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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（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解答用紙に丸印をつけてください。 

 

 

【問題】 

１ 下の４点の写真のうち、もっとも古い火焔型土器はどれでしょうか？ 

 

ａ）       ｂ）        ｃ）        ｄ） 

 

２ 下の写真の土器はいずれも新潟市内の遺跡から出土したものですが、それぞれの

遺跡名の組み合わせで正しいものはどれでしょうか？ 

       ア      イ 

  

a） ア：原遺跡・イ：大沢遺跡    b） ア：大沢遺跡・イ：原遺跡 

 c） ア：大沢遺跡・イ：秋葉遺跡   d） ア：秋葉遺跡・イ：大沢遺跡 

 

３ 右の写真の土器は火焔型土器の中でも最大級の大きさ（高

さ）を誇りますが、出土した遺跡はどれでしょうか？ 

  

a) 堂平遺跡  b) 道尻手遺跡  c) 堂尻遺跡 

d) 笹山遺跡 
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４ 問３の写真の土器の大きさ（高さ）はどれくらいでしょうか？ 

  

a) 約 55㎝   b) 約 58㎝   c) 約 61㎝   d) 約 73㎝ 

 

５ 火焔型土器の色調は、大きく分けて赤色系と白色系の 2種類があります。白色系

の土器に比べ、赤色系の土器に多く含まれるものはどれでしょうか？ 

 

 a) 塩   b) 砂   c) カルシウム   d) 鉄分 

 

６ 火焔型土器の鶏頭冠突起はどれでしょうか？ 

a)          b)         c)          d) 

 

７ 火焔型土器の鶏頭冠突起は、基本的に何個で構成されているでしょうか？ 

 

 a) ３個   b) ４個   c) ５個   d) ６個 

 

８ 火焔型土器の特徴でないものはどれでしょうか？ 

  

a) 口縁部に付く鶏頭冠突起  b) 鋸歯状突起  c) 縄文の施文   

d) 隆帯と隆線文によって施された浮彫的な文様 

            

９ 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 

 

10 火焔型土器が出土している遺跡はおよそいくつあるでしょうか？ 

（平成 21年４月現在） 

 

a) 50遺跡  b) 100遺跡  c) 200遺跡  d) 500遺跡 

 

11 火焔型土器がこの時期の土器全体に占めるおよその割合はどれでしょうか？  

 

a) １パーセント  b) 5パーセント  c) 10パーセント  d) 20パーセント 
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12 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 

 

13 年代測定の結果、火焔型土器は何年前ころの縄文土器と判明したでしょうか？ 

  

a) ５万年前   b) １万５千年前   c) ５千年前   d) １千年前 

 

14 火炎土器文化の中心地から、一番遠く離れて王冠型土器(右

の写真)が発見された遺跡は、次のうちどれでしょうか? 

（平成 21年 3月 31日現在) 

  

a) 青森県つがる市石神遺跡  b) 秋田県能代市上ノ山遺跡   

c) 山形県遊佐市紫燈林遺跡  d) 富山県魚津市大光寺遺跡 

 

15 縄文時代はおよそ何年前から始まったでしょうか?  

 

a)  5万年前  b)  1万 5千年前  c)  5千年前  d)  1千年前 

 

16 縄文時代の説明として不適切なものはどれでしょうか？ 

 

a) 水田をつくり、米づくりにはげんでいた   

b) 狩猟や漁労を行っていた 

 c) クリなどの木の実を多く食べていた     

d) 岩石を磨いた斧で樹木を伐採していた 

 

17 縄文時代の「社会」について、正しい説明はどれでしょうか？ 

 

a) 貨幣経済が発展していた    b) 集落で集団生活が営まれていた 

c) 身分制度が確立されていた   d) 都市が出現した 

 

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」はどこでしょうか？ 

 

a) 里浜貝塚  b) 大森貝塚  c) 鳥浜貝塚  d) 刈羽貝塚 

 

19 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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20 縄文土器のつくり方として正しいものはどれでしょうか？ 

 

 a) ロクロを使ってつくった  b) 粘土紐を積み上げた  c) 窯で焼いた 

d) 釉薬をかけた 

 

21 縄文土器の底には、土器を作るときに敷いた物の痕跡が残っていることがありま

す。さて何を敷いたと考えられているでしょうか？ 

  

a) 回転ロクロ   b) 編み物   c) 紙   d) 土器 

 

22 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か？ 

  

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 

 

23 縄文時代につくられたヒト形の焼き物はどれでしょうか？ 

 

a) 埴輪   b) 土偶   c) 岩偶   d) 土人形 

 

24 土偶は壊れて発見されることが多く、壊れやすくつくったという意見があります。

このようなつくり方はなんと呼ぶでしょうか? 

 

 a) せんべい分割法  b) まんじゅう分割法  c) チョコレート分割法   

d) ケーキ分割法 

 

25 次の中で、縄文時代の多くの動物形土製品の題材となっている動物はどれでしょ

うか？ 

 

a) クジラ  b) ゾウ  c) クマ  d) イノシシ 

 

26 石器は、その製作方法によって、「打製石器」と「（  ）石器」があります。 

 （   ）の中に入る用語はどれでしょうか？ 

 

 a) 磨製  b) 削製  c) 手製  d) 粗製 

 

27 火焔型土器がつくられた時代の主要な狩りの道具はどれでしょうか？ 

  

a) 石錐   b) 石匙   c) 石鏃   d) 石鋸 

 

28  縄文時代に木の実をすりつぶす道具として用いられた石器はどれでしょうか？ 

 

a)  石棒  b)  石皿  c) 石匙  d) 石錘 
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29 縄文時代、「ウルシ」の利用はいつ頃から始まったと考えられているでしょうか？ 

 

a) 早期  b) 前期  c) 中期  d) 晩期 

 

30 縄文時代の「狩猟」の主な「獲物」は何でしょうか？ 

 

a) シカ・イノシシ  b) キツネ・タヌキ  c) リス・ネズミ 

d) ナウマンゾウ・オオツノシカ 

 

31 加速器質量分析法による年代測定に用いられる放射性元素はどれでしょうか？ 

a) 13Ｃ   b) 14Ｃ   c) 14Ｎ   d) 15Ｎ 

 

32 次の中で、縄文時代に「管理・栽培」されていたと考えられる植物は何でしょう

か？ 

 

a) カキ  b) モモ  c) クリ  d) リンゴ 

 

33 縄文時代を通して最も暖かった時期はいつでしょうか？ 

 

 a) 前期   b) 中期   c) 後期   d) 晩期 

 

34 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

何と呼ぶでしょうか？ 

 

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

 

35 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      c) 見晴らしのよい平坦な台地 

 b) 大きな川沿いの低地   d) 水はけの悪い湿地 

 

36 長岡市馬高遺跡では火焔型土器を作っていた頃の住居が２棟復元されています。

１棟は円形の竪穴住居ですが、もう１棟の特徴はどれでしょうか？ 

 

a) 壁立式  b) 卵形  c) 平地式  d)レンガづくり 

 

37 「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か？ 

 

a) ガラス  b) 鉄  c) ゴム  d) アスファルト 
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38 長岡市関原の近藤家の馬高遺跡をはじめとする膨大な資料を整理し、火焔土器の

復元を行った人物は名前はどれでしょうか？ 

 

 a) 藤森栄一   b) 中村孝三郎   c) 山内清男   d) 近藤篤三郎 

 

39 問 38の人物の写真はどれでしょうか？ 

    

a)        b)         c)         d) 

 

40 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 

 

41 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 

 

42 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 

 

 

 

43 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) 木の実  b) サケ c) 石材  d) 土器 

 

44 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 
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45 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) 三条市下田郷資料館  b) 大谷ダム資料館  c) 道の駅漢学の里しただ 

 d) 三条鍛冶道場 

 

46 長岡市にある火焔型土器が出土していない遺跡はどれでしょうか？ 

  

 a) 栃倉遺跡  b) 山下遺跡  c) 岩野原遺跡  d) 藤橋遺跡 

 

47 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) 市営野球場  b) 市役所庁舎  c) 十日町市立博物館  

 d) 小学校グラウンド 

 

48 津南町沖ノ原遺跡、道尻手遺跡、堂平遺跡から出土した火焔型土器などの考古資

料や秋山郷の山村生活民具を常設展示している施設はどれでしょうか？ 

 

 a) 津南町農と縄文の体験実習館「なじょもん」  b) 竜神の館   

c) マウンテンパーク津南  d) 津南町歴史民俗資料館 

 

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

ル宣言の中で、地方色を越えて共通する縄文土器の注目すべき特徴として挙げられて

いるものは何でしょうか？ 

 

a) 大きさ  b) 突起  c) 出土点数  d) デザイン 

 

50 信濃川火焔街道連携協議会は４市１町で構成されますが、１町は次のうちどこで

しょうか？ 

 

a) 湯沢町  b) 阿賀町  c) 山北町  d) 津南町 

 

 

 

●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。 

 

 

 


