
№ 指定 作品名称 分類 作者・出土・伝来 時代・年代世紀 所蔵者・寄贈者

1 ─ 鉢形土器 火焔型土器 新潟県長岡市 山下遺跡 縄文時代中期（約５千年前）長岡市馬高縄文館
2 ─ 鉢形土器 火焔型土器 新潟県長岡市 山下遺跡 縄文時代中期（約５千年前）長岡市馬高縄文館
3 ─ 深鉢形土器 王冠型土器 新潟県長岡市 山下遺跡 縄文時代中期（約５千年前）長岡市馬高縄文館
4 ─ 深鉢形土器 火焔型土器 新潟県長岡市 山下遺跡 縄文時代中期（約５千年前）新潟県立歴史博物館

5 国宝 深鉢形土器 火焔型土器 新潟県十日町市 笹山遺跡 縄文時代中期（約５千年前）十日町市博物館
6 新潟県指定有形文化財 深鉢形土器 火焔型土器 新潟県津南町 沖ノ原遺跡 縄文時代中期（約５千年前）津南町教育委員会
7 国指定重要文化財 深鉢形土器 火焔土器 新潟県長岡市 馬高遺跡 縄文時代中期（約５千年前）長岡市馬高縄文館
8 国指定重要文化財 深鉢形土器 火焔型土器 新潟県長岡市 馬高遺跡 縄文時代中期（約５千年前）長岡市馬高縄文館
9 国指定重要文化財 浅鉢形土器 火焔型土器 新潟県長岡市 馬高遺跡 縄文時代中期（約５千年前）長岡市馬高縄文館
10 国指定重要文化財 深鉢形土器 王冠型土器 新潟県津南町 堂平遺跡 縄文時代中期（約５千年前）文化庁（津南町歴史民俗資料館展示）
11 国指定重要文化財 深鉢形土器 火焔型土器 新潟県津南町 堂平遺跡 縄文時代中期（約５千年前）文化庁（津南町歴史民俗資料館展示）
12 ─ 深鉢形土器 火焔型土器 新潟県三条市 長野遺跡 縄文時代中期（約５千年前）三条市
13 ─ 深鉢形土器 王冠型土器 新潟県三条市 長野遺跡 縄文時代中期（約５千年前）三条市
14 ─ 深鉢形土器 火焔型土器 新潟県三条市 吉野屋遺跡 縄文時代中期（約５千年前）三条市
15 ─ 深鉢形土器 王冠型土器 新潟県三条市 吉野屋遺跡 縄文時代中期（約５千年前）三条市
16 ─ 深鉢形土器 王冠型土器 新潟県新潟市 秋葉遺跡 縄文時代中期（約５千年前）新潟市文化財センター
17 ─ 深鉢形土器 王冠型土器 新潟県十日町市 幅上遺跡 縄文時代中期（約５千年前）十日町市博物館
18 ─ 深鉢形土器 火焔型土器 新潟県十日町市 森上遺跡 縄文時代中期（約５千年前）十日町市博物館
19 ─ 深鉢形土器 王冠型土器 新潟県十日町市 森上遺跡 縄文時代中期（約５千年前）十日町市博物館
20 ─ 深鉢形土器 王冠型土器 新潟県小千谷市 俣沢遺跡 縄文時代中期（約５千年前）新潟県立歴史博物館
21 ─ 深鉢形土器 王冠型土器 出土地不詳 縄文時代中期（約５千年前）新潟県立歴史博物館
22 ─ 深鉢形土器 火焔型土器 新潟県津南町 道尻手遺跡 縄文時代中期（約５千年前）津南町教育委員会
23 ─ 深鉢形土器 火焔型土器 新潟県長岡市 岩野原遺跡 縄文時代中期（約５千年前）長岡市馬高縄文館
24 ─ 深鉢形土器 王冠型土器 新潟県津南町 道尻手遺跡 縄文時代中期（約５千年前）津南町教育委員会
25 ─ 深鉢形土器 王冠型土器 新潟県長岡市 岩野原遺跡 縄文時代中期（約５千年前）長岡市馬高縄文館

26 ─ 深鉢形土器 三角形土版付土器 新潟県十日町市 笹山遺跡 縄文時代中期（約５千年前）十日町市博物館
27 国宝　附 土製品 三角形土版 新潟県十日町市 笹山遺跡 縄文時代中期（約５千年前）十日町市博物館
28 国宝　附 土製品 三角壔形土製品 新潟県十日町市 笹山遺跡 縄文時代中期（約５千年前）十日町市博物館
29 ─ 石製品 石棒 新潟県十日町市 ぼんのう遺跡 縄文時代中期（約５千年前）十日町市博物館
30 ─ 土製品 三角壔形土製品 新潟県十日町市 ぼんのう遺跡 縄文時代中期（約５千年前）十日町市博物館
31 ─ 石製品 硬玉大珠ほか 新潟県十日町市 南雲遺跡 縄文時代中期（約５千年前）十日町市博物館
32a ─ 土製品 三角形土版 新潟県十日町市 小坂遺跡 縄文時代中期（約５千年前）十日町市博物館
32b ─ 土製品 三角壔形土製品 新潟県十日町市 小坂遺跡 縄文時代中期（約５千年前）十日町市博物館
33 ─ 土製品 土偶 新潟県十日町市 カウカ平遺跡 縄文時代中期（約５千年前）十日町市博物館
34 ─ 土製品 土偶 新潟県十日町市 大井久保井遺跡 縄文時代中期（約５千年前）十日町市博物館
35 国指定重要文化財 土製品 土偶 新潟県長岡市 馬高遺跡 縄文時代中期（約５千年前）長岡市馬高縄文館
36 国指定重要文化財 土製品 土版 新潟県長岡市 馬高遺跡 縄文時代中期（約５千年前）長岡市馬高縄文館
37 国指定重要文化財 石製品 石棒 新潟県長岡市 馬高遺跡 縄文時代中期（約５千年前）長岡市馬高縄文館
38 ─ 土製品 土版 新潟県長岡市 岩野原遺跡 縄文時代中期（約５千年前）長岡市馬高縄文館
39 ─ 石製品 硬玉大珠 新潟県長岡市 岩野原遺跡 縄文時代中期（約５千年前）長岡市馬高縄文館
40, 41 ─ 石製品 硬玉大珠 新潟県長岡市 中道遺跡 縄文時代中期（約５千年前）長岡市馬高縄文館
42 ─ 石製品 硬玉大珠 新潟県三条市 長野遺跡 縄文時代中期（約５千年前）三条市
43, 44 ─ 土製品 土偶 新潟県長岡市 南原遺跡 縄文時代中期（約５千年前）長岡市馬高縄文館
45 ─ 土製品 土偶 新潟県長岡市 仲崎遺跡 縄文時代中期（約５千年前）長岡市馬高縄文館
46 ─ 土製品 土偶 新潟県長岡市 山下遺跡 縄文時代中期（約５千年前）長岡市馬高縄文館
47 ─ 土製品 三角形土版 新潟県長岡市 山下遺跡 縄文時代中期（約５千年前）長岡市馬高縄文館
48 ─ 土器片 顔面突起 新潟県長岡市 山下遺跡 縄文時代中期（約５千年前）長岡市馬高縄文館
49 ─ 土製品 土偶 新潟県長岡市 中道遺跡 縄文時代中期（約５千年前）長岡市馬高縄文館
50 ─ 土製品 土偶 新潟県新潟市 大沢遺跡 縄文時代中期（約５千年前）新潟市文化財センター

51, 52, 55 ─ 土製品 土偶 新潟県長岡市 栃倉遺跡 縄文時代中期（約５千年前）長岡市馬高縄文館
53 ─ 土製品 三角形土版 新潟県長岡市 栃倉遺跡 縄文時代中期（約５千年前）長岡市馬高縄文館
54 ─ 土製品 耳栓（耳飾り） 新潟県長岡市 栃倉遺跡 縄文時代中期（約５千年前）長岡市馬高縄文館
56 ─ 石製品 石棒 新潟県三条市 賽の神遺跡 縄文時代中期（約５千年前）三条市

57, 58, 59, 60 ─ 土製品 土偶 新潟県三条市 吉野屋遺跡 縄文時代中期（約５千年前）三条市
61 ─ 土製品 三角形土版 新潟県三条市 吉野屋遺跡 縄文時代中期（約５千年前）三条市
62 ─ 土製品 耳栓（耳飾り） 新潟県三条市 吉野屋遺跡 縄文時代中期（約５千年前）三条市
63 新潟県指定有形文化財 石製品 三角壔形石製品 新潟県津南町 沖ノ原遺跡 縄文時代中期（約５千年前）津南町教育委員会
64 新潟県指定有形文化財 土製品 石棒状土製品 新潟県津南町 沖ノ原遺跡 縄文時代中期（約５千年前）津南町教育委員会
65 ─ 土製品 土偶 新潟県津南町 道尻手遺跡 縄文時代中期（約５千年前）津南町教育委員会
66 ─ 土製品 三角形土版 新潟県津南町 道尻手遺跡 縄文時代中期（約５千年前）津南町教育委員会
67 ─ 土製品 三角壔形土製品 新潟県津南町 道尻手遺跡 縄文時代中期（約５千年前）津南町教育委員会
68 ─ 石製品 三角壔形石製品 新潟県津南町 道尻手遺跡 縄文時代中期（約５千年前）津南町教育委員会
69 ─ 土製品 石棒状土製品 新潟県津南町 道尻手遺跡 縄文時代中期（約５千年前）津南町教育委員会
70 ─ 石製品 彫刻付石皿 新潟県魚沼市 清水上遺跡 縄文時代中期（約５千年前）新潟県教育委員会
71 ─ 石製品 磨石 新潟県魚沼市 清水上遺跡 縄文時代中期（約５千年前）新潟県教育委員会

■ 第３章　火焔型土器のココロ

國學院大學博物館　特別展

平成28(2016)年12月10日（土）～平成29(2017)年２月５日（日）

■ 第１章　火焔型土器の誕生

火焔型土器のデザインと機能  Jomonesque Japan 2016　出品目録

■ 第２章　火焔型土器と王冠型土器


