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第８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、国宝「東北のヴィーナス」はどれでしょうか？  

 

ａ)        ｂ)         ｃ)        ｄ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２  問１の土偶が出土した西ノ前遺跡の所在地はどこでしょうか？ 

 

ａ) 山形県舟形町  ｂ) 青森県八戸市 ｃ) 長野県茅野市  

ｄ) 新潟県十日町市 

 

３ 今年発見 80周年を迎える火焔土器が出土したと伝えられている地点は、馬高遺跡 

のどのあたりでしょうか？ 
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４ 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 

 

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 次の木の実のうち、生で食べられないものはどれでしょうか？  

 

 ａ) トチノミ  ｂ) ブナ  ｃ) クリ  ｄ) クルミ 

 

７ 火焔型土器が作られた時代には、様々な道具が作られました。その中で、作られ

なかったのはどれでしょうか？ 

 

ａ) 打製石斧  ｂ) 磨製石斧  ｃ) 細石刃  ｄ)石錘 

 

８ 火焔型土器・王冠型土器が作られたのと同じころに東北地方南部で盛んだった型 

式名はなんでしょうか？ 

 

ａ) 円筒下層式  ｂ) 阿高式  ｃ) 大木式  ｄ) 大洞式 

 

９ 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なんと呼ぶでしょうか？ 

 

縄文          

 

10 新潟市大沢遺跡で発見された、現代の私達も食用としている植物の花粉は次のど

れでしょうか？ 

 

ａ) コムギ  ｂ) コメ  ｃ) ソバ  ｄ) アワ 

 

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 
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12 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、その名称はなんでしょうか？  

 

ａ) ビーカー状土坑   

ｂ) メスシリンダー状土坑 

ｃ) フラスコ状土坑 

ｄ) ピペット状土坑 

        

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か？ 

 

 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か？ 

 

ａ) 藤森栄一  ｂ) 中村孝三郎 ｃ) 小林達雄 ｄ) 戸沢充則 

 

15 いわゆる立つことのでき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 

 

16 縄文時代の「水場遺構」は何のために作られた「施設」と考えられているでしょ

うか？ 

 

 ａ) 水あびや入浴をした      ｂ) 木の実を水にさらした    

ｃ) 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 

 

17 津南町にある土偶や三角形土版の出土数が新潟県で一番の遺跡は何遺跡でしょうか？ 

 

        遺跡 

 

18 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はなんでしょうか？ 

 

 ａ) ベッド  ｂ) 床の間  ｃ) トイレ  ｄ) 棚 

 

19 火焔型土器を製作する際に全く使わないものはどれでしょうか？ 

 

ａ) 半裁竹管  ｂ) 砂  ｃ) 貝殻  ｄ) 粘土 
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20 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か？  

 

ａ) 石錘  ｂ) 石棒  ｃ) 磨石  ｄ) 石錐 

 

21 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 

 

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何％でしょうか？ 

  

       ％ 

 

23 十日町市野首遺跡は、火焔型土器・王冠型土器の復元個体点数が多いことで知ら

れますが、それはどのくらいでしょうか？ 

 

ａ) 40点  ｂ) 400点  ｃ) 4,000点  ｄ)40,000点 

 

24 地域間交流によってもたらされた琥珀(こはく)は松ヤニなどの樹脂が化石化した

ものですが、産地として有名なのはどこでしょうか？  

 

 ａ) 千葉県銚子市  ｂ) 東京都の神津島  ｃ) 新潟県佐渡市  

ｄ) 奈良県の二上山 

 

25 この写真の住居は何遺跡で復元されているものでし

ょうか？ 

 

        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なんでしょうか？ 

 

ａ) 石匙  ｂ) 打製石斧  ｃ) 石鏃  ｄ) 磨製石斧 

 

27 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か？  

 

ａ) ＡＢＳ法  ｂ) ＴＥＤ法  ｃ) ＡＭＳ法  ｄ) ＯＣＲ法 
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28 「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か？  

 

 ａ) ナワバリを示すために配置した    

ｂ) 子どもの遊び道具(おもちゃ)   

 ｃ) 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 

 

29 新潟県内にも黒曜石の産地がありますが、次のどこでしょうか？  

 

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 写真の日本で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 問 30の写真の王冠型土器の大きさは？  

 

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

 

32 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 

 

 

 

33 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か？  

 

ａ) 新潟市  ｂ) 津南町  ｃ) 長岡市  ｄ) 十日町市 

 

34 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 20年３月現在)。 

 

          遺跡 
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35 新潟県の遺跡の総数は概ねどれくらいでしょうか？ 

 

ａ) 7,000遺跡  ｂ) 10,000遺跡  ｃ) 13,000遺跡  ｄ) 15,000遺跡 

 

36 写真は森上遺跡出土の火焔型土器です。もう１点の土

器とともに長い間、千葉県佐倉市にある博物館に貸し出

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。何という博物館に貸し出され

ていたのでしょうか？   

 

         博物館 

 

 

 

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月に新潟市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か？ 

  

         ポート 

 

38 火焔型土器の時代につくられた写真右の石器を何と呼ぶで

しょうか？ 

 

         石器  

 

 

 

39 右の写真は住居跡の発掘風景です。どの遺跡の  

住居跡でしょうか？  

 

ａ) 堂平遺跡   ｂ) 馬高遺跡   

ｃ) 岩野原遺跡  ｄ) 笹山遺跡 

 

 

 

 

40 「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か？  

 

ａ) 新潟駅  ｂ) 長岡駅  ｃ) 浦佐駅  ｄ) 燕三条駅 
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41 国指定重要文化財「小瀬ヶ沢洞窟出土品」、「室谷洞窟出土品」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 

 

42 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

はなんでしょうか？  

 

          

 

43 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 

 

44 信濃川で獲られるサケは、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。信濃川の津南町～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か？ 

 

ａ) 昭和３～７年頃  ｂ) 昭和８～14年頃 ｃ) 昭和 15～19年頃 

ｄ) 昭和 20 年以降 

 

45 見附市にある縄文時代の遺跡で平成 27 年に国史跡となった保存状況が良好な遺

跡はどれでしょうか？ 

 

ａ) 大蔵遺跡  ｂ) 羽黒遺跡  ｃ) 耳取遺跡  ｄ) 五丁歩遺跡 

 

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

なんでしょうか？  

 

ａ) 新潟県議会旧議事堂  ｂ) 旧新潟税関庁舎 

ｃ) 旧笹川家住宅     ｄ) 萬代橋 

 

47 阿賀野市(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か？  

 

ａ) 大蔵遺跡  ｂ) 水源池遺跡  ｃ) ツベタ遺跡  ｄ) 秋葉遺跡  
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48 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 

 

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

ル宣言にある趣意書の文章に「その(     )が所属する縄文文化は日本文化の

源流であり、日本文化の歴史の中に組みこまれた厳然たる存在である。その意味で

は(     )は、浮世絵や歌舞伎とともに、日本文化そのものなのである。」と

あります。(     )に該当する言葉はなんでしょうか？あてはまる用語を記入

してください。 

 

              

 

50 問 49 の趣意書を書いた國學院大學名誉教授で信濃川火焔街道連携協議会の顧問

となっているのは誰でしょうか？ 

 

              

 

 

 

 

 

 

※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。 

 


