
信濃川火焔街道連携協議会                 令和２年 3 月１日実施 

第 12 回 縄文楽検定 問題 （中級） 

 

●四択・記述式の 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。 

●各問題について、正しいものを１つ選び別紙の回答用紙に丸印をつけるか、または適し 

た言葉を記入してください。 

 

１ 「火焔土器」はどれでしょうか？ 

       

ａ）        ｂ）        ｃ）       ｄ） 

 

２ 十日町市笹山遺跡出土品が国宝に指定されたのはいつのことでしょうか？ 

ａ）昭和 11 年  ｂ）昭和 54 年  ｃ）平成２年  ｄ）平成 11 年 

 

３ 写真の火焔型土器を古い順番に並べると、正しいものは次のどれでしょうか？ 

ア      イ       ウ  

ａ）ア→ウ→イ  ｂ）ウ→ア→イ  ｃ）ウ→イ→ア  ｄ）イ→ウ→ア 

 

４ 縄文時代中期頃、日本列島全体の人口は推定でおよそ何万人いたと考えられている

でしょうか？ 

ａ）２万人  ｂ）５万人  ｃ）10 万人  ｄ）20 万人 

 

５ 火焔型土器・王冠型土器の復元点数が 20 点近い、あるいはそれ以上の遺跡を選ん

でください。（2020 年 3 月現在） 

ａ）津南町・卯ノ木遺跡  ｂ）十日町市・野首遺跡    

ｃ）三条市・赤松遺跡  ｄ）長岡市・馬高遺跡 



６ 次のうち、縄文人の「歯」について、正しい記述はどれでしょうか？ 

ａ）現代人よりも歯の数が少なかった   ｂ）歯がほとんどすり減っていない 

ｃ）現代人よりも前歯の数が多かった   ｄ）虫歯の人がいた 

 

７ 山形県にある押出遺跡のクッキー状炭化物を分析したところ、最も多く検出された

成分はどれでしょうか？ 

ａ）肉類  ｂ）卵  ｃ）堅果類  ｄ）魚介類 

 

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）新崎式  ｂ）阿玉台式  ｃ）加曾利式  ｄ）大木式 

 

９ 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？※ひらがな解答可、漢字違いは不可とします 

 

＿＿＿＿＿＿＿孔 

 

10 地域間交流でもたらされることのあるコハクは、千葉県銚子市、岩手県久慈市など

が産地として有名ですが、どのようにしてできるものでしょうか？ 

ａ）地中のマグマが地表近くで冷却されて固まった 

ｂ）太古に存在した虫の死骸が集まって化石化した 

ｃ）石英に他の鉱物が混入し変色した 

ｄ）松ヤニなどの樹脂が化石化した 

 

11 縄文時代前期前葉から中葉にかけてはかなり温暖で、千葉県館山付近の浜辺に珊瑚

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 ｂ）奄美大島付近 ｃ）台湾付近 ｄ）フィリピン・ルソン島付近 

 

12 縄文海進が確認されるおおよその年代を選んでください。 

ａ）10,000～9,000 年前  ｂ）9,000～8,000 年前  

ｃ）7,300～5,500 年前  ｄ）4,500～3,200 年前 

 

13 蛇紋岩の産地として有名なのは、どこでしょうか？  

ａ）阿賀野川流域  ｂ）五十嵐川流域  ｃ）姫川流域  ｄ）魚野川流域 



14 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。

ある甘い食べ物にたとえられる、このようなつくり方を何と呼ぶか＿＿＿＿に当てはま

る言葉をカタカナで記入してください。※カタカナ以外の解答は不可とします  

 

＿＿＿＿＿＿分割法  

 

15 写真は馬高遺跡の王冠型土器を誤って加工してしま

ったものです。多くの王冠型土器に共通する特徴につい

て、どこをみればこの誤りに気づくことができるか、写

真中の a～ｄの中から選んでください。 

  

 

 

 

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

そこからわかる、火焔型土器と共通する製作方法を選んでください。 

ａ）輪積み（粘土をつみあげて形をつくる） ｂ）縄文（縄を転がした文様）   

ｃ）隆起線文（粘土紐をはりつけた文様） ｄ）粘土への植物せんいの混入 

 

17 火焔型土器に関わる名称について、ア～ウに当てはまる言葉の組み合わせを選ん

でください。 

 

 

                   

 

 

 

ａ）ア火焔 イ火炎 ウ火焔型  ｂ）ア火焔型 イ火焔 ウ火炎 

ｃ）ア火炎 イ火焔 ウ火炎型  ｄ）ア火炎  イ火焔 ウ火焔型 

 

18 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。平成 11 年度に発掘調査されたこの遺跡の出土品 309

点（写真右ほか）は、平成 22 年 3 月に県の有形文化財（考

古資料）に指定されています。何という遺跡でしょう？  

ａ）壬遺跡     ｂ）田沢遺跡   

ｃ）久保寺南遺跡  ｄ）本ノ木遺跡 

土器づくりの流儀が共通：ア土器様式 

 

王冠型土器など 

 

形態的特徴が共通 

イ土器   ウ土器  

ａ 

ｂ

ｃ 

ｄ



19 新潟県立歴史博物館が行った研究で、火炎土器様式の時代の土器についた炭化物を

年代測定したところ、だいたいどのくらいの年代幅におさまったでしょうか。  

ａ）320 年間  ｂ）500 年間  ｃ）760 年間  ｄ）900 年間  

 

 

20 右の写真の土器において、文様に三角形土製品が 

つけられている場所を写真のａ～ｄから選んでください。 

 

 

 

 

 

 

21 土器をつくる粘土に混ぜる「シャモット」とは何のことでしょうか？ 

ａ）草のせんい  ｂ）砂  ｃ）他の土器をくだいたもの  ｄ）木の実 

 

22 日本の縄文遺跡には、土偶がほとんど出土しない遺跡がある一方、多くの土偶が出

土した遺跡もあります。土偶破片の出土が 1,000 点を超える遺跡にあてはまるものを選

んでください。 

ａ）三重県・粥見井尻遺跡  ｂ）山梨県・釈迦堂遺跡   

ｃ）新潟県・吉野屋遺跡   ｄ）長野県・棚畑遺跡 

 

23 以下の中から、新潟県内か近隣県の黒曜石の産地ではないものを選んでください。 

ａ）新発田市板山（新潟県）  ｂ）下諏訪町星ヶ塔（長野県）   

ｃ）魚沼市大白川（新潟県）  ｄ）糸魚川市姫川（新潟県） 

 

24 黒曜石は、どのようにしてできるものでしょうか？ 

ａ）地中のマグマが地表近くで冷却されて固まった 

ｂ）太古に存在した虫の死骸が集まって化石化した 

ｃ）石英に他の鉱物が混入し変色した 

ｄ）松ヤニなどの樹脂が化石化した 

 

25 信濃川火焔街道連携協議会が魅力を発信している日本遺産のタイトル中  に当

てはまる言葉を記入してください。※漢字で解答してください、漢字違いは不可とします 

 

『「なんだ、コレは！」信濃川流域の火焔型土器と  の文化』 

ａ

ｂ ｃ 

ｄ



26 「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」アピール

宣言にある趣意書の、下記の文章中  に当てはまる言葉を記入してください。 

※ひらがな解答可、漢字違いは不可とします 

 

「汗水たらしてムラに運び込んだ  を相当量消費するばかりか、敢えて突起をつける

のに要する手間暇もばかにならない」   

 

27 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）磨製石斧  ｂ）打製石斧  ｃ）三脚石器  ｄ）石皿 

 

28 火炎土器文化には、彫刻石棒や彫刻石皿と呼ばれる、石に意匠文様を彫刻する道具

があります。石棒には被熱痕が残るものがありますが、土に埋められた状態で被熱を受

けたと考えられるものを選んでください。 

       
ａ）芋川原遺跡     ｂ）馬高遺跡     ｃ）正安寺遺跡   ｄ）中道遺跡 

 

29 「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。

その神秘を凝縮し、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）燕三条駅  ｃ）長岡駅  ｄ）浦佐駅 

 

30 下記の自治体で、問 25 の日本遺産の構成文化財である、「守門岳」が所在しないも

のを選んでください。 

ａ）長岡市  ｂ）三条市  ｃ）魚沼市  ｄ）十日町市 

 

31 写真のクッキー状炭化物が見つかった遺跡はどれでしょうか？ 

ａ）見附市・羽黒遺跡   ｂ）新潟市・大沢遺跡  

ｃ）長岡市・岩野原遺跡  ｄ）津南町・沖ノ原遺跡 

 

 



32 問 29 の日本遺産のストーリーには、信濃川の「広大な流域を選んだ 1万 3000 年以

上前の人々は、世界に先駆けて  づくりを始めた。」と書いてあります。  に入る

言葉を書いてください。  ※ひらがな解答は可、漢字違いは不可とします 

 

33 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。

何という川でしょうか？ 

ａ）魚沼川  ｂ）信濃川  ｃ）清津川  ｄ）魚野川 

 

34 縄文時代中期にあたる紀元前 3,300～3,200 年ごろの人とされ、1991 年アルプス山

中で発見された「アイスマン」が持っていた斧の材質は何でしょうか？ 

ａ）鉄  ｂ）蛇紋岩  ｃ）鹿角  ｄ）銅 

 

35 １万年以上続いた縄文文化は、古いほうから草創期・早期・前期・中期・後期・ 期

の６時期に大別されます。   に当てはまる言葉を書いてください。 

※ひらがな解答可、漢字違いは不可とします 

 

36 縄文時代を６区分した時期のうち、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か？ 

※ひらがな解答可、漢字違いは不可とします 

 

＿＿＿＿＿＿期 

 

37 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）クルミ     ｂ）スダジイ 

ｃ）トチノミ    ｄ）ナラガシワ 

 

38 王冠型土器が発見されている遺跡を選んでください。 

ａ）魚沼市・清水上遺跡  ｂ）阿賀町・小瀬ヶ沢洞窟遺跡 

ｃ）新潟市・的場遺跡   ｄ）長岡市・藤橋遺跡 

 

39 写真の土器の内面に付着している黒い物質は、縄文時代に接着

剤として使われていたアスファルトです。この土器はどの遺跡で出

土したでしょうか？ 

ａ）新潟市・大沢遺跡  ｂ）新潟市・的場遺跡   

ｃ）新潟市・秋葉遺跡  ｄ）新潟市・大沢谷内遺跡 



40 縄文時代前期から弥生時代中期にかけ盛行した、成人式や婚姻儀礼の際に行われた

と考えられている、「ばっし」（※本来は漢字表記）は何をする習俗でしょうか？  

ａ）健康な歯を抜く  ｂ）歯を黒く塗る  ｃ）歯に溝を刻む  ｄ）入れ墨をする    

 

41 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？  

ａ）トイレ  ｂ）洗濯  ｃ）体を清める  ｄ）木の実を水にさらす 

 

42 平成 28 年４月、信濃川火焔街道連携協議会が申請し「日本遺産」に認定されたス

トーリーを構成する文化財は、火焔型土器や遺跡、自然豊かな景勝地など、追加も含め

全部で何件あるでしょうか？ 

ａ）49 件  ｂ）59 件  ｃ）69 件  ｄ）79 件 

 

43 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どれでしょうか？ 

ａ）集石遺構  ｂ）土偶  ｃ）王冠型土器  ｄ）竪穴住居 

 

44 津南町で出土し長岡市の所蔵である「卯ノ木遺跡出土品」は、平成 29 年に新潟県

指定文化財となりました。卯ノ木遺跡の発掘調査の中心となった人物は誰でしょうか？ 

ａ）近藤篤三郎  ｂ）中村孝三郎  ｃ）藤森栄一  ｄ）江坂輝弥 

 

45 44 の卯ノ木遺跡から出土した土器には、特徴的な文様がつけられているものがあ

ります。どのような文様でしょうか？ 

ａ）貝殻状文  ｂ）押型文  ｃ）爪形文  ｄ）押圧縄文 

 

46 津南町にある、土偶と三角形土版の出土数が県内一位の遺跡は何遺跡でしょうか？  

ａ）沖ノ原遺跡  ｂ）吉野屋遺跡  ｃ）道尻手遺跡  ｄ）卯ノ木遺跡 

 

47 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）消火栓  ｂ）消雪パイプ  ｃ）マンホール  ｄ）郵便ポスト 

 

48 「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」アピール

宣言にある趣意書の、下記の文章の  に当てはまる言葉を選んでください。 

 

「縄文土器の突起は  の問題ではなく、縄文人の世界観に関係するものであったこと

を示唆している。」 

ａ）カタチのデザイン ｂ）カッコよさ ｃ）使い勝手 ｄ）作り手のワザ 



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」アピール

宣言にある趣意書の、下記の文章中  に該当する言葉を漢字で書いてください。 

※漢字違いは不可とします 

 

「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。」  

 

50 平成 28 年４月信濃川火焔街道連携協議会が申請し、「日本遺産」に認定されたスト

ーリー中、下記の文章の ア と イ の組み合わせで正しいものを選んでください。 

 

「自然資源を巧みに利用して暮らしてきた縄文人は、 ア など狩りの道具をつくる時

などに、天然アスファルトを接着剤として用いる知恵も持っていた。天然アスファルト

は日本海側に多く産出され、 イ など信濃川沿いの丘陵で今でも湧出している。」 

ａ）ア：矢じり - イ：東山油田   ｂ）ア：石槍 - イ：西山油田   

ｃ）ア：矢じり - イ：煮坪     ｄ）ア：石槍 - イ：越路原  

 

 

お疲れ様でした。 

解答用紙に受検番号、氏名、住所等が記入してあることをご確認ください。 

 


