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！

じわじわと春の気配を感じるようになってきま
した。春は、別れと新しい始まりの季節。冬の間
に蓄えていたエネルギーを発揮して、新しい風を
感じて、新しい一歩を踏み出せば、新しい自分に
も出会えるはず。まもなく、春本番です。舞台は
そう、このまち、長岡京市！

I gradually began to feel the signs of spring. Spring is a
season of parting and new beginnings. Using energy stored
during the winter, feel a new wind, take a new step, you
should be able to meet new people. Spring will come soon.
So, the stage of your activity is this city, NAGAOKAKYO!
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恵解山古墳公園

埴輪
歴史の教科書で
知るだけでは
もったいない！！
実際に「埴輪」を見たことはありますか？
「埴輪」は、長岡京市の古墳からももちろん
たくさん出土しています。しかも、実にいろ
いろな形があります。
そんな「埴輪」に触れてみると、古代の日本
人も、やっぱりデコる（装飾する）のが好き
だったんだと、急に身近に感じてうれしく思
えるはずです。

「古墳」。
実は、意外に身近なところにあるんです！
「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

古代に包まれる空間！

いるんです！これは、日本列島全体でも貴重な
場所です。

「埴輪」ってどんな役割？
「埴輪」は、古墳の上やまわりに並べられた土製の焼
きもので、いわば古墳のかざりです。
「埴輪」には、「円筒埴輪」と「形象埴輪」の大きく２種
類があります。
「円筒埴輪」は、最もポピュラーな埴輪で、墳丘のいた
るところに並べられました。また、人や動物、家などの
形をした「形象埴輪」は、古墳のなかでも墳頂や造り
出しなどの大切な場所に並べられていて、古墳に埋
葬された人の力の大きさ、当時の生活やお葬式の様
子を表現していたと考えられています。

「埴輪」のちょっとコワイお話。
「埴輪」の起源として、『日本書紀』にはちょっとコワイ
物語が書かれています。
古墳のまわりに、お供の人々が生きたまま埋められて
すいにん
いる悲惨な様子をみた垂仁天皇が、それにかわる方
法はないかと尋ね、土で人や馬の形をつくって
古墳のまわりに立てるようにしたと。
しかし、実際には「形象埴輪」の出現よりも「円筒埴
輪」の出現のほうが古いということがわかっています。
あくまでもこの物語は、神話の世界のお話です。ご注
意を！

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

あなたの
お気に入りの
「埴輪」は？
古墳時代には、文字はほと
んど使われていません。
ですから、「埴輪」は当時
のくらしを知る大きな手
ｐ
がかりとなります。
こんな動物とともに生活
していたんだなとか、意外
におしゃれなファッショ
ンをしていたんだなとか。
かわいいだけじゃない奥
深い「埴輪」の世界も感じ
てみてください。

円筒埴輪

鶏形埴輪

家形埴輪

酒や海の幸・山の幸を供え
ていた壺を置く台が進化し
たものと考えられています。
ですので、底の部分はなく、
筒状になっています。上部
がラッパ状になった「朝顔
形埴輪」は、壺を置いた形
をあらわしています。
一般的に、古墳を囲んで並
べられていて、聖なる空間
を区切る結界の役割も果た
しているとされています。
「恵解山古墳」では、たくさ
んのレプリカにふれることが
できます。

にわとりの 形をした埴輪で
す。古墳時代の早くから作
られていました。闇夜が明
けるのを告げることから、死
者の魂を再生させる力をも
っているとされ、弔いの儀式
でも重要な役割を果たして
いたと考えられています。
平成２９年の酉年には、開
田１３号墳の鶏形埴輪が、
ＮＨＫ・Ｅテレ０６５５「干支ソ
ング～庭野トリ彦～今年も
ケコケッコー！」で紹介さ
れ、全国的にも有名になり
ました。

家の形をした埴輪で、４世
紀前半ごろから作られたと
考えられています。大王や
豪族の生前の住まいを表し
たものなのか、死後の魂が
宿る場なのか、まだ答えは
分かっていません。
当時の人たちが古墳にどう
いう思いを込めていたの
か、そのヒントが隠されてい
るはずです。
「恵解山古墳」や「宇津久
志２号墳」からその一部が
見つかっています。

★市内から出土した「埴輪」の本物は、埋蔵文化財センター（裏面参照）で見ることができます。

まき り

え

古墳の風にふれへんかったらもったいない！ 牧梨恵さんに聞きました。

牧梨恵さん。アートと古墳
の異色複合フェス「come
come*はにコット」実行委
員会代表。古墳にコーフ
ン協会大阪支部長。

私は、小学生まで長岡京市で育ちました。その後、高槻市に引っ越したとき、すぐ近くに継体大王の
お墓と言われている「今城塚古墳」があったんです。子どもと一緒によくお弁当をもって出かけてたら、
いつの間にか古墳はなんともいえない落ち着く場所になっていました。
歴史は大嫌いでしたが、アクセサリーなどのクラフトクリエイターをしてい
るので、丸や三角、四角といったとってもシンプルな図形でできているの
に、とてもかわいらしくて心地よい古墳のデザインに惹かれ、すっかりは
まってしまいました。（笑）
長岡京市にも魅力的な古墳がいっぱいあります。古墳あるあるですが、
身近な人ほど行ったことがないんですね。ぜひ、行ってみて古墳の風を
感じてほしいですね。もったいないです～～！！

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。
「さみしい」気持ちが生まれてくるのは、
この春、新生活をスタートするため、長岡京市から引っ
越すことになりました。私は、西山の緑に包まれて、交
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
そこに「しあわせ」があったから！
通が便利な長岡京市が好きです。歴史や文化薫る長岡京
た可能性が高い。
市を離れてしまうのはすごくさみしいです。
これからも離れた場所から、長岡京市を応援したいと思
います。弟国宮遷都のイベントにはぜひ参加したいと思
っています！
（卒業するＴ・Ｙさん）

とても素敵なお手紙をありがとうございます。何気ない日常を離れてしまうとき、
これまでの出来事が実はかけがえのないものだったことに気づいちゃうこと、あり
ますね。長岡京市がそんな幸せな場所になれていたのなら、とてもうれしく思い
ます。文化財も、かけがえのない私たちの財産です。いま、このときに大切に守
り活かすことで、「これまでの歴史」が「これからの未来」につながると思っていま
す。これからも応援をお願いします。
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参加しよう！
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Event イベント情報。

３月は、オトクニが熱い！
～長岡京市特別歴史講演会～

申込不要

『古墳から考える継体大王とその周辺』

先着 150 名

■日時 平成３０年３月１８日（日） 午後１時３０分～３時４５分

資料代 300 円

■場所 長岡京市立中央公民館３階市民ホール
■講師 公益財団法人 向日市埋蔵文化財センター理事長 杉原和雄さん
■主催 ＮＰＯ法人長岡京市ふるさとガイドの会
■共催 長岡京市教育委員会
継体大王を支えた地域や勢
力について、乙訓をはじめ、
各地の有力な古墳から考え

■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川北さん ☎ ０７５－９５５－２６２０

ます。
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長岡京市教育委員会生涯学習課 ☎０７５－９５４－３５５７

古墳についてもっと知ろう！
「まいぶんミニ展示」10

『「井ノ内車塚古墳と井ノ内稲荷塚古墳」』

申込不要
観覧無料

■展示期間 平成３０年３月１日（木）～６月２９日（金）
■開 館 日 平日（月～金曜日）：午前８時３０分～午後５時
第２・４日曜日 ：午前１０時～午後４時
■場

（長岡京市奥海印寺東条１０番地の１／阪急バス「明神前」下車徒歩約２分）

継体大王にも関連があると
考えられる「井ノ内車塚古
墳」と「井ノ内稲荷塚古墳」

■問い合わせ 公益財団法人長岡京市埋蔵文化財センター ☎０７５－９５５－３６２２

を中心にご紹介します

ことしも、やります！「2018 缶バッジプレゼント企画」
Check!
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所 長岡京市立埋蔵文化財調査センター エントランスホール

埋蔵文化財センター来館者に缶バッジをプレゼント中。
くわしくは、埋蔵文化財センターホームページをチェック！

古文書から地域の歴史を学ぼう！
4月2日
申込開始

『ふるさとワーク』

（20 日まで）

受講無料

【古文書入門講座（全５回）】
■日時 平成３０年４月２１日・５月２６日・６月３０日

定員制

７月２８日・８月２５日の各土曜日
午後１時３０分～３時２０分
くずし字は初めてという方

■場所 長岡京市立図書館３階

上級者向けの『古文書輪読会（全１
０回）
』 もあります。くわしくは、
市ホームページをご覧ください。

も大歓迎。一緒に学んでみま

■対象 古文書初心者で、全日程に参加できる人

しょう！

■問い合わせ・申し込み 長岡京市教育委員会生涯学習課 ☎０７５－９５４－３５５７
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