Moshi-mosu
もっと知れば、もっと好きになる！長岡京市の歴史・文化財
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センバツ出場 がんばれ！乙訓高校
おとくにのみや

今年は、弟 国 宮 遷都 1500 年！

あなたにとって、
「長岡京市」はどんなまちですか？どん
なところが好きですか？もしかして嫌いですか？今年
は、
『長岡京市歴史再発見の年』。身近なまちの歴史や文
化に触れることで、あなたと長岡京市の関係が、もっと
深くなるきっかけが見つかるといいな。そして、あなた
やまわりの人が「長岡京市」という言葉を聞いたとき、
笑顔があふれるまちになれたらいいな。

What kind of city is "NAGAOKAKYO” for you? What do you
like about it? Dislike? This year is "the year of the history
re-discovery in NAGAOKAKYO". We want you to know a
good place in this city by knowing NAGAOKAKYO’s history.
And we'd like to make you full of smiling.

塚本古墳

今は、花壇の
モニュメントがある！

■ DATA ■
◎所
在：開田 3 丁目・４丁目
◎推定年代：６世紀初め
◎墳
形：前方後円墳
◎標
高：19ｍ
◎周
濠：幅 4m
◎全
長：30ｍ
【解説】この地をおさめていた豪族のお墓。周
濠の中からは、古墳の上に立て並べられてい
た多彩な埴輪や古墳に供えられた土器が出土
しています。その中には特殊な形のものもあ
ることから、小規模であっても大きな権力を
もっていたと考え
阪急長岡天神駅
られます。
産業文化会館

身近なところに!?

長岡京市

実は

おそらく歴史の授業でだれもが習ったことのある「古墳」
。
実は、意外に身近なところにあるんです！

古墳
の
まち。

「古墳」は、近畿地方に多く存在していますが、長岡京市
をはじめとする乙訓地域には、奈良や大阪と同じようにい
くつもの古墳が集中して作られています。
しかも、長岡京市域では約 400 年間つづいた古墳時代の前
期から終末期まで継続して作られているんです！これは、
日本列島全体でも貴重な場所です。

「古墳時代」っていつ？

「古墳」って何？
ふ ん きゅう

今から１３００年以上も前につくられた墳 丘 （土を盛り
上げてつくった丘）を持ったお墓のことです。
当時の日本では、米づくりが営まれ、水路や土地など
を巡って争いがしばしば起こっていました。そこで、集
落ごとにリーダーが誕生します。このリーダーやその一
族のお墓が「古墳」となったのです。

３世紀半ばから７世紀と言われています。
おとくにのみや

ことし、ちょうど遷都１５００年を迎える「弟国宮 」が
けいたいだ い お う

継体大王によってつくられたのもこの古墳時代です。
「井ノ内車塚古墳」や「井ノ内稲荷塚古墳」などの市
内北部の古墳群は、継体大王に仕えたリーダーたち
のお墓なのかもしれません。

ことしは、
「弟国宮遷都 1500 年」！
そして、「長岡京市歴史再発見の年」！

記念イベント「弟国宮遷都１５００年記念事業」をはじめ、歴史再発見のための情報
を長岡京市のホームページで発信しています。
また、「長岡京市歴史日めくり」も、好評連載中（毎週更新）です。
ぜひ、ご覧ください。
長岡京市
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弟国宮

検索

いげのやま

恵解山古墳

古墳の大きさを
体感できる！

■ DATA ■
◎所
在：勝竜寺・久貝二丁目
◎推定年代：5 世紀前半
◎墳
形：前方後円墳
◎標
高：16m
◎周
濠：幅 30m
◎全
長：128ｍ
【解説】乙訓地域最大の古墳で、乙訓全域を支
配した首長の墓と考えられています。古墳の表
面は葺石がふかれ、埴輪が並べられていました。
死者を埋葬した竪穴式石室は後円部にあったと
みられ、さらに昭和 55 年の発掘調査では、前方
部で約 700 点もの鉄製武器を整然と収めた施設
が見つかり、全国的に注目されました。
長岡第三中学校
ＪＲ京都線

長岡第八小学校

中山修一記念館

巨大な古墳をどうやってつくったの？

「古墳」が大きいのはなぜ？

古墳といえば「前方後円墳」が有名ですが、それらは
かなり大きく作られる傾向があります。
今のようにビルやマンションがなかった時代に、巨大
な古墳の存在は、かなり目立つものだったでしょう。
そうなんです！この目立つということが、この時代には
重要だったのです。古墳が巨大化した理由は、そのリ
ーダーの存在の大きさを示すためと言われています。

「前方後円墳」は当時の大王や地域のトップクラスのリ
ーダーのお墓。もちろん、今のように重機もない時代。
多くの人の手によって、何年もかけて作られました。
古墳を作るためには、何年もかかります。で
すから、そのお墓に入るリーダーが生きてい
るうちから作り始めていました。

今、インターネット上で巨大なスイーツや絶景スポットなどの
インパクトを重視した写真を投稿する『ＳＮＳ映え』が流行っていま
すが、巨大な古墳の写真はおススメです。古墳の大きさと神秘的な空
間は、
『ＳＮＳ映え』スポット間違いなし。ぜひ、訪れてみてください！

お便りコーナー
建設に伴う発掘調査のときにも、今回よりもさらに一回り大きな「掘立柱建物」が見つかっていることから、その建物の「西脇殿」にあたると思
われる。
『すきになる』の大部分は「きになる」です！
長岡京市は、なんとなく歴史あるまちだと思って住んで
また、この発掘場所は、長岡京時代の「右京二条三坊二町」という区画にあたり、長岡京の中でも最大級の皇族または高級貴族の邸宅だっ
いました。
とても素敵なご質問をありがとうございます。
長岡京だけでなく、弟国宮という都があった場所なんだ
た可能性が高い。
「この車に乗ってみたい」と思ったら、なぜだかその車を街中で多く見かけてし
と初めて知りました。また、今年が遷都１５００年の記
念の年にあたることを知りました。
ところで、私は歴史があまり得意ではありません。歴史
を好きになる、おもしろくなる方法はありますか。
（ゆきだるまさん）

まうことはありませんか。これなんですね！
気になると意識が変わって、見え方が変わります。ちょっと気に
なってまちを散策してみる、図書館や本屋で歴史の本を手に
取ってみる。そんなきっかけでいつの間にか好きになっていく
はずです。それから、歴史が好きな人を好きになっちゃうとか。
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参加しよう！

1

Event イベント情報。

身近なまちの歴史を探ろう！

『近代ながおか散歩～歴史講演会』
～変わりゆく道と人々の暮らし～

申込不要
先着 100 名
資料代 300 円

■日時 平成３０年２月１８日（日） 午後１時３０分～３時３０分
■場所 長岡京市立産業文化会館１階大会議室
■講師 長岡京市教育委員会生涯学習課 文化財担当職員
■主催 ＮＰＯ法人長岡京市ふるさとガイドの会
写真は、昭和 28 年当時の「阪
急電車友岡ガード」
。道の移
ろいとともに、人々の暮らし
の変化をご紹介します。

■共催 長岡京市教育委員会
■後援 長岡京市観光協会
■問い合わせ ＮＰＯ法人長岡京市ふるさとガイドの会の高橋さん ☎ ０７５－９５５－８８１０
長岡京市教育委員会生涯学習課 ☎０７５－９５４－３５５７
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乙訓の歴史を学ぼう！

『スライドでみるおとくにの発掘』

申込不要

■日時 平成３０年３月４日（日） 午後１時３０分～４時３０分

入場無料

■場所 長岡京市立図書館３階 大会議室

京都市、向日市、大山崎町、
長岡京市の最新の発掘調査
成果などをスライドでご紹
介します。

■内容 (1)「長岡京の貴族邸宅～右京二条三坊二町の調査成果より～」
（公財）長岡京市埋蔵文化財センター 大髙 義寛 さん
(2)「長岡宮内裏外郭築地発見～長岡宮跡第 521 次調査成果から～」
（公財）向日市埋蔵文化財センター 中塚 良 さん
(3)「大山崎瓦窯跡の調査」
大山崎町教育委員会 角 早季子 さん
(4)「芝古墳の調査成果～乙訓における古墳時代後期の首長墓～」
京都市文化市民局 熊井 亮介 さん
■問い合わせ 長岡京市教育委員会生涯学習課 ☎０７５－９５４－３５５７
Column

長岡第十小学校内で長岡京時代の「貴族邸宅跡」を発見！
昨年の夏、長岡第十小学校（長岡京市井ノ
内）の放課後児童クラブ・開放センターの建設
に先立つ発掘調査で、「大型掘立柱建物跡」１
棟などが見つかりました。
建物跡は、東西が６メートル（２間）、南北が２１
メートル（７間）の大きな建物で、東側には３メー
トル（１間）のひさしも付いていました。
実は、昭和５４年の長岡第十小学校建設に伴

う発掘調査のときにも、今回よりもさらに一回り
大きな「掘立柱建物」が見つかっています。そ
の建物を「主殿」とすると今回見つかった建物
は「西脇殿」にあたると思われます。
また、この発掘場所は、長岡京時代の「右京二
条三坊二町」という区画にあたります。きっと、
長岡京の中でもかなり有力な貴族の邸宅だっ
たのでしょう。

▲長岡第十小学校での
発掘調査（昨年８月）
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