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号 タイトル 副題 遺跡名など 時代 長岡京市広報紙の掲載号

1 幻の寺院 鞆岡廃寺 鞆岡廃寺 飛鳥時代 市民しんぶん長岡京1992年(平成4年)8月1・15日号

2 乙訓の郡名寺院 乙訓寺 乙訓寺 飛鳥時代 市民しんぶん長岡京1992年(平成4年)9月1日号

3 邪馬台国前の大集落 神足遺跡 神足遺跡 弥生時代 市民しんぶん長岡京1992年(平成4年)10月1日号

4 邪馬台国時代のムラ 谷山遺跡 谷山遺跡 弥生時代 市民しんぶん長岡京1992年(平成4年)11月1日号

5 木製埴輪の発見 今里車塚古墳 今里車塚古墳 古墳時代 市民しんぶん長岡京1992年(平成4年)12月1日号

6 王者の墓 恵解山古墳 恵解山古墳 古墳時代 市民しんぶん長岡京1993年(平成5年)1月1・15日号

7 埋もれた古墳 開田古墳群、塚本古墳ほか 古墳時代 市民しんぶん長岡京1993年(平成5年)2月1日号

8 戦国時代の城館跡 今里城跡 今里城跡 戦国時代 市民しんぶん長岡京1993年(平成5年)3月1日号

9 ＪＲ神足駅にあった城 永井直清の城 近世勝龍寺城跡 江戸時代 市民しんぶん長岡京1993年(平成5年)4月1日号

10 戦国動乱劇の舞台 細川藤孝の勝龍寺城 中世勝龍寺城跡 戦国時代 市民しんぶん長岡京1993年(平成5年)5月1日号

11 繁華街にある城 開田城 開田城跡 戦国時代 市民しんぶん長岡京1993年(平成5年)6月1日号

12 長岡京の道路(1) 五条大路 長岡京跡 長岡京期 市民しんぶん長岡京1993年(平成5年)7月1日号

13 長岡京の道路(2) 道路側溝の排水対策 長岡京跡 長岡京期 市民しんぶん長岡京1993年(平成5年)8月1・15日号

14 長岡京の宅地(1) 右京五条二坊四町他 長岡京跡 長岡京期 市民しんぶん長岡京1993年(平成5年)10月1日号

15 長岡京の宅地(2) 左京六条一坊十一町他 長岡京跡 長岡京期 市民しんぶん長岡京1993年(平成5年)11月1日号

16 奈良時代の今里集落 「次官」の墨書土器 今里遺跡 奈良時代 市民しんぶん長岡京1993年(平成5年)12月1日号

17 古墳時代の豪族居館 今里遺跡 今里遺跡 古墳時代 市民しんぶん長岡京1994年(平成6年)1月1・15日号

18 黄金色のムラ誕生 雲宮遺跡 雲宮遺跡 弥生時代 市民しんぶん長岡京1994年(平成6年)2月1日号

19 縄文時代の住まい 井ノ内遺跡 井ノ内遺跡 縄文時代 市民しんぶん長岡京1994年(平成6年)3月1日号

20 狩人の道具 今里遺跡のナイフ 今里遺跡 旧石器時代 市民しんぶん長岡京1994年(平成6年)4月1日号
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21 土器の出現 煮炊きする道具の発明 下海印寺遺跡、友岡遺跡ほか 縄文時代 市民しんぶん長岡京1994年(平成6年)5月1日号

22 金属との出会い 谷山遺跡の鉄製品 谷山遺跡 弥生時代 市民しんぶん長岡京1994年(平成6年)6月1日号

23 呪力と権力 鏡の機能
馬場遺跡、長法寺南原古墳ほ

か
古墳時代 市民しんぶん長岡京1994年(平成6年)7月1日号

24 寺の創建 友岡出土古瓦 鞆岡廃寺 飛鳥時代 市民しんぶん長岡京1994年(平成6年)8月1・15日号

25 役所の発見 更ノ町遺跡の墨書土器 更ノ町遺跡 奈良時代 市民しんぶん長岡京1994年(平成6年)9月1日号

26 都人の装い 古代のベルト 長岡京跡
長岡京期～平

安時代
市民しんぶん長岡京1994年(平成6年)10月1日号

27 重さを量る道具 棚次出土長岡京期の銅製錘 長岡京跡 長岡京期 市民しんぶん長岡京1994年(平成6年)11月1日号

28 古代人の祈り 土馬 今里遺跡、長岡京跡
奈良時代、長

岡京期
市民しんぶん長岡京1994年(平成6年)12月1日号

29 平安貴族が求めたもの 今里遺跡の模様陶器 今里遺跡 平安時代 市民しんぶん長岡京1995年(平成7年)1月1・15日号

30 中世の明かりとカイロ 灯明皿と温石 中世 市民しんぶん長岡京1995年(平成7年)2月1日号

31 江戸時代の暮らし 勝龍寺城内の生活 近世勝龍寺城跡 江戸時代 市民しんぶん長岡京1995年(平成7年)3月1日号

32 石器と散布地 約２万年前の長岡 南栗ケ塚遺跡、今里遺跡ほか 旧石器時代 市民しんぶん長岡京1995年(平成7年)4月1日号

33 祈りの道具 雲宮遺跡の土偶 雲宮遺跡 縄文時代 市民しんぶん長岡京1995年(平成7年)5月1日号

34 近江と乙訓 弥生土器にみる近江色 弥生時代 市民しんぶん長岡京1995年(平成7年)6月1日号

35 古墳時代の装身具 耳飾りと首飾り 長法寺七ツ塚古墳群 古墳時代 市民しんぶん長岡京1995年(平成7年)7月1日号

36 古代の扇子 更ノ町遺跡出土桧扇 更ノ町遺跡 奈良時代 市民しんぶん長岡京1995年(平成7年)8月1・15日号

37 長岡遷都 長岡京の造営（瓦・建築材） 長岡京跡 長岡京期 市民しんぶん長岡京1995年(平成7年)9月1日号

38 持ち込まれた尾張国の土器 愛知県猿投産の原始灰釉陶器 長岡京跡 長岡京期 市民しんぶん長岡京1995年(平成7年)10月1日号

39 持ち込まれた煮沸甕 長岡京出土の土師器甕 長岡京跡 長岡京期 市民しんぶん長岡京1995年(平成7年)11月1日号

40 長岡京の酒造り 甕の据え付け穴を持つ建物 長岡京跡 長岡京期 市民しんぶん長岡京1995年(平成7年)12月1日号
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41 銭貨の流通 和同開珎・萬年通寶・神功開寶 長岡京跡 奈良時代 市民しんぶん長岡京1996年(平成8年)1月1・15日号

42 和泉殿と開田院 平安時代の離宮と寺院 和泉殿跡、開田院跡 平安時代 市民しんぶん長岡京1996年(平成8年)2月1日号

43 中世の貨幣事情 皇朝銭から渡来銭へ 中世 市民しんぶん長岡京1996年(平成8年)3月1日号

44 南栗ヶ塚遺跡 約２万年前の石器 南栗ケ塚遺跡 旧石器時代 市民しんぶん長岡京1996年(平成8年)4月1日号

45 開田城ノ内遺跡の土器棺墓 縄文時代の墓地 開田城ノ内遺跡 縄文時代 市民しんぶん長岡京1996年(平成8年)5月1日号

46 溝を巡らせた集落 長法寺遺跡 長法寺遺跡 弥生時代 市民しんぶん長岡京1996年(平成8年)6月1日号

47 横穴式石室と黄泉国 走田古墳群 走田古墳群 古墳時代 市民しんぶん長岡京1996年(平成8年)7月1日号

48 東羅古墳群 新西国街道一里塚周辺 開田古墳群（東羅古墳群） 古墳時代 市民しんぶん長岡京1996年(平成8年)8月1・15日号

49 下海印寺遺跡の製塩土器 奈良時代の地方集落 下海印寺遺跡 奈良時代 市民しんぶん長岡京1996年(平成8年)9月1日号

50 土器に記された人名 「紀千世」墨書土器 長岡京跡 長岡京期 市民しんぶん長岡京1996年(平成8年)10月1日号

51 長岡京と古墳 長岡京跡、今里車塚古墳ほか 長岡京期 市民しんぶん長岡京1996年(平成8年)11月1日号

52 都のにぎわい 長岡京の西市 長岡京跡 長岡京期 市民しんぶん長岡京1996年(平成8年)12月1日号

53 山城国府はどこに？ 長岡京の南へ移転した役所 南栗ケ塚遺跡 平安時代 市民しんぶん長岡京1997年(平成9年)1月1・15日号

54 地中に納められた大量の土器 中世の土器埋納坑 神足遺跡、南栗ケ塚遺跡ほか 中世 市民しんぶん長岡京1997年(平成9年)3月1日号

55 勝龍寺城の防御施設 永井直清の城 近世勝龍寺城跡 江戸時代 市民しんぶん長岡京1997年(平成9年)4月1日号

56 今里遺跡の新出石器 旧石器時代 今里遺跡 旧石器時代 広報ながおかきょう 1997年(平成9年)5月1日号

57 縄文時代の友岡遺跡 中期の遺物が多量に出土 友岡遺跡 縄文時代 広報ながおかきょう 1997年(平成9年)6月1日号

58 南栗ヶ塚遺跡 弥生時代 南栗ケ塚遺跡 弥生時代 広報ながおかきょう 1997年(平成9年)7月1日号

59 東代古墳群 埋もれた古墳の発見 東代古墳群 古墳時代 広報ながおかきょう 1997年(平成9年)8月1・15日号

60 開田城ノ内遺跡の水鳥形土製品 開田城ノ内遺跡 古墳時代 広報ながおかきょう 1997年(平成9年)10月1日号
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61 古代の道路 神田古道 神田古道 奈良時代 広報ながおかきょう 1997年(平成9年)11月1日号

62 官人と硯 刀筆の吏 長岡京跡 長岡京期 広報ながおかきょう 1997年(平成9年)12月1日号

63 長岡京内の役所 長岡京跡 長岡京期 広報ながおかきょう 1998年(平成10年)1月1・15日号

64 開田二丁目の平安時代宅地 井戸の構造と遺物 開田遺跡 平安時代 広報ながおかきょう 1998年(平成10年)2月1日号

65 開田城跡 最近の調査成果から 開田城跡 戦国時代 広報ながおかきょう 1998年(平成10年)3月1日号

66 江戸時代の土人形と土製品 出土品にみる信仰と暮らし 江戸時代 広報ながおかきょう 1998年(平成10年)4月1日号

67 南栗ヶ塚遺跡の旧石器 新発見の接合資料 南栗ケ塚遺跡 旧石器時代 広報ながおかきょう 1998年(平成10年)5月1日号

68 縄文時代の石器 石匙の形と機能 友岡遺跡周辺 縄文時代 広報ながおかきょう 1998年(平成10年)6月1日号

69 古墳時代の水田 水垂・雲宮・馬場遺跡 雲宮遺跡、馬場遺跡ほか 古墳時代 広報ながおかきょう 1998年(平成10年)7月1日号

70 塚本古墳の埴輪 塚本古墳 古墳時代 広報ながおかきょう 1998年(平成10年)8月1日号

71 ２種類の埋葬施設 井ノ内稲荷塚古墳 井ノ内稲荷塚古墳 古墳時代 広報ながおかきょう 1998年(平成10年)10月1日号

72 飛鳥時代の村と墓 神足遺跡 神足遺跡 飛鳥時代 広報ながおかきょう 1998年(平成10年)11月1日号

73 長岡京のトイレ 長岡京跡 長岡京期 広報ながおかきょう 1998年(平成10年)12月1日号

74 長岡京の漆製品 長岡京跡 長岡京期 広報ながおかきょう 1999年(平成11年)1月1・15日号

75 迷子を捜して 告知札木簡は語る 長岡京跡 長岡京期 広報ながおかきょう 1999年(平成11年)2月1日号

76 中世のあそび 毬杖と独楽など 開田遺跡、開田城ノ内遺跡 中世 広報ながおかきょう 1999年(平成11年)3月1日号

77 寂照院の近世墓地 寂照院、海印寺跡 江戸時代 広報ながおかきょう 1999年(平成11年)4月1日号

78 新発見の古墳時代集落 谷田遺跡 谷田遺跡 古墳時代 広報ながおかきょう 1999年(平成11年)5月1日号

79 弥生時代の大集落 硲遺跡 硲遺跡 弥生時代 広報ながおかきょう 1999年(平成11年)6月1日号

80 古墳時代の梯子 雲宮遺跡 雲宮遺跡 古墳時代 広報ながおかきょう 1999年(平成11年)7月1日号
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81 緑色をした焼き物 緑釉単彩陶器 長岡京跡 長岡京期 広報ながおかきょう 1999年(平成11年)8月1日号

82 転用された石造物 戦国期の勝龍寺城 中世勝龍寺城跡 戦国時代 広報ながおかきょう 1999年(平成11年)9月1日号

83 茶屋口の城門 江戸時代勝龍寺城跡 近世勝龍寺城跡 江戸時代 広報ながおかきょう 1999年(平成11年)10月1日号

84 新たに発見された古墳 開田10号墳 開田古墳群 古墳時代 広報ながおかきょう 1999年(平成11年)11月1日号

85 竹やぶから古墳を発見 井ノ内古墳群 井ノ内古墳群 古墳時代 広報ながおかきょう 1999年(平成11年)12月1日号

86 古代の火葬墓 回向場遺跡 回向場遺跡 奈良時代 広報ながおかきょう 2000年(平成12年)1月1・15日号

87 二つの「長岡」を結ぶ壺 長岡京跡 長岡京期 広報ながおかきょう 2000年(平成12年)2月1日号

88 光林寺の近世墓地 土葬墓から火葬簿へ 光林寺 江戸時代 広報ながおかきょう 2000年(平成12年)3月1日号

89 乙訓の石舞台古墳 今里大塚古墳 今里大塚古墳 古墳時代 広報ながおかきょう 2000年(平成12年)4月1日号

90 長法寺環濠集落の広がり 長法寺遺跡 弥生時代 広報ながおかきょう 2000年(平成12年)5月1日号

91 陶器町の窯跡と焼き物 昭和の産業記念物 陶器町遺跡 昭和 広報ながおかきょう 2000年(平成12年)6月1日号

92 用途不明の土器 手焙形土器 今里遺跡、雲宮遺跡ほか 古墳時代 広報ながおかきょう 2000年(平成12年)7月1日号

93 文様が描かれた陶器 井ノ内遺跡 井ノ内遺跡 平安時代 広報ながおかきょう 2000年(平成12年)8月1日号

94 焼き物の棺 北平尾古墳の陶棺 北平尾古墳 古墳時代 広報ながおかきょう 2000年(平成12年)9月1日号

95 埴輪に船の線刻画 今里車塚古墳
今里車塚古墳、カラネガ岳古

墳群
古墳時代 広報ながおかきょう 2000年(平成12年)10月1日号

96 石の棺 走田9号墳の石棺 走田古墳群 古墳時代 広報ながおかきょう 2000年(平成12年)11月1日号

97 窯で焼かれた土器 須恵器の伝来
南栗ケ塚遺跡、井ノ内遺跡ほ

か
古墳時代 広報ながおかきょう 2000年(平成12年)12月1日号

98 将軍印の缶詰と工場跡 輸出された野菜缶詰 神足 大正～昭和 広報ながおかきょう 2001年(平成13年)1月1・15日号

99 長岡京の右京三条二坊 今里更ノ町の墨書土器 長岡京跡 長岡京期 広報ながおかきょう 2001年(平成13年)2月1日号

100 古代のお寺に特有の壺 鞆岡廃寺の多口瓶 鞆岡廃寺 長岡京期 広報ながおかきょう 2001年(平成13年)3月1日号


