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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（中級）

●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 右図中イ～ハに当てはまらない部位名称をこたえてください。 

 a) 橋状突起 

 b) 鋸歯状突起 

 c) 眼鏡状突起 

 d) 袋状突起  

※正解は c）（Ⅰ-10p、日-141p）

２ 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。 

 a) ５．５ｃｍ     c) １５．５ｃｍ 

 b) １０．５ｃｍ    d) ２０．５ｃｍ 

※正解はc）（Ⅰ-26p など） 

３ 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。 

 a) 金鵄坏       c) 栄光坏 

 b) 天皇坏       d) 五泉坏 

※正解はc）（Ⅱ-5p） 

４ 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、その理由とし

てもっともあてはまるものはどれですか。 

 a) 水がもれにくい           c) ゴミ捨て場からみつかる 

 b) 逆さに埋められていたものがある   d) 内側におこげがついている 
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※正解はd）（Ⅰ-15p・19p） 

５ 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。 

 a) ３分の１   b) ２分の１   c) ３分の２   d) ４分の３ 

※正解はc） 

６ 次の木の実のうち、生で食べられないものはどれでしょう。 

 a) ドングリ   b) クリ   c) ブナ   d) クルミ 

※正解は「トチノミ」ですが、誤って４択の中に入っていませんでした。お詫びのうえ、全員に得

点を差し上げます。 

７ 地域間交流によって縄文ムラにもたらされた天然アスファルトは何に利用されたと考えられて

いるでしょう。 

 a) 道路の補修材   b) 燃料   c) 接着剤   d) 石器の石材 

※正解はc）（日-134p、Ⅰ-3p） 

８ 同じように地域間交流で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

して有名ですが、さて、どのようにしてできるものでしょう？ 

 a) 地中の炭素が変化した     c) 松ヤニなどの樹脂が化石化した  

 b) 動物の糞が固まった      d) 海底の泥が地中の圧力で固まった 

※正解はc） 

９ 長岡市中道遺跡では火災に遭ったとみられる住居跡が発見されていますが、焼け落ちた棚の上

で見つかった木の実は何でしょう。 

 a) ドングリ   b) クリ   c) トチノミ   d)クルミ 

※正解はc）（日-107p） 

10 長岡市三島の根立遺跡の泥炭層中から出土し、蒔いたところ芽が出て話題となった木の実は何

でしょう。 

 a) ドングリ   b) クリ   c) トチノミ   d)クルミ 

※正解はd） 

11 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？ 

 a) 土偶   b) 火焔型土器   c) 竪穴住居跡   d) 王冠型土器 

※正解はc）（Ⅱ-12p） 

12 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何と呼ぶでし

ょう。 

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

※正解はc） 

13 津南町の農と縄文の体験実習館には、土葺きの竪穴住居が何軒復元されているでしょうか？ 

 a) １軒   b) ２軒   c) ３軒   d) 全て土葺き 
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※正解はa） 

14 火焔型土器に伴う遺物で、写真右の土製品は何と呼ばれてい

るでしょう。 

 a) 滑車型耳飾   c) 三角とう形土製品 

 b) 三角形土版   d) 土錘 

※正解はc）（日-155p、Ⅰ-24p） 

15 縄文時代中期、新潟県以外にはほとんど存在しない身体装飾品はどれでしょう？ 

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

※正解はb） 

16 縄文時代の人が賞味していなかったと考えられるものは、次のどれでしょう。 

 a) 果実酒   b) イノシシ   c) クリ   d) マツタケ 

※正解はd） 

17 山形県の押出遺跡のクッキー状炭化物を分析したところ、検出されなかった成分は何でしょう。 

 a) 魚の脂   b) シカの肉   c) 野鳥の卵   d) クリ 

※正解はa） 

18 津南町沖ノ原遺跡や道尻手遺跡から出土する土偶の顔の形は？ 

 a)クローバー形   b) ハート形   c) ダイヤ形   d) スペード形 

※正解はb） 

19 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？ 

 a)          b)           c)         d) 

※正解はc）（Ⅱ-7p・23p） 

20 19の三条市吉野屋遺跡で出土する土偶の多くは、その形の特徴からある名前で呼ばれています

が、その名前とはなんでしょう。 

カッパ形   土偶

※正解は「カッパ形」土偶（Ⅱ-7p） 

21 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。

これを何と呼ぶでしょう。 

 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 

※正解はb）（Ⅰ-1p、日-132p） 

22 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どこま
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でさかのぼることができるでしょうか。 

 a) 早期   b) 前期   c) 中期   d) 後期 

※正解はb） 

23 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？ 

 a) 木の柱   b) 土偶   c) 火焔型土器   d) 石棒 

※正解はd） 

24 平成24年７月から、津南町の火焔型土器が英国の大英博物館で常設展示されています。その土

器が出土した遺跡は？ 

 a) 道尻手遺跡   b) 堂平遺跡   c) 上野遺跡   d) 沖ノ原遺跡 

※正解はb） 

25 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。 

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

※正解はc）（日-57p） 

26 右の写真の火焔型土器はもう１点の土器とともに長い間、千葉県

佐倉市の国立歴史民俗博物館に貸し出されていましたが、返却され

て現在は十日町市博物館に収蔵、展示されています。遺跡は一部分

が発掘調査されましたが、そのほとんどは砂で盛土保存され今でも

地中に眠っています。何という遺跡で見つかったものでしょう。 

 a) 南雲遺跡     c) 幅上遺跡 

 b) 森上遺跡     d) 芋川原遺跡 

※正解はb）（Ⅱ-22p） 

27 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？ 

 a) 八木鼻岩陰遺跡   b) 五百川遺跡   c) 中土遺跡   d) 赤松遺跡 

※正解はb）（Ⅱ-9p） 

28 写真のようにだんご状の炭化物がつまった状態で見つかったのは

何という遺跡でしょう。 

 a) 吉野屋遺跡    c) 笹山遺跡 

 b) 岩野原遺跡    d) 沖ノ原遺跡 

※正解はb） 

29 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。 

 a) 三条市   b) 津南町   c) 糸魚川市   d) 十日町市 

※正解はb）（Ⅰ-27p、Ⅱ-23p） 

30 三十稲場式土器の標式遺跡である三十稲場遺跡があるのはどこでしょう。 



 - 5 -

 a) 新潟市   b) 津南町   c) 長岡市   d) 十日町市 

※正解はc）（Ⅰ-31p、Ⅱ-13p） 

31 縄文時代の遺物として日本で２番目に国宝に指定されたのはどれでしょう。 

 a)          b)           c)           d)

※正解はc） 

32 では、31の遺物が国宝に指定されたのはいつのことでしょう。 

 a) 平成２年   b) 平成４年   c) 平成７年   d) 平成11 年 

※正解はd）（Ⅱ-20p）ちなみに問31のa）は平成19年、b）が平成7年、d）が平成21年の指定で

す 

33 縄文土器は、Ｅ ・Ｓ ・モースが大森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」と訳されたものに「縄紋」の訳語をあてたのは誰でしょ

う。 

 a) 山内清男   b) 白井光太郎   c) 坪井正五郎   d) 小林達雄 

※正解はb） 

34 平成24年４月、新潟市の国指定史跡八幡山遺跡のガイダンス施設としてオープンした建物の名

称は？ 

弥生の丘    展示館

※正解は「弥生の丘」 

35 農と縄文の体験実習館は、津南町に平成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ですが、この施設の愛称は何でしょう。 

なじょもん      

※正解は「なじょもん」（Ⅱ-26p など） 

36 信濃川流域の博物館と小学校が密接に連携し、平成15 年から「縄文」をテーマに継続して活

動しています。全国的にも大変珍しい先進的な実践として注目を集めているこのプロジェクトは

何と呼ばれているでしょう。 

博学  連携プロジェクト

※正解は「博学」 

37 長岡市馬高縄文館は平成21年９月に開館した史跡馬高・三十稲場遺跡のガイダンス施設ですが、
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この施設の愛称は何でしょう。 

火焔  土器ミュージアム

※正解は「火焔」 

38 縄文時代前期前葉から中葉にかけてはかなり温暖で、千葉県館山付近の海辺に珊瑚が生育する

環境であったことが知られています。海面が上昇して海水が陸地の低地部に入りこむ現象を何と

呼ぶでしょう。 

                             縄文      海進

※正解は「海進」（Ⅰ-1p、日-132p） 

39 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何と呼ぶでしょう。 

補修      孔

※正解は「補修」（Ⅰ-17p、日-148p） 

40 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何というでしょう。 

抜歯      

※正解は「抜歯」 

41 環状列石、組石遺構、敷石遺構、立石遺構など石で造られた遺構の総称は何と呼ばれているで

しょうか。 

配石     遺構

※正解は「配石」 

42 これは、笹山遺跡の国宝・火焔型土器№１「縄文雪炎（じょうもんゆきほ

むら）」のマスコット・キャラクターです。ついている愛称は何でしょう。 

 a) ほむらくん   c) カエンちゃん  

 b) ほのおまる   d) 炎ちゃん 

※正解はb） 

43 「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。 

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

※正解はb）（日-138p、Ⅰ-7p） 

44 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はいつ頃が最も多かったでしょう。 

 a) 昭和３～７年頃    c) 昭和15～19 年頃 

 b) 昭和８～14 年頃   d) 昭和20年以降 

※正解はa） 

45 信濃川は河川延長が367kmと日本で最も長い川ですが、流域面積が最も広いのはどの川でしょ
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う。 

 a) 石狩川   b) 木曽川   c) 信濃川   d) 利根川 

※正解はd） 

46 新潟市歴史博物館は、その敷地内に国指定文化財を有しています。その文化財はなんでしょう。 

 a) 新潟県議会旧議事堂   c) 旧笹川家住宅 

 b) 旧新潟税関庁舎     d) 萬代橋 

※正解はb） 

47 右の写真は、縄文時代の土坑の断面です（写真は新発田市

上車野Ｅ遺跡のもの）。木の実の貯蔵などに使われるというこ

の土坑、その形状からある名称で呼ばれていますが、その名

称とは？ 

 a) ビーカー状土坑     c) フラスコ状土坑 

 b) メスシリンダー状土坑  d) ピペット状土坑 

※正解はc） 

48 「土版が発見されている縄文中期の遺跡」に当てはまらないものはどれでしょう。 

 a) 道尻手遺跡   b) 馬高遺跡   c) 岩野原遺跡   d) 三十稲場遺跡 

※正解はd）（日-113pなど 三十稲場遺跡は後期の遺跡） 

49 魚野川流域の縄文時代遺跡全体に当てはまる特徴はどれでしょう。 

 a) 山の山頂に集落がつくられる土偶の出土が少ない 

 b) 土偶の出土が少ない  

 c) 米作りがさかん 

 d) 環状集落がない 

※正解はb）（Ⅱ-27p）ですが、文言に誤って重複がありましたので、a）も正解といたします。 

50 右は、火焔土器の発見者です。この人物の名前は？ 

近藤 篤三郎      

※正解は「近藤 篤三郎」（日-136p、Ⅰ-5p） 


