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信濃川火焔街道連携協議会                     平成26 年３月２日実施 

第６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 次の４つの土偶のうち、平成７年に縄文時代の遺物として日本で初めて国宝に指定された「縄

文のヴィーナス」はどれでしょう。 

 ａ）         ｂ）         ｃ）         ｄ） 

２ では、その土偶が出土した棚畑遺跡の所在地はどこでしょう。 

 ａ） 北海道函館市  ｂ） 青森県八戸市  ｃ） 長野県茅野市  ｄ） 新潟県十日町市 

３ 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） 

４ では、問３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21 年  ｂ） 平成７年  ｃ） 平成11 年  ｄ） 平成19 年 
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５ 縄文時代は便宜的に時期区分されていますが、次のうちどれが正しいでしょうか。 

 ａ） 早期、中期、晩期の３時期区分 

 ｂ） 早期、前期、中期、晩期の４期区分 

 ｃ） 草創期、早期、前期、中期、後期の５期区分 

 ｄ） 草創期、早期、前期、中期、後期、晩期の６期区分 

６ 次の４つの土器のうち、２番目に古いと考えられる土器はどれでしょう。 

 ａ）         ｂ）         ｃ）         ｄ） 

７ 年代測定に使われる「加速器質量分析法」の略称はどれでしょう。 

 ａ） ＡＢＳ法  ｂ） ＴＥＤ法  ｃ） ＡＭＳ法  ｄ） ＯＣＲ法 

８ 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。これは、現在の気候ではどのあたりに該当するでしょうか。 

 ａ） 福岡市付近   ｃ） 台湾付近  

 ｂ） 奄美大島付近  ｄ） フィリピン・ルソン島付近 

９ 問８の時期には、海面が上昇して海水が陸地の低地部に入りこむ現象が起こりました。これを

なんと呼ぶでしょう。 

10 問８の時期を、ヨーロッパの気候区分に対比させるとどれにあたるでしょう。 

 ａ） リトリナⅡ期  ｂ） ヤンガードリアス期  ｃ） ヴュルム期  ｄ） ミンデル期 

11 火焔型土器が造られた時期の気候について述べた文章はどれでしょう。 

 ａ） 大幅に寒冷化し、氷河が発達した 

 ｂ） 大幅に温暖化し、日本海でも珊瑚が生育した 

 ｃ） 前期の温暖期に比べやや冷涼化した 

 ｄ） 乾燥化が進み、砂漠化した 

12 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？ 
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13 北海道から北陸にかけての縄文時代の遺跡から編布の残欠が出土しています。植物の繊維を編

んで作られた布のことをなんと呼ぶでしょう。 

 ａ） カラムシ  ｂ） カンブクロ  ｃ） アンギン  ｄ） ブイトウ 

14 滑車型耳飾は火焔型土器に伴う遺物ですが、かつて馬高遺跡を考察する際に、この遺物の重要

性についてふれた長野県の在野の考古学研究者は誰でしょう。 

 ａ） 藤森栄一    ｃ） 小林達雄 

 ｂ） 中村孝三郎   ｄ） 戸沢充則 

15 新発田市の上車野Ｅ遺跡で見つかった住居の穴（写真右）はなん

のために掘られた穴と考えられているでしょう。 

16 縄文時代の祭祀に使用されたと考えられ、壊された状態で出土する

ことが多いのは次のどれでしょう。 

 ａ） 石錘  ｂ） 石棒  ｃ） 磨石  ｄ） 石錐 

17 写真右のようなクッキー状の炭化物が見つかったのはなんという遺

跡でしょう。 

 ａ） 徳右エ門山遺跡  ｃ） 岩野原遺跡 

 ｂ） 笹山遺跡   ｄ） 沖ノ原遺跡 

18 縄文時代の「水場遺構」はなんのために作られた「施設」と考えられているでしょう。 

 ａ） 水あびや入浴をした   ｃ） 木の実を水にさらした 

 ｂ） 焼いたばかりの土器を冷やした ｄ） いわゆる水洗トイレとして用いた 

19 長岡市中道遺跡では火災にあったとみられる住居跡が発見されていますが、そこからわかった

当時の住居に備えられていた施設とは？ 

 ａ） ベッド  ｂ） 床の間  ｃ） トイレ  ｄ） 棚 

20 では、問19の施設の跡から、大量に発見されたものはなんでしょう。 

 ａ） 土器  ｂ） 石棒  ｃ） トチノミ  ｄ） 石鏃 

21 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） クリ  ｂ） トチノミ  ｃ） ブナ  ｄ） クルミ 

22 火焔型土器や王冠型土器のような装飾的な土器が、この時期の信濃川流域でみつかる土器全体

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 

23 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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24 写真右の土器には文様にどんな土製品がつけられているでしょう。 

 ａ） 滑車型耳飾  ｃ） 三角形土版 

 ｂ） 三角 形土製品  ｄ） 土錘 

25 写真左のようなペチャっとした頭部の土偶は

どの遺跡でみつかったものでしょう。 

 ａ） 釈迦堂遺跡  ｃ） 山下遺跡 

 ｂ） 吉野屋遺跡  ｄ） 中ッ原遺跡 

26 立つことのできるいわゆる立像型の土偶が作られるようになるのは、縄文時代のいつ頃からで

しょうか。 

 ａ） 前期  ｂ） 中期  ｃ） 後期  ｄ） 晩期 

27 土偶の多くは、何を目的に使われたと考えられるでしょう。 

 ａ） ナワバリを示すために配置した ｃ） 子どもの遊び道具（おもちゃ） 

 ｂ） 豊穣や安産などを祈る儀礼の道具 ｄ） 死者を弔うために墓のまわりに並べられた 

28 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 

29 新潟県内にも黒曜石の産地がありますが、次のどこでしょう。 

 ａ） 新発田市板山  ｂ） 湯沢町土樽  ｃ） 津南町百ノ木  ｄ） 十日町市鷹羽 

30 一番小さな王冠型土器はどの遺跡から出土しているでしょうか？（平成21年４月現在） 

 ａ） 石倉遺跡  ｂ） 清水上遺跡  ｃ） 岩野原遺跡  ｄ） 高平遺跡 

31 ではその大きさは？ 

 ａ） 約10cm  ｂ） 約13cm  ｃ） 約17cm  ｄ） 約20cm 

32 写真右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。森上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埋められて今でも地中に眠っていま

す。このようなことをなんというでしょう。 

        保存

33 新潟県の遺跡の総数はおおむねどれくらいでしょう（平成25年４月１日現在）。 

 ａ） 7,000 遺跡  ｂ） 10,000 遺跡 

 ｃ） 13,000 遺跡  ｄ） 15,000 遺跡 
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34 馬高遺跡、沖ノ原遺跡は国史跡に指定されていますが、新潟県内の国史跡は全部で何件あるで

しょう（平成25年４月１日現在）。 

 ａ） 18件  ｂ） 28件  ｃ） 38件  ｄ） 48件 

35 津南町堂平遺跡で発見された、新潟県でも稀有な遺構はなんでしょう。 

        列石

36 信濃川と清津川の合流点付近からは、縄文時代草創期の遺跡が数多く発見されています。10年

ほど前に発掘調査されたこの遺跡の出土品309点（写真右）は、

平成22年３月に県指定有形文化財（考古資料）に指定されました。

なんという遺跡でしょう。 

 ａ） 壬遺跡   ｃ） 田沢遺跡 

 ｂ） 本ノ木遺跡  ｄ） 久保寺南遺跡 

37 新潟市文化財センターは、発掘調査の成果を適切に保存して後世に伝え、その活用を図ること

を目的として平成23年７月に西区木場にオープンしました。この施設の愛称はなんでしょう。 

       ポート

38 写真右の鉢形土器は新潟県外で出土した火炎土器ですが、どの遺

跡のものでしょう。 

 ａ） 青森県つがる市石神遺跡 ｃ） 山形県遊佐市紫燈林遺跡 

 ｂ） 秋田県能代市上ノ山遺跡 ｄ） 富山県魚津市大光寺遺跡 

39 馬高遺跡をはじめとする新潟県内の火炎土器分布域から最も遠い場所で典型的な火焔型土器が

みつかったのはどこでしょう（平成21年４月現在）。 

 ａ） 青森市三内丸山遺跡  ｃ） 秋田市下堤Ａ遺跡 

 ｂ） 山形県遊佐市柴燈林遺跡 ｄ） 富山県魚津市大光寺遺跡 

40 それでは、最も遠い場所で王冠型土器がみつかったのはどこでしょう（平成21年４月現在）。 

 ａ） 富山県小矢部市桜町遺跡 ｃ） 秋田県男鹿市大畑台遺跡 

 ｂ） 秋田県にかほ市ヲフキ遺跡 ｄ） 山形県尾花沢市原の内Ａ遺跡 

41 「縄文土器。これを見たとき、心がひっくりかえる思いだった。人間生命の根源。その神秘を

凝集し、つきつけた凄み。私はこんなに圧倒的な美観にぶつかったことはなかった。全身が“ぶ

るぶる”とふるえあがった」という岡本太郎のプレートがあるのは、JR上越新幹線の何駅でしょ

う。 

 ａ） 新潟駅  ｂ） 長岡駅  ｃ） 浦佐駅  ｄ） 越後湯沢駅 

42 国指定重要文化財「小瀬ヶ沢洞窟出土品」、「室谷洞窟出土品」

（写真右）を所蔵しているのは長岡市立科学博物館ですが、遺跡

の所在地は、次のどこでしょう。 

 ａ） 中魚沼郡津南町  ｃ） 見附市 

 ｂ） 五泉市   ｄ） 東蒲原郡阿賀町 
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43 十日町市博物館の展示テーマは「雪と織物と○○○」。○○○に当てはまる言葉は？ 

 ａ） 縄文人  ｂ） 信濃川  ｃ） 十日町  ｄ） 文化財 

44 津南町には多くの縄文遺跡があり、草創期から晩期までの全時期、すべてに関わる遺跡が確認

されており、その数が100以上を数えます。そのように賑やかな状態を指して、なんと呼ばれて

いるでしょう。 

縄文        

45 右の写真は、三条市五百川遺跡の土器・石器の出土の様子

です。縄文の人々が壊れた土器や石器を置いて、新しく作る

ものに古いもののいのちが受け継がれることを願ったのでは

ないかと考えられています。このような状態は、なんと呼ば

れているでしょう。 

        の場

46 右の写真は、新潟市大沢遺跡出土の火焔型土器です。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、下層か

ら多く見つかっているのは次のどれでしょう。 

 ａ） ヒガンバナ  ｂ） ゼンマイ 

 ｂ） ヤマノイモ  ｄ） コゴミ 

47 旧安田町出身の歴史地理学者である吉田東伍博士によって、明治19年に発見されたのはなんと

いう遺跡でしょう。 

 ａ） 大蔵遺跡  ｂ） 水源池遺跡  ｃ） ツベタ遺跡  ｄ） 秋葉遺跡 

48 吉田東伍博士が著した、その分野では日本初の辞書で、現在も版を重ねている大著はなんでし

ょう。 

 ａ） 大漢和辞典  ｂ） 和名類聚抄  ｃ） 大日本地名辞書  ｄ） 広辞苑 

49 湯沢町はノーベル賞作家である川端康成ゆかりの温泉町です。魚野川最上流部に営まれた「火

焔土器のムラ」である川久保遺跡の出土品が展示されている湯沢町歴史民俗資料館の愛称はなん

でしょう。 

         館

50 魚野川流域の縄文遺跡では、他の地域に比べてある道具の出土が少ないという特徴があるとい

われていますが、その道具はなんでしょう。 

 ａ） 石槍  ｂ） 土偶  ｃ） 耳飾  ｄ） 石皿 

●お疲れ様でした。解答用紙に受験番号・名前・住所等が記入してあることをご確認ください。 


