器    ｄ）土人形 
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23 問 22のヒト形の焼き物は、性別についてはどう考えられているでしょう。 

ａ） 男性的特徴を持つものが多い 

ｂ） 女性的特徴を持つものが多い 

ｃ） おおむね半々 

ｄ） 性別は全く不明 

 

24 縄文時代の製粉具（粉砕具）といわれている石器（写真右） 

はどれでしょう。 

ａ） 石皿   ｂ） 石棒   ｃ） 磨製石斧   ｄ） 独鈷石 

 

 

25 「石棒」はなんの道具として使われたでしょう。 

ａ） 狩猟    ｂ） 調理    ｃ） 祭祀    ｄ） まくら 

 

 

26 打製石斧は、実際には何に使われていた可能性が高いと考えられているでしょう。 

ａ） 武器     ｂ） （木の）伐採具    ｃ） 装飾品     ｄ） 土掘り具 

 

 

27 地面を掘り下げ、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。 

ａ）平地住居    ｂ） 高床住居      ｃ） 竪穴住居    ｄ） 洞穴住居 

 

 

28 問 27の住居のうち、平面形が円形もしくは卵形の形状をした住居の中につくられた「いろ

り」（炉跡）について、一般的な位置は次のうちどれでしょう。 

 

 

 

 

 

 

ａ）         ｂ）        ｃ）        ｄ） 

 

 

29  火炎土器文化の集落は主にどんなところにつくられたでしょうか？ 

ａ) 高い山の山頂             ｂ) 大きな川沿いの低地 

ｃ) 見晴らしのよい平坦な台地       ｄ) 水はけの悪い湿地 
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30  十日町市笹山遺跡出土の火焔型土器は、どの施設の建設に伴う発掘調査で出土したでしょ

うか？ 

ａ) 小学校グラウンド           ｂ）市役所庁舎     

ｃ) 十日町市立博物館          ｄ) 市営野球場 

 

31 津南町堂平遺跡や三条市長野遺跡などでみつかったフラスコ状土坑は、主に何を貯蔵した

でしょうか？ 

ａ) 石材     ｂ) サケ      ｃ)木の実       ｄ) 土器 

 

32 三条市にある火焔型土器を展示している施設はどこでしょうか？ 

ａ) 大谷ダム資料館         ｂ) 三条市下田郷資料館 

ｃ) 道の駅漢学の里しただ     ｄ) 三条鍛冶道場 

 

33  長岡市柿町（柿川上流域）に位置し、中世の館を意味する字名から名前が付いた山下遺跡

ですが、「山下」の読み方はどれでしょうか？ 

ａ) さんげ       ｂ) さんか     ｃ) やました      ｄ) やましも  

 

34  火焔型土器の多く発見される地域に相当する範囲はどれでしょうか？ 

a) いまの長野県と新潟県域      b) いまの新潟県と富山県域 

c) いまの長野県域          d) いまの新潟県域 

 

35 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) 会津越      ｃ) 八十里越      ｄ) 六十里越  

 

36  「黒曜石」は、溶岩が地表付近で急激に冷やされることによってできる天然の（ )である。

（ )の中に入る言葉は何でしょう。  

ａ) ガラス     ｂ) 鉄     ｃ) ゴム     ｄ) アスファルト 

 

37  火焔型土器に伴う遺物で、土偶を省略したと考えられている 

土製品（写真右）は何と呼ばれているでしょう。 

 ａ）滑車型耳飾       ｂ）三角形土製品 

 ｃ）三角壔土製品      ｄ）土錘 

 

 

38 火焔型土器の芸術性を発見し、雑誌『みづゑ』に「縄文土器論」を執筆した人は誰でしょ

うか？  

ａ) 岡本太郎    ｂ) 司馬遼太郎    ｃ) 白洲正子    ｄ) フェノロサ 
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39 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はだれでしょうか？  

ａ) 中村考三郎    ｂ) 中村甲三郎   ｃ) 中村孝三郎   ｄ) 中村幸三郎 

 

40 新潟市にある発掘調査の出土品の調査研究・収蔵保管・展示を行っている施設は 

どれでしょうか？ 

ａ) 新潟県立歴史博物館     ｂ) 新潟市文化財センター（まいぶんポート） 

ｃ) 北方文化博物館       ｄ) 新潟県政記念館 

 

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

ａ) 王冠型土器     ｂ) 浅鉢     ｃ) 土偶     ｄ) 火焔土器 

 

42 縄文時代になかったものは？ 

ａ) ことば     ｂ) 文字    ｃ) アクセサリー    ｄ) 舟 

 

43 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) 証城寺    ｂ) 豪徳寺   ｃ) 徳昌寺   ｄ) 高台寺 

 

44 火焔型土器の時期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 

 

45  信濃川火焔街道連携協議会を構成する、４市１町の正しい組み合わせは次のうち 

どれでしょう。 

ａ）三条市・長岡市・柏崎市・十日町市・津南町 

ｂ）長岡市・十日町市・魚沼市・上越市・湯沢町 

ｃ）新潟市・三条市・長岡市・十日町市・津南町 

ｄ）新潟市・五泉市・長岡市・十日町市・湯沢町 

 

46 縄文時代に一般的な「埋葬の仕方」はなんだったでしょうか？ 

ａ） 土葬      ｂ） 火葬     ｃ） 鳥葬      ｄ） 花葬 

 

47  火焔土器が発見されたのはいつのことといわれているでしょうか？ 

ａ) 昭和３年     ｂ) 昭和 11 年    ｃ) 昭和 13 年       ｄ) 昭和 21 年 

 

48 縄文時代の「次の時代」は下のどれでしょう。 

ａ） 旧石器時代    ｂ） 古墳時代   ｃ） 弥生時代    ｄ） 飛鳥時代 
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49 文化庁が認定する「日本遺産」に、信濃川流域の火焔型土器と雪国の文化が認定されまし

た。その表題には、芸術家・岡本太郎の言葉が使われています。 

それは次のうちどれでしょう。 

ａ）「芸術は爆発だ！」      ｂ） 「火焔土器は深海のイメージだ」 

ｃ）「なんだ、コレは！」      ｄ） 「キャンバスからはみ出せ」 

 

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） 

ｂ） 部屋の飾り（観賞用の器） 

ｃ） 日常の料理（煮炊き用のナベ） 

ｄ） その他 →「自由回答欄」にご記入ください 

 

 

※ お疲れ様でした。解答用紙に受検番号・名前・住所・電話番号が記入してあることをご確認く

ださい。 

 


