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信濃川火焔街道連携協議会                      平成 30年 3月 4日実施 

 

第 10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回答用紙に丸印をつけるかまたは答えを書いて

ください。 

 

【問題】 

 

１ 火焔型土器をはじめとする縄文土器が、世界の他の地域の土器と比べ、著しい特徴とし

ているものは何でしょうか？ 

 

ａ）胴部にめぐる縄文     ｂ）顔料による彩色 

ｃ）口縁を飾る突起      ｄ）底部の圧痕 

 

２ 火焔土器が出土したと伝えられている地点は、馬高遺跡のａ～ｄの内どの辺りでしょう

か？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 県指定文化財「卯ノ木遺跡出土品」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、次のどこでしょうか？ 

 

ａ）津南町  ｂ）見附市  ｃ）五泉市  ｄ）阿賀町 
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４ 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１

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 

 

５ 縄文時代中期にあたる、およそ紀元前 3000 年前のギリシア沿岸地域は、エーゲ文明の

初段階の時期にあり、独特の大理石像で知られる文明が展開しました。これを何文明と

いうでしょうか？ 

 

  ａ）キュクラデス文明     ｂ）インダス文明 

  ｃ）メソポタミア文明     ｄ）エジプト文明 

 

６ 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か？ 

 

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 

 

７ 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か？ 

 

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 

 

８ 王冠型土器の短冊形の突起にはある特徴がみられますが、以下のどれが正しいでしょうか？ 

 

ａ）内外に縄文が施される  ｂ）えぐりが左側にある 

ｃ）円孔が貫通している   ｄ）沈線による格子目文が施される 

 

９ 写真の日本で一番大きな火焔型土器は何遺跡から出土した

でしょうか？(平成 30年 3月現在)。 

 

       遺跡 
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10 火焔型土器・王冠型土器について、最も復元点数が多い遺跡は十日町市の何遺跡でしょ

うか？ 

 

         遺跡 

 

11 火焔土器や馬高遺跡などに関する以下の記述について、正しい年代順に並んでいるのは

どれでしょうか？ 

 ア 馬高遺跡出土の火焔土器が国の重要文化財に指定された。 

 イ 十日町市笹山遺跡の火焔型土器を主とする出土品が国宝に指定された。 

 ウ 津南町堂平遺跡の火焔型土器・王冠型土器が国の重要文化財に指定された。 

 エ 馬高遺跡が国の史跡に指定された。 

 

ａ）ア・イ・ウ・エ    ｂ）エ・イ・ウ・ア 

ｃ）エ・ア・イ・ウ    ｄ）ウ・イ・エ・ア 

 

12 縄文の火焔土器や弥生の櫛描文土器はつねづね芸術との結びつきが語られる。20 世紀

初頭に活躍した、J・E・ハリソンは「死んだとみえる大自然の生命が再び生き返るよう

にという、熱烈な  的の願望」という言葉を残している。  に入る言葉を答えなさ

い。 

 

           

 

13 下の  に入る言葉を１つ選びなさい。 

「鶏頭冠のもとになったと考えられる飾りがついているのは  土器」 

 

ａ）北陸地方の新崎式       ｂ）東北地方南部の大木式 

ｃ）新潟県魚沼地域の沖ノ原式   ｄ）北東北から近畿地方に広がる三十稲場式 

 

14 縄文時代中期後葉になると、魚沼地域では器種が深鉢のみの左右バランスが偏っている

土器が出現します。この土器は次のうちどれでしょうか？ 

 

ａ）沖ノ原式土器  ｂ）新保・新崎式土器  ｃ）三仏生式土器  ｄ）栃倉式土器 

 

15 火焔型土器が出土した魚沼市の正安寺遺跡は市内を流れる川の流域に所在します。その

川は次のうちどれでしょうか？ 

 

ａ）魚野川  ｂ）佐梨川  ｃ）水無川  ｄ）信濃川 
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16 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

うか？ 

 

        孔 

 

17 火焔型土器が発見されていない遺跡を１つ選んでください。 

 

ａ）正安寺遺跡（魚沼市）   ｂ）羽黒遺跡（見附市） 

ｃ）藤橋遺跡（長岡市）    ｄ）徳右エ門山遺跡（小千谷市） 

 

18 写真にみられる扁平な頭部の土偶はどの遺跡でみつかった

ものでしょうか？  

 

       遺跡 

 

 

 

19 津南町上野遺跡出土の土偶は、ある身体の部分が特に大きく割れて見つかっています。

それはどこでしょうか？ 

 

ａ）頭   ｂ）足   ｃ）腕   ｄ）腹 

 

20 問 19 の土偶は壊れた部分を見ると作り方が分かります。その作り方は次のどれでしょ

うか？ 

 

ａ）土器のように輪積みで作られた  ｂ）粘土の塊を組み合わせて作られた 

ｃ）型で作られた          ｄ）粘土の塊から削り出して作られた 

 

21 縄文時代中期中葉の火炎土器の時期から後期初頭の三十稲場式土器の時期まで、ずっと

作られ続けるものを１つ選んでください。 

 

ａ）三角形土製品  ｂ）王冠型土器  ｃ）火焔型土器  ｄ）土製耳飾り 

 

22 平成 29 年度より信濃川火焔街道連携協議会に加盟した市にある遺跡を１つ選んでくだ

さい。 

 

ａ）ツベタ遺跡   ｂ）大蔵遺跡   ｃ）羽黒遺跡   ｄ）清水上遺跡 
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23 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か？ 

 

ａ）ドングリ  ｂ）クリ  ｃ）トチノミ  ｄ）クルミ 

 

24 新潟県内にも黒曜石の産地がありますが、そのうちの１つは次のどこでしょうか？  

 

ａ）魚沼市大白川  ｂ）湯沢町土樽  ｃ）津南町百ノ木  ｄ）十日町市鷹羽 

 

25 県内最古級のサケの骨が出土した洞窟遺跡は次のうちどこでしょう？ 

 

ａ）黒姫洞窟遺跡  ｂ）室谷洞窟遺跡  ｃ）日向洞窟遺跡  ｄ）福井洞窟遺跡 

 

26 十日町市幅上遺跡で石器組成の５割以上を占めていたものは何でしょうか？ 

 

ａ）石匙  ｂ）打製石斧  ｃ）石鏃  ｄ）磨製石斧 

 

27 五百川遺跡から見つかっている、土器や石器が大量

に出土した斜面で、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と考えられる、この写

真の場のことを何と呼んでいるでしょうか？ 

 

ａ）モノ作りの場   ｂ）祈祷の場 

ｃ）モノ送りの場   ｄ）葛藤の場 

 

28 土錘や浮子など大量の漁具や、「鮭」の字が書かれた木簡の出土により、古代には水産

物を捕獲・管理する役所としての機能を有していたと推定される新潟市の遺跡はどれで

しょうか？ 

 

ａ）古津八幡山遺跡  ｂ）大沢遺跡  ｃ）的場遺跡  ｄ）秋葉遺跡 

 

29 魚沼市の清水上遺跡は縄文時代早期・前期及び中期前葉から中葉にかけての遺跡であり、

中期前葉には北陸系の土器が多く出土し、中期中葉以降は  系の土器が多く出土して

います。  に入る言葉を答えなさい。 
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30 滑車形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か？ 

 

ａ）藤森栄一  ｂ）中村孝三郎  ｃ）小林達雄  ｄ）戸沢充則 

 

31 縄文時代の人たちは様々なアクセサリーを身につけていたと考えられていますが、次の

４つのうち、身につけることができないものはどれでしょうか？ 

 

ａ）石製垂飾  ｂ）三角とう形土製品  ｃ）滑車型耳飾  ｄ）板状石器 

 

32 沖ノ原遺跡はその重要性から遺跡自体が指定を受けています。どんな指定でしょうか？ 

 

ａ）世界遺産  ｂ）町指定史跡  ｃ）県指定史跡  ｄ）国指定史跡 

 

33 火炎土器文化には、石に意匠文様を彫刻により施す道具が認められます。その組み合わ

せとして正しいものはどれでしょうか？ 

 

  ａ）石棒・石匙  ｂ）石皿・打製石斧  ｃ）石棒・石皿  ｄ）石皿・磨製石斧 

 

34 火炎土器文化では、集落内に貯蔵穴が顕著につくられますが、竪穴住居の中に貯蔵穴が

発見されたのは、新発田市の何遺跡でしょうか？ 

 

       遺跡 

 

35 火炎土器終焉後、土器器面に工具で刺突した文様と蓋の存在が特徴的な土器を、何と言

うでしょうか。 

 

      式土器 

 

36 昭和 39・42(1964・1967)年に長岡高等学校人文科学部と長岡市立科学博物館が発掘調

査を行い、縄文時代中期前半を中心とした多量の遺物が見つかった遺跡は、長岡市の何

遺跡でしょうか？ 

 

       遺跡 

 

37 火焔型土器（縄文土器）を見て、「なんだ、コレは！」と叫んだという逸話の残る芸術

家は次のうち誰でしょうか？ 

 

ａ）岡本一平  ｂ）土門 拳  ｃ）岡本太郎  ｄ）藤田嗣治 
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38 信濃川火焔街道連携協議会は、新潟市、三条市、長岡市、魚沼市、十日町市、津南町の

６つの自治体で構成されています。さて、次の４つのうち日本海に面しているのはどこ

の自治体でしょうか？  

 

ａ）三条市  ｂ）長岡市  ｃ）十日町市  ｄ）津南町 

 

39 日本遺産『「なんだ、コレは!」信濃川流域の火焔型土器と雪国の文化』のストーリーに

は、信濃川流域を１万 3000年以上前に選んだ人々が世界に先駆けて  づくりを始めた

ことが書いてあります。  に入る言葉を書いてください。 

 

      づくり 

 

40 日本遺産『「なんだ、コレは!」信濃川流域の火焔型土器と雪国の文化』のストーリーの

中で、「縄文人が暮らしたムラの跡に佇めば、5000年前と変わらぬ  を追体験できる。」

とあります。  に入る言葉を書いてください。 

 

          

 

41 火焔型土器モニュメントは、長岡市を中心として新潟県内に多く設置されていますが、

ちょっとレアな「王冠型」のモニュメントがある施設は次のどれでしょうか？ 

 

ａ）新潟市陸上競技場    ｂ）長岡市馬高縄文館 

ｃ）津南町観光物産館    ｄ）新潟県立歴史博物館 

 

42 縄文時代には、すでに植物の繊維を編んだ布があったことが知られています。江戸時代

に塩沢の文人・鈴木牧之が編衣（アンギン）のことを紹介した本は次のどれでしょうか？ 

 

ａ）績麻録  ｂ）秋山記行  ｃ）越能山都登  ｄ）南総里見八犬伝 

 

43 縄文人も利用したであろう岩塩（山塩）を含む温泉に入ることができる、国登録有形文

化財「越後長野温泉 嵐渓荘」と同地域にあり、壁面に岩塩が含まれる遺跡を１つ選んで

ください。 

 

ａ）八木鼻第一号岩陰遺跡（三条市）  ｂ）栃倉遺跡（長岡市） 

ｃ）吉野屋遺跡（三条市）       ｄ）沖ノ原遺跡（津南町） 

 

44 縄文人の平均寿命は何歳くらいだったと考えられているでしょうか？ 

 

ａ）23歳   ｂ）33歳   ｃ）43歳   ｄ）53歳 
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45 縄文時代の集落が作られた、川によって作られた階段状の地形を何と呼ぶでしょうか？ 

 

ａ）河岸段丘  ｂ）三角州  ｃ）扇状地  ｄ）海成段丘 

 

46 新潟県を南から北に流れる信濃川は、総延長 367kmにおよぶ日本一の大河ですが、次の

４つの川のうち、信濃川の支流でないものはどれでしょうか？ 

 

ａ）魚野川  ｂ）三面川  ｃ）五十嵐川  ｄ）渋海川 

 

47 新潟市歴史博物館は、信濃川河口、幕末の開港場に作られた歴史博物館です。日本海と

２つの大河を通じた人とモノの交流が織りなす歴史のドラマを伝える施設として人気を

集めていますが、この施設の愛称は何でしょうか？（ひらがな５文字） 

 

          

 

48 下記の潟のうち、国の天然記念物オオヒシクイの越冬地であり、また北限のオニバスの

自生地として知られているのはどれでしょうか？ 

 

ａ）鳥屋野潟  ｂ）佐潟  ｃ）福島潟  ｄ）上堰潟 

 

49 長岡市の道路で見ることができ、大英博物館にも寄贈された火焔型土器を盛り込んだも

のは何でしょうか？ 

 

ａ）マンホール  ｂ）信号機  ｃ）横断歩道  ｄ）歩道橋 

 

50 津南町にある龍ヶ窪温泉 竜神の館では、火焔型土器のカタチの湯口がある何の湯と呼

ばれているでしょうか？ 

 

ａ）沖ノ原の湯  ｂ）火焔の湯  ｃ）縄文の湯  ｄ）竜神の湯 

 

 

 

 

 

 

 

 

※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。 


