
№ 掲載日 テーマ 執筆者 PDFサイズ

№1～№100 19.8MB

№1 9月6日 土器（焼き物）・須恵器 西山克己 230KB

№2 9月13日 土器（焼き物）・大きさ 黒岩　隆 212KB

№3 9月20日 土器（焼き物）・弥生土器 徳永哲秀 135KB

№4 9月27日 土器（焼き物）・灰釉陶器・緑釉陶器 石上周蔵 227KB

№5 10月4日 土器（焼き物）・かわらけ 豊田義幸 206KB

№6 10月11日 土器（焼き物）・縄文土器 中島英子 218KB

№7 10月18日 土器（焼き物）・尖底土器 小林秀行 257KB

№8 10月25日 土器（焼き物）・赤い土器 徳永哲秀 293KB

№9 11月1日 土器（焼き物）・深鉢形土器 寺内隆夫 294KB

№10 11月8日 土器（焼き物）・土師器 藤原直人 237KB

№11 11月15日 土器（焼き物）・浅鉢形土器 百瀬新治　 167KB

№12 11月22日 土器（焼き物）・内耳鍋（土鍋） 市川隆之 132KB

№13 11月29日 土器（焼き物）・注口土器 綿田弘実 135KB

№14 12月6日 土器（焼き物）・近世陶磁器 市川隆之 126KB

№15 12月13日 土器（焼き物）・最古の縄文土器 贄田　明 128KB

№16 12月20日 道具・ナイフ形石器 大竹憲昭 123KB

№17 12月27日 道具・石鏃 贄田　明 124KB

№18 1月10日 道具・弥生石器 町田勝則 122KB

№19 1月17日 道具・苧引鉄と紡錘車 廣田和穂 126KB

№20 1月24日 道具・細石刃 山﨑まゆみ 127KB

№１～№20  3.16MB

2003～2006

長野市民新聞連載「古代への招待状  埋もれていた遺産」

※№をクリックすると記事にリンクします。
※長野市民新聞の記事を転載したものです。記事の中の肩書きは掲載当時のものです。

2003～2004

http://naganomaibun.or.jp/uploads/cbb06d78da90d3edcbc8dfa90d1dd459.pdf
http://naganomaibun.or.jp/uploads/d6ef40273f691e1a7772a807cb1bc6671.pdf
http://naganomaibun.or.jp/uploads/451077735312bc9a4c688ff32a7ec8b2.pdf
http://naganomaibun.or.jp/uploads/af800885d948104ca17d4f952e25711d.pdf
http://naganomaibun.or.jp/uploads/71f2959a0560089afb7c1dfdb0a7b3501.pdf
http://naganomaibun.or.jp/uploads/a120139e6842ed510a828cc3b9256b861.pdf
http://naganomaibun.or.jp/uploads/ddc4062886e69982f3e908923604394a1.pdf
http://naganomaibun.or.jp/uploads/e32931a430ff36b4a0513d52a1e2bd49.pdf
http://naganomaibun.or.jp/uploads/a433f157b233c7ddb162c2ad4a1fe3b91.pdf
http://naganomaibun.or.jp/uploads/208a335eb63a3af4c2d8bac672b414531.pdf
http://naganomaibun.or.jp/uploads/0bf88d5881ece3cbcf9bcdca1196aaca1.pdf
http://naganomaibun.or.jp/uploads/4ce80e93933718c48a2b2910af3a41211.pdf
http://naganomaibun.or.jp/uploads/45a86e77416585c927646585a860c4141.pdf
http://naganomaibun.or.jp/uploads/1a7d7713533e01539d5adb9435232c2e1.pdf
http://naganomaibun.or.jp/uploads/44c86ba91834b27b06fdc6316a3245661.pdf
http://naganomaibun.or.jp/uploads/156d18259f16eadeae4c977e07fc9c861.pdf
http://naganomaibun.or.jp/uploads/fc8cf4e0bfea6cf0a9a55d7ee966e1341.pdf
http://naganomaibun.or.jp/uploads/feea87764ed1fb1a6db3163ee756215c1.pdf
http://naganomaibun.or.jp/uploads/1a9236b438aa6d355021ad7e9044cea91.pdf
http://naganomaibun.or.jp/uploads/186d32ab5272a4ab89e879c6f15664101.pdf
http://naganomaibun.or.jp/uploads/3a0622de4e1c9e0b3ddc58183479ebf31.pdf


№ 掲載日 テーマ 執筆者 PDFサイズ

№21 1月31日 道具・石斧 鶴田典昭 225KB

№22 2月7日 道具・金属器の出現 市澤英利 235KB

№23 2月14日 道具・原始機 西　香子 198KB

№24 2月21日 道具・木製農具① 藤原直人 243KB

№25 2月28日 住居・ブロック礫群 大竹憲昭 213KB

№26 3月6日 住居・竪穴住居 廣瀬昭弘 199KB

№27 3月13日 住居・弥生人の住まい 市澤英利 228KB

№28 3月20日 住居・カマドの出現 宮脇正美 230KB

№29 4月3日 住居・古代の役所 上田　真 248KB

№30 4月10日 住居・鎌倉のムラ 豊田義幸 225KB

№32 4月24日 住居・敷石住居 廣瀬昭弘 212KB

№33 5月1日 住居・古代のムラ 石上周蔵 243KB

№34 5月8日 住居・古代の瓦 出河裕典 238KB

№35 5月15日 住居・武士の屋敷 酒井健次 213KB

№36 5月22日 住居・中世人の住まい 中野亮一 245KB

№37 5月29日 アクセサリー・旧石器時代 谷　和隆 212KB

№38 6月5日 アクセサリー・縄文時代前期 川崎　保 213KB

№39 6月12日 アクセサリー・弥生人と玉 町田勝則 290KB

№40 6月19日 アクセサリー・腕輪形石製品 若林　卓 221KB

№21～№40 4.19MB

「古代への招待状  埋もれていた遺産」№21～40　（2004）

※№をクリックすると記事にリンクします。
※長野市民新聞の記事を転載したものです。記事の中の肩書きは掲載当時のものです。

2004

http://naganomaibun.or.jp/uploads/b8c884abd9595351f754a6637217446a1.pdf
http://naganomaibun.or.jp/uploads/03c31a41d1de7db099d842d7c89311c01.pdf
http://naganomaibun.or.jp/uploads/912b0d71062403ed691a48889a77d8bc1.pdf
http://naganomaibun.or.jp/uploads/4e7c5059c1a6a496a74c416fe3aaceb71.pdf
http://naganomaibun.or.jp/uploads/6db2ed77448edc4086c80b970f5f9f18.pdf
http://naganomaibun.or.jp/uploads/7ddebb2b8ff070923958edd718ec6d56.pdf
http://naganomaibun.or.jp/uploads/749a6e9543e7a150a86062e38bc8c5cd1.pdf
http://naganomaibun.or.jp/uploads/63426a7bd71305b9acc19187ee973c851.pdf
http://naganomaibun.or.jp/uploads/9f8663adaf301a3ab916ba0827f85b101.pdf
http://naganomaibun.or.jp/uploads/cda644bf5d7b1c53a0b705e05f124d171.pdf
http://naganomaibun.or.jp/uploads/2cd4c2e2262714916b04f194d97965451.pdf
http://naganomaibun.or.jp/uploads/b2c22c5f6e7ce092008fdf47943c01701.pdf
http://naganomaibun.or.jp/uploads/72f4a546648cd01677dafbd4b17269c01.pdf
http://naganomaibun.or.jp/uploads/9d5fe4b2c2f8c3ce30a48032cbaace681.pdf
http://naganomaibun.or.jp/uploads/f286d2b3013ead482267f4c5f7304d4d.pdf
http://naganomaibun.or.jp/uploads/b12c385943d5aa5f185a267a393e859d.pdf
http://naganomaibun.or.jp/uploads/e273c3efc79eb45c35db3061f66ad53d1.pdf
http://naganomaibun.or.jp/uploads/309017e59e92e507f772c34ad24e2c1a1.pdf
http://naganomaibun.or.jp/uploads/a033d73dad387471d9c194b5064866b71.pdf
http://naganomaibun.or.jp/uploads/03a68e37b3ad32d29fca73a422a066c5.pdf


№ 掲載日 テーマ 執筆者 PDFサイズ

№41 6月26日 アクセサリー・帯金具 廣田和穂 206KB

№42 7月3日 アクセサリー・ヒスイの垂飾 柳澤　亮 220KB

№43 7月17日 アクセサリー・腕輪 市澤英利 239KB

№44 7月24日 アクセサリー・古墳時代人 櫻井秀雄 227KB

№45 7月31日 アクセサリー・土製耳飾り 黒岩　隆 205KB

№46 8月7日 墓・組石棺墓 平林　彰 214KB

№47 8月14日 墓・弥生人 西　香子 219KB

№48 8月21日 墓・前方後円墳 西山克己 225KB

№49 8月28日 墓・古代 廣田和穂 210KB

№50 9月4日 墓・中世人 上田典男 229KB

№51 9月11日 墓・弥生時代の周溝墓 澤谷昌英 219KB

№52 9月18日 前方後方墳 櫻井秀雄 247KB

№53 9月25日 墓・積石塚古墳 西山克己 247KB

№54 10月2日 墓・渡来系弥生人 町田勝則 200KB

№55 10月16日 墓・横穴式石室 西山克己 230KB

№56 10月30日 墓・埴輪 櫻井秀雄 222KB

№57 11月6日 墓・合掌形石室 西山克己 212KB

№58 11月20日 信仰・土偶 柳澤　亮 219KB

№59 11月27日 信仰・古墳時代のまつり 櫻井秀雄 233KB

№60 12月4日 信仰・長野市内の古代寺院 村石正行 249KB

4.21MB

「古代への招待状  埋もれていた遺産」　№41～60（2004）

№41～№60

※№をクリックすると記事にリンクします。
※長野市民新聞の記事を転載したものです。記事の中の肩書きは掲載当時のものです。

http://naganomaibun.or.jp/uploads/544bcb1446bfb8de869644228d5064591.pdf
http://naganomaibun.or.jp/uploads/5b0d1404f2045b5654fef40dd4be35fe.pdf
http://naganomaibun.or.jp/uploads/82491e0a622dc0257983f66e61804e79.pdf
http://naganomaibun.or.jp/uploads/712808a578ae032f683eb813c828b7fc.pdf
http://naganomaibun.or.jp/uploads/6a31e7206a73a05e34c1aff3ead50e3c.pdf
http://naganomaibun.or.jp/uploads/ec2d03d8d5054166745c98594f696a4b.pdf
http://naganomaibun.or.jp/uploads/71d6f652bb0ddcf55d77c1aaf037d04d.pdf
http://naganomaibun.or.jp/uploads/96b0f9106ce74e66f44b9f180ff419d0.pdf
http://naganomaibun.or.jp/uploads/8e7df52cf846e0a40702be3bfedead70.pdf
http://naganomaibun.or.jp/uploads/e3e2a0ac5c27fd25a7909fc37d3e3dde.pdf
http://naganomaibun.or.jp/uploads/11ee5864143fc5945303411dc0d907ba.pdf
http://naganomaibun.or.jp/uploads/e4cfc27f58fa6f8c6a59831b79b3ac00.pdf
http://naganomaibun.or.jp/uploads/d4efc5d6f817b92a3ae22ca5fa59c5a9.pdf
http://naganomaibun.or.jp/uploads/2ef310c4e57ec21e43b6618d9b96f3b3.pdf
http://naganomaibun.or.jp/uploads/b370bb6b5a598cd2e23c232af121cb20.pdf
http://naganomaibun.or.jp/uploads/a5b8310fe5ce01f4a7ca36c7c08ffb1f.pdf
http://naganomaibun.or.jp/uploads/1076b6bb92b9853fab6681c9f0d4918d.pdf
http://naganomaibun.or.jp/uploads/4ca8ddc30bda3e9111b22ae54691b44e.pdf
http://naganomaibun.or.jp/uploads/ce9d67464ae1d2f61d340fe29fe23fb3.pdf
http://naganomaibun.or.jp/uploads/d06eb443b44bbbb50f759f860cb1ad17.pdf
http://naganomaibun.or.jp/uploads/cdd25b4b13327a17b02fa6970e9d2384.pdf


№ 掲載日 テーマ 執筆者 PDFサイズ

№61 12月11日 信仰・古代の仏教 寺内貴美子 184KB

№62 12月18日 信仰・中世善光寺の門前 入沢昌基 206KB

№64 1月8日 信仰・子持勾玉 櫻井秀雄 212KB

№65 1月15日 信仰・墨書土器 金原　正 202KB

№66 1月22日 信仰・呪符木簡 寺内貴美子 187KB

№67 1月29日 信仰・中世の塚 河西克造 206KB

№68 2月5日 信仰・古墳時代の鏡 櫻井秀雄 200KB

№69 2月12日 流通・古代の銭貨 廣田和穂 229KB

№70 2月19日 流通・黒曜石 谷　和隆 203KB

№71 2月26日 流通・土器と「ムラ」 水沢教子 209KB

№72 3月5日 流通・渦巻文装飾付鉄剣 市澤英利 198KB

№73 3月12日 流通・土器の移動 若林　卓 208KB

№74 3月19日 流通・中世の焼き物 市川隆之 198KB

№75 3月26日 流通・埋納戦 酒井健次 212KB

№76 4月2日 戦い・弥生時代の農耕社会 白沢勝彦 241KB

№77 4月16日 戦い・馬具の登場 土屋哲樹 200KB

№78 4月23日 戦い・古墳時代の武具 土屋哲樹 222KB

№79 4月30日 戦い・古墳時代の武器 土屋哲樹 212KB

№80 5月7日 戦い・古代の武器 廣田和穂 207KB

3.69MB

「古代への招待状 埋もれていた遺産」№61～80（2004-2005）

№61～№80

※№をクリックすると記事にリンクします。
※長野市民新聞の記事を転載したものです。記事の中の肩書きは掲載当時のものです。

http://naganomaibun.or.jp/uploads/b75aefe1f81c6c6a651bc0b1b6058eee.pdf
http://naganomaibun.or.jp/uploads/2b02cc3de415869bedc78ddc2e608799.pdf
http://naganomaibun.or.jp/uploads/de791a35d2160d7012f036219afc23de.pdf
http://naganomaibun.or.jp/uploads/282ae427afed910126c5ba96ea8801de.pdf
http://naganomaibun.or.jp/uploads/8c0443256da6c5f696107a9075eb6801.pdf
http://naganomaibun.or.jp/uploads/6168648bf86bb3bbf6f39f08434af13a.pdf
http://naganomaibun.or.jp/uploads/8af2a361f29fc4801504742e17342021.pdf
http://naganomaibun.or.jp/uploads/d66da263bcf479bb68ee058bcef6dfa1.pdf
http://naganomaibun.or.jp/uploads/0d21a3233ae097d84d67c2e927c90c86.pdf
http://naganomaibun.or.jp/uploads/6b4f68793a0b16eb74f9ff028ce5e0e9.pdf
http://naganomaibun.or.jp/uploads/4d96b36997d2c16b1ed46ebca3bbe898.pdf
http://naganomaibun.or.jp/uploads/283f86e8d040df204e1f64493cca0a09.pdf
http://naganomaibun.or.jp/uploads/c73ffede41bb007dc158a03086524411.pdf
http://naganomaibun.or.jp/uploads/d2ff765273f0a01230d966b6723a1e80.pdf
http://naganomaibun.or.jp/uploads/39834f570211c0d8937abd4f22f820a9.pdf
http://naganomaibun.or.jp/uploads/6fc071ae6f289fe3910bd9b432c72a8d.pdf
http://naganomaibun.or.jp/uploads/9061a39a453ee098670ee40684e3afdd.pdf
http://naganomaibun.or.jp/uploads/afb7bd080e89955d391f000d76cdcb24.pdf
http://naganomaibun.or.jp/uploads/8ae17e482a3f58e9a278fe1d9ded0c9e.pdf
http://naganomaibun.or.jp/uploads/8ae17e482a3f58e9a278fe1d9ded0c9e.pdf


№ 掲載日 テーマ 執筆者 PDFサイズ

№81 5月14日 戦い・石槍の生産 小林秀行 243KB

№82 5月21日 戦い・中世の山城 河西克造 261KB

№83 5月28日 生産・稲作の始まり 町田勝則 240KB

№84 6月4日 生産・古代の水田 上田　真 253KB

№85 6月18日 生産・中世の開発 入沢昌基 316KB

№86 6月25日 生産・石工たちの活躍 中野亮一 108KB

№87 7月2日 生産・近世の稲作 河西克造 287KB

№88 7月16日 食・旧石器時代 谷　和隆 244KB

№89 7月30日 食・縄文人 平林　彰 264KB

№90 8月13日 食・石皿と魔石 岡村秀雄 225KB

№91 8月27日 食・集石遺構 上田典男 291KB

№92 9月10日 食・古代人の食生活 藤原直人 248KB

№93 9月17日 食・中世人の食 市川隆之 252KB

№94 9月24日 環境・旧石器時代 大竹憲昭 266KB

№95 10月8日 環境・開墾始まる縄文時代 寺内隆夫 283KB

№96 10月22日 環境・古代の自然災害 川崎　保 272KB

№97 10月29日 環境・中世の権力攻防 入沢昌基 251KB

№98 11月19日 環境・江戸時代の開発 寺内隆夫 276KB

№99 12月3日 環境・人と森とのかかわり 藤原直人 266KB

№100 12月10日 埋蔵文化財が語るもの 市澤英利 254KB

4.76MB

「古代への招待状 埋もれていた遺産」　81～100（2005-2006）

№81～№100

※№をクリックすると記事にリンクします。
※長野市民新聞の記事を転載したものです。記事の中の肩書きは掲載当時のものです。

http://naganomaibun.or.jp/uploads/06f946c7f154664e3361b274a83b666e.pdf
http://naganomaibun.or.jp/uploads/8660d3742dba2672dc64afbc61159582.pdf
http://naganomaibun.or.jp/uploads/8f0aeb5b0057c588d8c164fc442b7fb9.pdf
http://naganomaibun.or.jp/uploads/c53c5a725e20c2122541b7cd208b229a.pdf
http://naganomaibun.or.jp/uploads/1a65ce4e7e4f7909d6cf04721d28365e.pdf
http://naganomaibun.or.jp/uploads/73200527aba715670ea629428311a740.pdf
http://naganomaibun.or.jp/uploads/59021d066ea31efe83d4b95c4d96c13c.pdf
http://naganomaibun.or.jp/uploads/cb2de263a6a4fe7f5a6434f2278a4473.pdf
http://naganomaibun.or.jp/uploads/408569a958e7b91cdc53a9e2dfa8ad5b.pdf
http://naganomaibun.or.jp/uploads/f0e86c7cbf29517074e146366e9b8f5d.pdf
http://naganomaibun.or.jp/uploads/afd660fc8a05962c0c9f7749c1b05796.pdf
http://naganomaibun.or.jp/uploads/70fe60e0a4234c8ca2cf8ce3a5081c61.pdf
http://naganomaibun.or.jp/uploads/8f18ba15515033b80f47fb5ee2b5701e.pdf
http://naganomaibun.or.jp/uploads/131b85d52d75f67ad75f555bbd6ac60f.pdf
http://naganomaibun.or.jp/uploads/649fbda5196e29fa36b3b4634fc61f8f.pdf
http://naganomaibun.or.jp/uploads/fe28032e610a1c237dc630859348fdc3.pdf
http://naganomaibun.or.jp/uploads/b47cf38e5f52ebbdfe62901f6b894106.pdf
http://naganomaibun.or.jp/uploads/e9eaceb7f1a2da3794aa72528d83f916.pdf
http://naganomaibun.or.jp/uploads/a7cb2a63406a3b2e3bf1a40cb1b5a2a6.pdf
http://naganomaibun.or.jp/uploads/c6fbb85515227e85bf13774d22de0726.pdf
http://naganomaibun.or.jp/uploads/090a26d039d0d7901f4283a96de816ad.pdf

