
長岡京歴史散歩掲載一覧表（101号～200号） 1ページ

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

101 引っ越しの時のまつり 柱穴に納められた土器 長岡京跡 長岡京期 広報ながおかきょう2001年(平成13年)4月1日号

102 近世の開墾史 発掘された水田畦畔 西の京 江戸時代 広報ながおかきょう2001年(平成13年)5月1日号

103 長岡京の大型建物 長岡京跡 長岡京期 広報ながおかきょう2001年(平成13年)6月1日号

104 中世の独楽 今も昔も子どもに人気 開田遺跡 中世 広報ながおかきょう2001年(平成13年)7月1日号

105 長岡京の厄除け札 「蘇民将来」札木簡 長岡京跡 長岡京期 広報ながおかきょう2001年(平成13年)8月1・15日号

106 むかしの火おこし法 今年の歴史教室から 広報ながおかきょう2001年(平成13年)9月1日号

107 近世勝龍寺城の遺構 JR長岡京駅東口の調査から 近世勝龍寺城跡 江戸時代 広報ながおかきょう2001年(平成13年)10月1日号

108 長岡京期の水利用の一例 神足三丁目での調査から 長岡京跡 長岡京期 広報ながおかきょう2001年(平成13年)11月1日号

109 光明寺と石棺 光明寺古墳群、光明寺
古墳時代、平
安時代

広報ながおかきょう2001年(平成13年)12月1日号

110 刻印された文字と文様 スタンプのあれこれ 乙訓寺 江戸時代 広報ながおかきょう2002年(平成14年)1月1・15日号

111 長岡京のデザイン画 製品を飾る鳥のモチーフ 長岡京跡 長岡京期 広報ながおかきょう2002年(平成14年)2月1日号

112 長岡京の洪水跡 二条大路の調査から 長岡京跡 長岡京期 広報ながおかきょう2002年(平成14年)3月1日号

113 幻の寺 金原寺 金原寺跡 中世 広報ながおかきょう2002年(平成14年)4月1日号

114 長岡京期の製塩土器消費 神足での調査から 長岡京跡 長岡京期 広報ながおかきょう2002年(平成14年)5月1日号

115 五条大路 神足小学校区の遺跡 長岡京跡 長岡京期 広報ながおかきょう2002年(平成14年)12月1日号

116 長法寺の庵室 長法寺校区の遺跡 長法寺 中世 広報ながおかきょう2003年(平成15年)1月1・15日号

117 今里車塚古墳 長三小学校区の遺跡 今里車塚古墳 古墳時代 広報ながおかきょう2003年(平成15年)2月1日号

118 一里塚と道路元標 神足小学校区の遺跡 西国街道 大正 広報ながおかきょう2003年(平成15年)3月1日号

119 鞆岡郷と鞆岡廃寺 長四小学校区の遺跡 鞆岡廃寺 奈良時代 広報ながおかきょう2003年(平成15年)4月1日号

120 西山田遺跡 長五小学校区の遺跡 西山田遺跡 長岡京期 広報ながおかきょう2003年(平成15年)5月1日号
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121 開田城ノ内遺跡 長六小学校区の遺跡 開田城ノ内遺跡 古墳時代 広報ながおかきょう2003年(平成15年)6月1日号

122 今里北ノ町遺跡の農工具 第七小学校区の遺跡 今里北ノ町遺跡 古墳時代 広報ながおかきょう2003年(平成15年)7月1日号

123 遺跡の分布と地形 長八小学校区の遺跡
南栗ケ塚遺跡、恵解山古墳ほ
か

広報ながおかきょう2003年(平成15年)8月1・15日号

124 小学校から出土した井筒 長九小学校区の遺物 長岡京跡 長岡京期 広報ながおかきょう2003年(平成15年)9月1日号

125 井ノ内の古墳群 長十小学校区の遺跡
井ノ内古墳群、井ノ内稲荷塚
古墳ほか

古墳時代 広報ながおかきょう2003年(平成15年)10月1日号

126 弥生時代神足遺跡の墓地 神足小学校区の遺跡 神足遺跡 弥生時代 広報ながおかきょう2003年(平成15年)11月1日号

127 長法寺谷山遺跡と鉄の斧 長法寺小学校区の遺跡 谷山遺跡 弥生時代 広報ながおかきょう2003年(平成15年)12月1日号

128 今里遺跡の腕輪形石製品 長三小校区の遺跡 今里遺跡 古墳時代 広報ながおかきょう2004年(平成16年)1月1・15日号

129 鎌倉時代の大規模な区画溝 長四小校区の遺跡 友岡遺跡 鎌倉時代 広報ながおかきょう2004年(平成16年)2月1日号

130 カキの化石層を発見 長五小校区の遺跡 走田 広報ながおかきょう2004年(平成16年)3月1日号

131 八条ケ池の由来 長法寺小学校区の遺跡 八条ケ池
長岡京期〜江
戸時代

広報ながおかきょう2004年(平成16年)4月1日号

132 アゼリア通りは五条大路 長六小学校区の遺跡 長岡京跡 長岡京期 広報ながおかきょう2004年(平成16年)5月1日号

133 長岡京貴族の屋敷跡 長七小学校区の遺跡 長岡京跡 長岡京期 広報ながおかきょう2004年(平成16年)6月1日号

134 南栗ケ塚旧石器遺跡 長八小学校区の遺跡 南栗ケ塚遺跡 旧石器時代 広報ながおかきょう2004年(平成16年)7月1日号

135 神足遺跡の環濠 長九小校区の遺跡 神足遺跡 弥生時代 広報ながおかきょう2004年(平成16年)8月1・15日号

136 井ノ内遺跡の線刻土器 長十小学校区の遺跡 井ノ内遺跡 平安時代 広報ながおかきょう2004年(平成16年)9月1日号

137 「市」墨書土器 神足小学校区の遺跡 長岡京跡 長岡京期 広報ながおかきょう2004年(平成16年)10月1日号

138 長法寺七ツ塚古墳群 長法寺小学校区の遺跡 長法寺七ツ塚古墳群 古墳時代 広報ながおかきょう2004年(平成16年)11月1日号

139 今里遺跡出土の釣瓶 長岡第三小学校区の遺跡 今里遺跡 江戸時代 広報ながおかきょう2004年(平成16年)12月1日号

140 旧友岡川と周辺遺跡 長岡第四小学校区の遺跡 友岡遺跡、鞆岡廃寺
旧石器時代〜
縄文時代

広報ながおかきょう2005年(平成17年)1月1・15日号
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141 海印寺跡の土葬墓群と副葬品 長五小学校区の遺跡 海印寺跡 江戸時代 広報ながおかきょう2005年(平成17年)2月1日号

142 江戸時代の祠跡と土人形 長六小学校区の遺跡 開田城ノ内遺跡 江戸時代 広報ながおかきょう2005年(平成17年)3月1日号

143 条坊側溝から出土した獣骨 長七小学校区の遺跡 長岡京跡 長岡京期 広報ながおかきょう2005年(平成17年)4月1日号

144 国史跡・恵解山古墳の調査 長八小学校区の遺跡 恵解山古墳 古墳時代 広報ながおかきょう2005年(平成17年)5月1日号

145 勝龍寺城の土塁と空堀 長九小学校区の遺跡 中世勝龍寺城跡 戦国時代 広報ながおかきょう2005年(平成17年)6月1日号

146 稲作の始まり 長十小学校区の遺跡 井ノ内遺跡 弥生時代 広報ながおかきょう2005年(平成17年)7月1日号

147 バンビオ１番館に常設展示 神足小学校区の遺跡 広報ながおかきょう2005年(平成17年)8月1・15日号

148 八条ケ池周辺の遺跡 長法寺小学校区の遺跡 西陣町遺跡、八条ケ池ほか
平安時代-中
世

広報ながおかきょう2005年(平成17年)9月1日号

149 甕を据え付けた倉庫 長三小学校区の遺跡 今里遺跡 平安時代 広報ながおかきょう2005年(平成17年)10月1日号

150 長岡競馬場 長四小学校区の遺跡 長岡競馬場 昭和 広報ながおかきょう2005年(平成17年)11月1日号

151 下海印寺遺跡の遺構 長五小学校区の遺跡 下海印寺遺跡
平安時代〜室
町時代

広報ながおかきょう2005年(平成17年)12月1日号

152 開田城ノ内遺跡 長岡第六小学校区の遺跡 開田城ノ内遺跡
弥生時代〜古
墳時代

広報ながおかきょう2006年(平成18年)1月1・15日号

153 珍しい竪穴状遺構 長七小学校区の遺跡 長岡京跡 長岡京期 広報ながおかきょう2006年(平成18年)2月1日号

154 国史跡・恵解山古墳の調査 長八小学校区の遺跡 恵解山古墳 古墳時代 広報ながおかきょう2006年(平成18年)3月1日号

155 平安時代の建物と地鎮跡 長九小学校区の歴史 勝龍寺 平安時代 広報ながおかきょう2006年(平成18年)4月1日号

156 「弟国」と書かれた土器 長十小学校区の歴史 井ノ内遺跡 奈良時代 広報ながおかきょう2006年(平成18年)5月1日号

157 都人の祈り 神足小学校区の歴史 長岡京跡 長岡京期 広報ながおかきょう2006年(平成18年)6月1日号

158 天神山古墳群 長法寺小学校区 天神山古墳群 古墳時代 広報ながおかきょう2006年(平成18年)7月1日号

159 地域で守る今里区有文書 長三小学校区の歴史 今里
江戸時代～昭
和

広報ながおかきょう2006年(平成18年)8月1・15日号

160 小倉神社の御旅所 長岡第四小学校区の遺跡 調子 広報ながおかきょう2006年(平成18年)9月1日号
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161 鉄鉢形の鉢と寺院 長岡第五小学校区の遺跡 長岡京跡、海印寺跡
奈良時代～平
安時代

広報ながおかきょう2006年(平成18年)10月1日号

162 井籠組みの井戸 長岡第六小学校区の歴史 長岡京跡 長岡京期 広報ながおかきょう2006年(平成18年)11月1日号

163 道路の溝から出土した漆器 長岡第七小学校区の歴史 長岡京跡 長岡京期 広報ながおかきょう2006年(平成18年)12月1日号

164 明治に造られた老ヶ辻三連橋 長岡第八小学校区の歴史 神足 明治 広報ながおかきょう2007年(平成19年)2月1日号

165 レンガ造りの神足六連橋 長岡第九小学校区の歴史 神足、馬場 明治 広報ながおかきょう2007年(平成19年)3月1日号

166 引っ越しのおまじない 長岡第十小学校区の歴史 長岡京跡 長岡京期 広報ながおかきょう2007年(平成19年)4月1日号

167 銅剣を祀る神足弥生ムラ 神足小学校区の歴史 神足遺跡 弥生時代 広報ながおかきょう2007年(平成19年)5月1日号

168 長法寺と三重石塔 法灯を守り伝えた石塔 長法寺 鎌倉時代 広報ながおかきょう2007年(平成19年)6月1日号

169 乙訓寺の表門 長岡第三小学校区の遺跡 乙訓寺 江戸時代 広報ながおかきょう2007年(平成19年)7月1日号

170 鞆岡廃寺の須恵器壺 長岡第四小学校区の遺跡 鞆岡廃寺
長岡京期～平
安時代

広報ながおかきょう2007年(平成19年)8月1・15日号

171 埋蔵文化財センターの石棺 長岡第五小学校区の歴史 走田古墳群 古墳時代 広報ながおかきょう2007年(平成19年)9月1日号

172 ５回の修理で４００年 金蓮寺の太鼓 金蓮寺 江戸時代 広報ながおかきょう2007年(平成19年)10月1日号

173 今里北ノ町遺跡の木器未製品 長岡第七小学校区の遺跡 今里北ノ町遺跡 弥生時代 広報ながおかきょう2007年(平成19年)11月1日号

174 第三次山城国府 長岡第八小学校区の遺跡 南栗ヶ塚遺跡 平安時代 広報ながおかきょう2007年(平成19年)12月1日号

175 雲宮弥生ムラの様子 長岡第九小学校区の遺跡 雲宮遺跡 弥生時代 広報ながおかきょう2008年(平成20年)2月1日号

176 井ノ内村石田帯刀の活躍 長十小学校区の幕末・明治一話 井ノ内
江戸時代～明
治

広報ながおかきょう2008年(平成20年)3月1日号

177 神足駅 神足小学校区の歴史 神足 昭和 広報ながおかきょう2008年(平成20年)4月1日号

178 埋没古墳と石棺の発見 長法寺小学校区の遺跡 力池古墳 古墳時代 広報ながおかきょう2008年(平成20年)5月1日号

179 柱穴内に石を据えた建物 長岡第三小学校区の遺跡 今里遺跡 中世 広報ながおかきょう2008年(平成20年)6月1日号

180 鞆岡廃寺と友岡遺跡 長岡第四小学校区の歴史 鞆岡廃寺、友岡遺跡 飛鳥時代 広報ながおかきょう2008年(平成20年)7月1日号
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181 蛇行していた小泉川 長岡第五小学校区の歴史 小泉川 昭和 広報ながおかきょう2008年(平成20年)8月1・15日号

182 明星野遺跡・出土瓦由来記 長岡第六小学校区の歴史 明星野遺跡 長岡京期 広報ながおかきょう2008年(平成20年)9月1日号

183 長岡京の曲物井戸 長岡第七小学校区の遺跡 長岡京跡 長岡京期 広報ながおかきょう2008年(平成20年)10月1日号

184 恵解山古墳の鉄製農工具 長岡第八小学校区の遺跡 恵解山古墳 古墳時代 広報ながおかきょう2008年(平成20年)11月1日号

185 松からみた勝龍寺城の一景観 長岡第九小学校区の歴史 勝竜寺 江戸時代 広報ながおかきょう2008年(平成20年)12月1日号

186 井ノ内村の村掟 長岡第十小学校区の歴史 井ノ内
江戸時代～明
治

広報ながおかきょう2009年(平成21年)2月1日号

187 造営で破壊された古墳 神足小学校区の歴史 開田古墳群、長岡京跡
古墳時代、長
岡京期

広報ながおかきょう2009年(平成21年)3月1日号

188 越州窯の青磁碗　一口 長法寺小学校区の歴史 長岡京跡ほか
長岡京期～平
安時代

広報ながおかきょう2009年(平成21年)4月1日号

189 長岡京跡出土の緡銭 長三小校区の歴史 長岡京跡 長岡京期 広報ながおかきょう2009年(平成21年)5月1日号

190 調子二丁目で遺構発見！ 長四小校区の遺跡 新遺跡 弥生時代ほか 広報ながおかきょう2009年(平成21年)6月1日号

191 海印寺城跡 長五小学校区の歴史 海印寺城跡 戦国時代 広報ながおかきょう2009年(平成21年)7月1日号

192 長岡京跡の道路交差点 長岡第六小学校区 長岡京跡 長岡京期 広報ながおかきょう2009年(平成21年)8月1・15日号

193 今里山田利兵衛の顕彰碑 長岡第七小学校区の歴史 今里 明治～大正 広報ながおかきょう2009年(平成21年)9月1日号

194 古い写真で勝竜寺地区を眺める 長岡第八小学校区の歴史 勝竜寺 昭和 広報長岡京2009年(平成21年)10月1日号

195 神足ムラでの玉作り 長岡第九小学校区の遺跡 神足遺跡 弥生時代 広報長岡京2009年(平成21年)11月1日号

196 木製の箱 長岡第十小学校区の遺跡 井ノ内遺跡 鎌倉時代 広報長岡京2009年(平成21年)12月1日号

197 長岡京跡出土の荷札木簡 神足小学校区の歴史 長岡京跡 長岡京期 広報長岡京2010年(平成22年)5月15日号

198 不学ノ人ナカラシメン事ヲ期ス 長法寺小学校の誕生 長法寺 明治 広報長岡京2010年(平成22年)6月15日号

199 乙訓寺の再興 長岡第三小学校区の歴史 乙訓寺 江戸時代 広報長岡京2010年(平成22年)7月15日号

200 長岡京市の文化財年表 神足遺跡ほか 通史 広報長岡京2010年(平成22年)9月15日号


