
平成30年12月31日　現在

平成22年3月18日 穴八幡宮随神門（新宿区）（木内修氏設計）

平成22年6月17日 明治神宮神楽殿（渋谷区）（木内修氏設計）

平成22年7月3日 大室古墳群（長野市松代町）

平成22年7月6日 高麗神社、聖天院（日高市）

飯能市郷土館（飯能市）

行田市郷土資料館（行田市）

平成22年8月26日 湯島聖堂（仰高門・入徳門）（文京区）

平成22年10月12日 平城宮跡（奈良市）

～14日

平成22年11月2日 埼玉県立博物館　特別展示（さいたま市）

平成22年11月18日 青松寺（港区）

平成22年12月14日 中筋遺跡（渋川市） 鎌原観音堂（天明三年浅間やけ遺跡）（吾妻郡嬬恋村）

嬬恋郷土資料館（吾妻郡嬬恋村）

平成22年12月18日 下田遺跡見学会（坂戸市）

平成22年12月22日 坂戸市歴史民俗資料館（坂戸市）

平成23年1月3日 勝呂廃寺（坂戸市）

赤沼古代瓦窯跡（比企郡鳩山町）

平成23年1月18日 菅谷館跡（比企郡嵐山町）

平成23年1月22日 武蔵国分寺跡（武蔵野市）

平成23年1月26日 西別府廃寺（熊谷市）

西別府祭祀遺跡（熊谷市）

幡羅遺跡（熊谷市）

平成23年2月3日 大谷瓦窯跡（東松山市）

平成23年2月5日 長竹遺跡　見学会（加須市）

平成23年3月4日 ときがわ町旧医光寺跡展示/嵐山史跡の博物館

平成23年3月5日 東京国立博物館（台東区）

平成23年3月6日 反町遺跡展/東松山市ピオニウォークにて

平成23年3月10日 築地本願寺（中央区）

平成23年3月24日 深川探訪（江東区）

平成23年4月6日 女影廃寺（日高市）

大寺廃寺（日高市）

高岡廃寺（日高市）

平成23年4月21日 武蔵影向寺跡（川崎市）

多磨寺跡（府中市）

平成23年4月25日 大久保領家廃寺（さいたま市）

宿宮前遺跡（さいたま市）

平成23年4月29日 金剛輪寺（滋賀県）、常楽寺（滋賀県）、

～5月1日 西明寺（滋賀県）、御上神社（滋賀県）、

大笹原神社（滋賀県）、苗村神社（滋賀県）、

那谷寺（石川県）、彦根城（滋賀県）

平成23年5月9日 上野国分寺跡（前橋市） 総社神社（前橋市）

山王廃寺（前橋市）

平成23年5月16日 馬騎の内廃寺（大里郡寄居町）

平成23年5月27日 寺内廃寺（熊谷市）

平成23年6月3日 新久窯跡（入間市）

平成23年6月4日 旧平沢寺跡1（比企郡嵐山町） 稲荷塚古墳（比企郡嵐山町）

旧平沢寺跡2（比企郡嵐山町）

古代寺院・遺跡 古墳 各地の歴史と文化財他城館跡

古代寺院・遺跡/古墳/城館跡/各地の歴史と文化財他　探訪履歴　
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http://www.ohoka-inst.com/oomuro_kofungun.pdf
http://www.ohoka-inst.com/hidaka.pdf
http://www.ohoka-inst.com/yushima_seidou.pdf
http://www.ohoka-inst.com/heijyoukyou.pdf
http://www.ohoka-inst.com/nakasuji_iseki222.pdf
http://www.ohoka-inst.com/field.pdf
http://www.ohoka-inst.com/shimoda22.pdf
http://www.ohoka-inst.com/2020.pdf
http://www.ohoka-inst.com/akanumakodaikawarakamaato.pdf
http://www.ohoka-inst.com/sugaya33_2.pdf
http://www.ohoka-inst.com/4747.pdf
http://www.ohoka-inst.com/nishibeppu22.pdf
http://www.ohoka-inst.com/nishibeppu22.pdf
http://www.ohoka-inst.com/nishibeppu22.pdf
http://www.ohoka-inst.com/ootani22.pdf
http://www.ohoka-inst.com/nagatake_iseki.pdf
http://www.ohoka-inst.com/sorimachi22.pdf
http://www.ohoka-inst.com/tsukiji_honganji_new.pdf
http://www.ohoka-inst.com/img/cc_1.pdf
http://www.ohoka-inst.com/onakage55.pdf
http://www.ohoka-inst.com/onakage55.pdf
http://www.ohoka-inst.com/onakage55.pdf
http://www.ohoka-inst.com/musashiyoukoujiato.pdf
http://www.ohoka-inst.com/tamaderaato.pdf
http://www.ohoka-inst.com/ookubo22.pdf
http://www.ohoka-inst.com/ookubo22.pdf
http://www.ohoka-inst.com/2323.pdf
http://www.ohoka-inst.com/sannouhaijiato.pdf
http://www.ohoka-inst.com/kiba22.pdf
http://www.ohoka-inst.com/terauchi22.pdf
http://www.ohoka-inst.com/higashikaneko22.pdf
http://www.ohoka-inst.com/999.pdf
http://www.ohoka-inst.com/inarizuka_kofun.pdf
http://www.ohoka-inst.com/1010.pdf
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古代寺院・遺跡/古墳/城館跡/各地の歴史と文化財他　探訪履歴　

平成23年6月8日 水殿瓦窯跡（児玉郡美里町） 広木大町古墳群（児玉郡美里町）

東山遺跡（児玉郡美里町） 羽黒山古墳群（児玉郡美里町）

平成23年6月13日 三井寺（滋賀県）

平成23年6月16日 下総龍角寺跡（成田市） 龍角寺古墳群（成田市） 房総風土記の丘（成田市）

馬込遺跡（印西市）

平成23年6月25日 土屋古墳（坂戸市）

平成23年7月1日 女塚遺跡（熊谷市）

諏訪木遺跡（熊谷市）

平成23年7月2日 武蔵府中熊野神社古墳（府中市） 所沢市埋蔵文化財調査センター（所沢市）

ふるさと府中歴史館（府中市）

平成23年7月5日 河越館跡（川越市） 武蔵御嶽山神社（青梅市）

平成23年7月7日 信濃国分寺跡（上田市） 上田城跡（上田市） 前山寺（上田市）

中禅寺（上田市）

北向観音堂（上田市）

安楽寺（上田市）

常楽寺（上田市）

大法寺（上田市）

平成23年7月14日 光福寺宝篋印塔（東松山市）

青蓮寺板碑（東松山市）

万福寺板碑（坂戸市）

平成23年7月22日 御霊神社板碑（東松山市）

香林寺板碑（東松山市）

平成23年7月23日 川越城跡（川越市）

平成23年7月26日 足利基氏館跡（東松山市）

高坂館跡（東松山市）

平成23年7月30日 西新井大師1（足立区）

西新井大師2（足立区）

平成23年8月3日 下総国分寺跡（市川市） 青松寺　再訪（港区）

平成23年8月10日 讃岐谷遺跡（北本市） 桶川資料館（桶川市）

氷川神社東遺跡（さいたま市）

平成23年8月15日 慈光平廃寺（比企郡小川町） 大蔵館跡（比企郡嵐山町） 慈光寺（比企郡ときがわ町）

霊山院板碑（比企郡ときがわ町）

平成23年8月23日 埼玉古墳群（行田市）その1

埼玉古墳群（行田市）その2

埼玉古墳群（行田市）その3

平成23年8月25日 黒熊中西遺跡（高崎市） 太田天神山古墳（太田市） 多胡碑（高崎市）

女体山古墳（太田市） 群馬県埋蔵文化財調査センター（渋川市）

平成23年9月3日 旧盛徳寺跡（行田市） 真名板高山古墳（行田市） 真名板氏館跡（行田市） さきたま郷土資料館講座/「埼玉の古墳時代の始まり」

平成23年9月6日 甲山古墳（熊谷市）

とうかん山古墳（熊谷市）

雷電山古墳（東松山市）

平成23年9月8日 手児奈霊神堂（市川市）

法華経寺1（市川市）

法華経寺2（市川市）

法華経寺3（市川市）

平成23年9月11日 八幡山古墳（行田市）

地蔵塚古墳（行田市）

平成23年9月12日 野原古墳群（熊谷市）

塩古墳群（熊谷市）

平成23年9月15日 横見郡式内社（比企郡吉見町）

平成23年9月18日 鹿島古墳群（深谷市） 鉢形城跡（大里郡寄居町）

畠山重忠館跡（熊谷市）

平成23年9月26日 東大寺（奈良市）

～28日 元興寺（奈良市）

平成23年10月3日 杉山城跡（比企郡嵐山町）

小倉城跡（比企郡ときがわ町）

平成23年10月6日 芝丸山古墳（港区）
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http://www.ohoka-inst.com/img/suidenkawara.pdf
http://www.ohoka-inst.com/img/hiroki.pdf
http://www.ohoka-inst.com/higashiyama22.pdf
http://www.ohoka-inst.com/img/haguro.pdf
http://www.ohoka-inst.com/shimousaryukakujiato.pdf
http://www.ohoka-inst.com/img/ryukakuji.pdf
http://www.ohoka-inst.com/magome22.pdf
http://www.ohoka-inst.com/tsuchiyajinja_kofun.pdf
http://www.ohoka-inst.com/mezuka22.pdf
http://www.ohoka-inst.com/suwanoki22.pdf
http://www.ohoka-inst.com/fuchyuukumanojinjyakofun555.pdf
http://www.ohoka-inst.com/kawagoe22.pdf
http://www.ohoka-inst.com/2929.pdf
http://www.ohoka-inst.com/uedajyo22.pdf
http://www.ohoka-inst.com/img/aa_55.pdf
http://www.ohoka-inst.com/img/aa_77.pdf
http://www.ohoka-inst.com/img/aa_88.pdf
http://www.ohoka-inst.com/img/aa_11.pdf
http://www.ohoka-inst.com/img/aa_33.pdf
http://www.ohoka-inst.com/img/aa_66.pdf
http://www.ohoka-inst.com/gryou.pdf
http://www.ohoka-inst.com/kourinjishozai.pdf
http://www.ohoka-inst.com/kawagoe22.pdf
http://www.ohoka-inst.com/ashikaga22.pdf
http://www.ohoka-inst.com/takasaka22.pdf
http://www.ohoka-inst.com/img/bb_1.pdf
http://www.ohoka-inst.com/img/bb_2.pdf
http://www.ohoka-inst.com/111.pdf
http://www.ohoka-inst.com/sanukiya22.pdf
http://www.ohoka-inst.com/hikawa22.pdf
http://www.ohoka-inst.com/jikoudaira22.pdf
http://www.ohoka-inst.com/ookura33_1.pdf
http://www.ohoka-inst.com/img/jikoji.pdf
http://www.ohoka-inst.com/sakitama_kofungun1.pdf
http://www.ohoka-inst.com/sakitama_kofungun2.pdf
http://www.ohoka-inst.com/sakitama_kofungun3.pdf
http://www.ohoka-inst.com/kurokuma_nakanishiiseki.pdf
http://www.ohoka-inst.com/oota9696.pdf
http://www.ohoka-inst.com/tagohi.pdf
http://www.ohoka-inst.com/nyotaizan999.pdf
http://www.ohoka-inst.com/shoutokuji22.pdf
http://www.ohoka-inst.com/manaitatakayam_kofun.pdf
http://www.ohoka-inst.com/manaita22.pdf
http://www.ohoka-inst.com/kabutoyama_kofun.pdf
http://www.ohoka-inst.com/toukanyama_kofun.pdf
http://www.ohoka-inst.com/raidenyama_kofun.pdf
http://www.ohoka-inst.com/tegona.pdf
http://www.ohoka-inst.com/img/kkk_1.pdf
http://www.ohoka-inst.com/img/kkk_2.pdf
http://www.ohoka-inst.com/img/kkk_3.pdf
http://www.ohoka-inst.com/hachimanyama_kofun2015.pdf
http://www.ohoka-inst.com/jizouzuka_kofun2015.pdf
http://www.ohoka-inst.com/nohara_kofungun.pdf
http://www.ohoka-inst.com/shiokofungun.pdf
http://www.ohoka-inst.com/yokomi22.pdf
http://www.ohoka-inst.com/kashima_kofungun.pdf
http://www.ohoka-inst.com/hachigata33.pdf
http://www.ohoka-inst.com/hatakeyama22.pdf
http://www.ohoka-inst.com/toudaiji.pdf
http://www.ohoka-inst.com/gangouji.pdf
http://www.ohoka-inst.com/sugiyama_shiroato.pdf
http://www.ohoka-inst.com/ogura33.pdf
http://www.ohoka-inst.com/shibamaruyama_kofun.pdf
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古代寺院・遺跡/古墳/城館跡/各地の歴史と文化財他　探訪履歴　

平成23年10月12日 広瀬古墳群№260（熊谷市） 熊谷市図書館（熊谷市）

平成23年10月18日 黒岩横穴墓群（比企郡吉見町）

比丘尼山横穴墓群（東松山市）

平成23年10月20日 十郎横穴墓群（比企郡鳩山町）

平成23年10月27日 月輪古墳群（比企郡滑川町） 嵐山史跡の博物館展示（金井遺跡）（比企郡嵐山町）

平成23年11月9日 若宮八幡古墳（東松山市） 青鳥城跡その1（東松山市）

青鳥城跡その2（東松山市）

平成23年11月10日 善光寺（長野市）

川中島古戦場（長野市）

平成23年11月17日 勝呂神社古墳（坂戸市） 大宮住吉神社（坂戸市）

塚越神社古墳（義家塚）（坂戸市） 毛呂山町歴史民俗資料館（入間郡毛呂山町）

胴山古墳（坂戸市）

東光寺古墳（坂戸市）

雷電塚古墳（坂戸市）

善能寺金毘羅神社古墳（坂戸市）

三福寺2号墳（坂戸市）

塚原古墳群（坂戸市）

大類古墳群（入間郡毛呂山町）

平成23年11月22日 埼玉市立博物館（さいたま市/旧大宮市）

埼玉県立歴史と民俗の博物館（大宮市）

大宮氷川神社（大宮市）

平成23年11月26日 和銅遺跡（秩父市） 皆野大塚古墳（秩父郡皆野町） 聖神社（秩父市）

飯塚・招木古墳群（秩父市） 埼玉伝統工芸会館（比企郡小川町）

平成23年11月29日 恋ヶ窪廃寺（国分寺市） 資料館2ヶ所

武蔵国分尼寺（国分寺市）

平成23年12月5日 城戸野廃寺（児玉郡神川町） 青柳古墳群（児玉郡神川町） 阿保氏館跡（児玉郡神川町）

五明廃寺（児玉郡上里町）

平成23年12月17日 岡上廃寺（川崎市）

菅寺尾台廃寺（川崎市）

平成23年12月21日 石山寺（熊谷市）

熊谷図書館（熊谷市）

平成23年12月28日 青鳥城跡再調査（東松山市）

平成24年1月5日 旧平沢寺跡再調査（比企郡嵐山町） 山王古墳群（比企郡嵐山町） 菅谷館跡再調査1（比企郡嵐山町） 鎌形八幡神社（比企郡嵐山町）

須賀谷原遺跡（比企郡嵐山町） 菅谷館跡再調査2（比企郡嵐山町） 班渓寺（比企郡嵐山町）

行司免遺跡（比企郡嵐山町） 菅谷館跡再調査3（比企郡嵐山町）

平成24年1月8日 金崎古墳群（1～4号墳）（秩父郡皆野町）

平成24年1月19日 諏訪山古墳（東松山市） 世明寿寺（東松山市）

高坂神社（古墳群）（東松山市）

平成24年1月25日 勝呂館跡（宗福寺）（坂戸市）

勝呂館跡（大智寺）（坂戸市）

平成24年1月26日 倶利伽羅不動尊（東松山市）

浄光寺板碑（東松山市）

平成24年2月1日 桜山窯跡群（東松山市） 同姓塚古墳（東松山市） 妙昌寺板碑・瓦塔（東松山市）

浄空院（東松山市）

平成24年2月3日 成田山新勝寺（成田市）

平成24年2月4日 上総国分寺（僧寺）（市原市） 戸隠神社（市原市）

上総国分寺（尼寺）（市原市） 神門5号墳（市原市） 祇園原貝塚（市原市）

神門瓦窯跡（市原市）

平成24年2月16日 穴八幡古墳（比企郡小川町） 八幡神社（比企郡小川町）

平成24年2月21日 大穴山城跡（坂戸市）

平成24年2月25日 護国寺月光殿（解体修理）（文京区）

平成24年2月27日 十三仏板石塔婆（東松山市）

上田朝直建立青石塔婆（東松山市）
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http://www.ohoka-inst.com/hirose_kofungun.pdf
http://www.ohoka-inst.com/kuroiwaouketsubogun.pdf
http://www.ohoka-inst.com/bikuniyamaouketsubogun.pdf
http://www.ohoka-inst.com/jyuurouyokohanabogun.pdf
http://www.ohoka-inst.com/img/tsukiwa2.pdf
http://www.ohoka-inst.com/wakamiya_kofun.pdf
http://www.ohoka-inst.com/3535.pdf
http://www.ohoka-inst.com/3636.pdf
http://www.ohoka-inst.com/img/sss.pdf
http://www.ohoka-inst.com/img/rrr.pdf
http://www.ohoka-inst.com/1919.pdf
http://www.ohoka-inst.com/img/ddd.pdf
http://www.ohoka-inst.com/tsukakoshi_jinja.pdf
http://www.ohoka-inst.com/douyama_kofun.pdf
http://www.ohoka-inst.com/toukouji_kofun.pdf
http://www.ohoka-inst.com/raidenduka_kofun.pdf
http://www.ohoka-inst.com/zennouji_konpira.pdf
http://www.ohoka-inst.com/tsukahara_2.pdf
http://www.ohoka-inst.com/oorui_2.pdf
http://www.ohoka-inst.com/wado.pdf
http://www.ohoka-inst.com/minanoootsuka_kofun.pdf
http://www.ohoka-inst.com/iizukamaneki_kofungun.pdf
http://www.ohoka-inst.com/koigakubo22.pdf
http://www.ohoka-inst.com/4848.pdf
http://www.ohoka-inst.com/jyodono22.pdf
http://www.ohoka-inst.com/aoyagi_kofungun.pdf
http://www.ohoka-inst.com/abo22.pdf
http://www.ohoka-inst.com/gomyouhaiji22.pdf
http://www.ohoka-inst.com/okagami22.pdf
http://www.ohoka-inst.com/sugederao22.pdf
http://www.ohoka-inst.com/img/ccc.pdf
http://www.ohoka-inst.com/kitamusashi_jyokaku_1_2.html
http://www.ohoka-inst.com/kakuchinobunkazai_saitama_shou9_1.html
http://www.ohoka-inst.com/sannou_kofungun222.pdf
http://www.ohoka-inst.com/sugaya33.pdf
http://www.ohoka-inst.com/kamagatahachiman.pdf
http://www.ohoka-inst.com/sugaya22.pdf
http://www.ohoka-inst.com/img/sugaya55.pdf
http://www.ohoka-inst.com/hankeiji.pdf
http://www.ohoka-inst.com/gyoujimen.pdf
http://www.ohoka-inst.com/img/sugaya66.pdf
http://www.ohoka-inst.com/kanasaki_kofungun.pdf
http://www.ohoka-inst.com/suwayama_kofungun.pdf
http://www.ohoka-inst.com/takasaka_kofungun.pdf
http://www.ohoka-inst.com/1717.pdf
http://www.ohoka-inst.com/1818.pdf
http://www.ohoka-inst.com/kurikara2.pdf
http://www.ohoka-inst.com/jyoukou33.pdf
http://www.ohoka-inst.com/sakurayama22.pdf
http://www.ohoka-inst.com/douseizuka_kofun.pdf
http://www.ohoka-inst.com/myoushouji33.pdf
http://www.ohoka-inst.com/img/eee.pdf
http://www.ohoka-inst.com/2121.pdf
http://www.ohoka-inst.com/gion.pdf
http://www.ohoka-inst.com/2222.pdf
http://www.ohoka-inst.com/goudo.pdf
http://www.ohoka-inst.com/gion.pdf
http://www.ohoka-inst.com/goudo.pdf
http://www.ohoka-inst.com/anahachiman_kofun.pdf
http://www.ohoka-inst.com/ooana33.pdf
http://www.ohoka-inst.com/jyuusanbutsu.pdf
http://www.ohoka-inst.com/ueda.pdf


平成30年12月31日　現在

古代寺院・遺跡/古墳/城館跡/各地の歴史と文化財他　探訪履歴　

平成24年2月28日 塚越城跡（西光寺城跡）（坂戸市）

三福寺館跡再調査（坂戸市）

大法寺館跡（坂戸市）

平成24年3月4日 柊塚古墳（朝霞市） 岡城跡（朝霞市）

一夜塚古墳（朝霞市）

狐塚古墳（朝霞市）

№17-1古墳（朝霞市）

平成24年3月13日 浅間神社古墳（川越市） 喜多院（川越市）

愛宕神社古墳（川越市） 成田山別院（川越市）

氷川神社古墳（川越市） 川越八幡神社（川越市）

日枝神社古墳（川越市）

三変稲荷神社古墳（川越市）

慈眼堂古墳（川越市）

平成24年3月14日 多和目城跡（坂戸市）

萱方城跡（坂戸市）

大塚屋敷跡（坂戸市）

平成24年3月16日 下野国分寺跡（下野市） 愛宕神社古墳（下野市） 大神神社（下野市）

下野国分尼寺跡（下野市） 甲塚古墳（下野市） 天平の丘公園（下野市）

下野国庁跡（下野市） 琵琶塚古墳（小山市） 栃木県立しもつけ風土記の丘資料館（下野市）

下野薬師寺跡（下野市） 摩利支天塚古墳（小山市）

平成24年3月17日 新沼窯跡（比企郡鳩山町）

平成24年3月22日 鳩山窯跡群展示会（比企郡鳩山町）

平成24年3月27日 和名埴輪窯跡群（比企郡吉見町） 山の根古墳（比企郡吉見町） 観音寺（比企郡吉見町）

平成24年3月29日 大仏廃寺跡（児玉郡美里町） 普門寺古墳群（児玉郡美里町）

平成24年4月5日 潮音寺（ロッキード観音）（潮来市）

平成24年4月12日 比企能員館跡（東松山市）

高坂館跡再調査（東松山市）

平成24年4月25日 熊井城跡（比企郡鳩山町）

大橋御所跡（比企郡鳩山町）

平成24年5月8日 牛塚古墳（川越市）

山王塚古墳（川越市）

平成24年5月10日 山田城跡（比企郡滑川町）

平成24年5月12日 正法寺（岩殿観音）六面幢（東松山市）

平成24年5月17日 天神山横穴墓群（比企郡滑川町） 泉福寺館跡（比企郡滑川町）

三門館跡（比企郡滑川町）

平成24年5月22日 宮塚古墳（広瀬古墳群）（熊谷市）

平成24年5月24日 荏原台古墳群他

浅間神社古墳（大田区）

亀甲山古墳（大田区）

多摩川台古墳群（大田区）

宝来山古墳（大田区）

御岳山古墳（世田谷区）

等々力古墳群（世田谷区）

野毛大塚古墳（世田谷区）

平成24年5月28日 常陸国分寺跡（石岡市） 舟塚山古墳（石岡市） 常陸総社宮（石岡市）

常陸国分尼寺跡（石岡市） 府中愛宕山古墳（石岡市）

常陸国府跡（石岡市）

常陸国分遺跡（石岡市）

平成24年6月5日 龍穏寺（入間郡越生町）

三枝庵（入間郡越生町）

建康寺（入間郡越生町）

平成24年6月12日 三島神社古墳（北足立郡吹上町）

下忍宝養寺古墳（北足立郡吹上町）

下忍愛宕神社古墳（北足立郡吹上町）

平成24年6月26日 善能寺館跡（坂戸市） 八坂神社（入間郡毛呂山町）

善能寺塁跡（坂戸市）

大家城跡（坂戸市）
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http://www.ohoka-inst.com/tsukakoshi33.pdf
http://www.ohoka-inst.com/sanpuku22.pdf
http://www.ohoka-inst.com/daihouji22.pdf
http://www.ohoka-inst.com/oka33.pdf
http://www.ohoka-inst.com/asamajinja_kofun..pdf
http://www.ohoka-inst.com/888.pdf
http://www.ohoka-inst.com/atagojinja_kofun.pdf
http://www.ohoka-inst.com/hikawajinja_kofun.pdf
http://www.ohoka-inst.com/hiejinja_kofun.pdf
http://www.ohoka-inst.com/sanbeninarijinja_kofun.pdf
http://www.ohoka-inst.com/jigendou_kofun.pdf
http://www.ohoka-inst.com/tawame33.pdf
http://www.ohoka-inst.com/kayagata33.pdf
http://www.ohoka-inst.com/ootsuka22.pdf
http://www.ohoka-inst.com/555.pdf
http://www.ohoka-inst.com/atagozuka_kofun.pdf
http://www.ohoka-inst.com/4343.pdf
http://www.ohoka-inst.com/666.pdf
http://www.ohoka-inst.com/kabutozuka_kofun.pdf
http://www.ohoka-inst.com/444.pdf
http://www.ohoka-inst.com/biwazuka_kofun.pdf
http://www.ohoka-inst.com/shimotukeyakushijiato.pdf
http://www.ohoka-inst.com/marishitenzuka_kofun.pdf
http://www.ohoka-inst.com/shinnuma22.pdf
http://www.ohoka-inst.com/wamyou22.pdf
http://www.ohoka-inst.com/yamanone_kofun.pdf
http://www.ohoka-inst.com/kannondera22.pdf
http://www.ohoka-inst.com/daibutsu22.pdf
http://www.ohoka-inst.com/img/fumonji.pdf
http://www.ohoka-inst.com/shiosai.pdf
http://www.ohoka-inst.com/hiki22.pdf
http://www.ohoka-inst.com/takasaka22.pdf
http://www.ohoka-inst.com/kumai33.pdf
http://www.ohoka-inst.com/oohashi22.pdf
http://www.ohoka-inst.com/ushiduka_kofun.pdf
http://www.ohoka-inst.com/sannouduka.pdf
http://www.ohoka-inst.com/shouhouji.pdf
http://www.ohoka-inst.com/tenjinyamaouketsubogun.pdf
http://www.ohoka-inst.com/senpukuji22.pdf
http://www.ohoka-inst.com/sanmon22.pdf
http://www.ohoka-inst.com/miyaduka_kofun.pdf
http://www.ohoka-inst.com/sengenjinja_kofun.pdf
http://www.ohoka-inst.com/kamenokoyama_kofun.pdf
http://www.ohoka-inst.com/tamagawadai_kofungun.pdf
http://www.ohoka-inst.com/houraisan_kofun.pdf
http://www.ohoka-inst.com/mitakeyama_kofun.pdf
http://www.ohoka-inst.com/todoroki.pdf
http://www.ohoka-inst.com/nogeootsuka_kofun.pdf
http://www.ohoka-inst.com/2626.pdf
http://www.ohoka-inst.com/funatsukayamakofun.pdf
http://www.ohoka-inst.com/2424.pdf
http://www.ohoka-inst.com/2727.pdf
http://www.ohoka-inst.com/fuchuuatagoyamakofun.pdf
http://www.ohoka-inst.com/2525.pdf
http://www.ohoka-inst.com/img/ggg.pdf
http://www.ohoka-inst.com/sanshi.pdf
http://www.ohoka-inst.com/kenkouji.pdf
http://www.ohoka-inst.com/1414.pdf
http://www.ohoka-inst.com/333.pdf
http://www.ohoka-inst.com/222.pdf
http://www.ohoka-inst.com/zennouji_2_22.pdf
http://www.ohoka-inst.com/chifuku.pdf
http://www.ohoka-inst.com/zennouji22.pdf
http://www.ohoka-inst.com/ooya33.pdf


平成30年12月31日　現在

古代寺院・遺跡/古墳/城館跡/各地の歴史と文化財他　探訪履歴　

平成24年6月27日 塚越林氏屋敷跡（坂戸市）

赤尾林氏屋敷跡（坂戸市）

平成24年6月30日 八幡塚古墳（高崎市） 群馬県立歴史博物館（高崎市）

二子山古墳（高崎市） 玉村町歴史資料館（佐波郡玉村町）

かみつけの里博物館（高崎市）

平成24年7月9日 野本将軍塚古墳再調査（東松山市） 島田弾正陣屋跡（坂戸市）

平成24年7月11日 長岡氏館跡（坂戸市）

平成24年7月17日 前橋市総社古墳群

宝塔山古墳（前橋市）

蛇穴山古墳（前橋市）

遠見山古墳（前橋市）

王山古墳（前橋市）

二子山古墳（前橋市）

愛宕山古墳（前橋市）

平成24年7月18日 難波田城跡（富士見市）

平成24年7月25日 木曽殿館跡（比企郡嵐山町） 建康寺再訪（入間郡越生町）

東和田堀之内（坂戸市）

平成24年7月26日 末野窯跡（大里郡寄居町） 長坂聖天塚古墳（児玉郡美里町）

黒田古墳群（深谷市）

平成24年7月30日 塚越館跡（坂戸市）

小島屋敷跡（坂戸市）

明泉館跡（坂戸市）

別所屋敷跡（坂戸市）

平成24年8月5日 高麗石器時代住居跡（日高市） 高麗神社再訪（日高市）

高麗家住宅（日高市）

聖天院（日高市）

平成24年8月6日 信濃国分寺跡再調査（上田市） 安楽寺再訪（上田市）

～7日 信濃国分尼寺跡（上田市） 龍顔寺（上田市）

（現）信濃国分寺（上田市）

西光寺阿弥陀堂（上田市）

舞田石造金王五輪塔（上田市）

法住寺虚空蔵堂（上田市）

平成24年8月16日 源波古墳（伊那市） 釈迦堂遺跡博物館（山梨県笛吹市）

天王塚古墳（伊那市） 箕輪町郷土博物館（上伊那郡箕輪町）

松島王墓古墳（伊那市）

平成24年8月21日 堀込城跡（坂戸市）

堀込館跡（坂戸市）

平成24年8月23日 多和目陣屋跡（坂戸市） 廣徳寺大御堂（比企郡川島町）

河村氏陣屋跡（坂戸市）

太田道灌陣屋跡（比企郡川島町）

比企氏館跡（比企郡川島町）

平成24年8月28日 廣徳寺古墳（比企郡川島町） 三尾屋氏館跡（廣徳寺館跡）（比企郡川島町） 廣徳寺再訪（比企郡川島町）

平成24年8月30日 帯刀古墳群（児玉郡上里町）

平成24年9月4日 十郎横穴墓（坂戸市） 桝形城跡（川崎市）

平成24年9月7日 御所陣屋跡（比企郡吉見町）

大串館跡（比企郡吉見町）

平成24年9月11日 羽尾城跡（比企郡滑川町）

羽尾氏館跡（比企郡滑川町）

平成24年9月13日 旭・小島古墳群 小島氏館跡（本庄市）

蚕影山古墳（本庄市）

万年寺八幡山古墳（本庄市）

小島2号墳古墳（本庄市）

山の神古墳（本庄市）

万年寺つつじ山古墳（本庄市）

諏訪大明神古墳（本庄市）

平成24年9月19日 富士神社古墳（文京区）

摺鉢山古墳（台東区）
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http://www.ohoka-inst.com/hayashi1_22.pdf
http://www.ohoka-inst.com/hayashi2_22.pdf
http://www.ohoka-inst.com/hachimanzuka_kofun.pdf
http://www.ohoka-inst.com/tamamura_shiryokan.pdf
http://www.ohoka-inst.com/futagoyama_kofun_takasaki.pdf
http://www.ohoka-inst.com/nomoto_2_2.pdf
http://www.ohoka-inst.com/shimada22.pdf
http://www.ohoka-inst.com/nagaoka22.pdf
http://www.ohoka-inst.com/houtouzan_kofun.pdf
http://www.ohoka-inst.com/jaketsuzan_kofun.pdf
http://www.ohoka-inst.com/toomiyama_kofun.pdf
http://www.ohoka-inst.com/ouzan_kofun.pdf
http://www.ohoka-inst.com/futagoyama_kofun.pdf
http://www.ohoka-inst.com/atagoyama_kofun.pdf
http://www.ohoka-inst.com/nanbata33.pdf
http://www.ohoka-inst.com/kenkouji.pdf
http://www.ohoka-inst.com/suenokamaato.pdf
http://www.ohoka-inst.com/nagasakashoutenzuka_kofun.pdf
http://www.ohoka-inst.com/kuroda_kofungun.pdf
http://www.ohoka-inst.com/tsukakoshi22.pdf
http://www.ohoka-inst.com/kojima22.pdf
http://www.ohoka-inst.com/meisenkan22.pdf
http://www.ohoka-inst.com/bessho22.pdf
http://www.ohoka-inst.com/hidaka.pdf
http://www.ohoka-inst.com/hidaka.pdf
http://www.ohoka-inst.com/img/292-_2.pdf
http://www.ohoka-inst.com/img/lll.pdf
http://www.ohoka-inst.com/img/2929_3.pdf
http://www.ohoka-inst.com/img/qqq.pdf
http://www.ohoka-inst.com/shinano22.pdf
http://www.ohoka-inst.com/img/nnn.pdf
http://www.ohoka-inst.com/img/aaa.pdf
http://www.ohoka-inst.com/img/ppp.pdf
http://www.ohoka-inst.com/gennami_kofun.pdf
http://www.ohoka-inst.com/shakadoiseki.pdf
http://www.ohoka-inst.com/tennouzuka_kofun.pdf
http://www.ohoka-inst.com/matsushimaouhaka_kofun.pdf
http://www.ohoka-inst.com/horigome33.pdf
http://www.ohoka-inst.com/horigome22.pdf
http://www.ohoka-inst.com/tawame22.pdf
http://www.ohoka-inst.com/img/iii.pdf
http://www.ohoka-inst.com/kawamura22.pdf
http://www.ohoka-inst.com/oota22.pdf
http://www.ohoka-inst.com/hiki33.pdf
http://www.ohoka-inst.com/koutokuji_kofun.pdf
http://www.ohoka-inst.com/mio22.pdf
http://www.ohoka-inst.com/img/iii.pdf
http://www.ohoka-inst.com/tatewaki_kofungun.pdf
http://www.ohoka-inst.com/jyuurouyokohanabogun.pdf
http://www.ohoka-inst.com/masugata_shiroato.pdf
http://www.ohoka-inst.com/gosho22.pdf
http://www.ohoka-inst.com/oogushi22.pdf
http://www.ohoka-inst.com/haneo33.pdf
http://www.ohoka-inst.com/haneo22.pdf
http://www.ohoka-inst.com/kojima33.pdf
http://www.ohoka-inst.com/kokageyama_kofun.pdf
http://www.ohoka-inst.com/mannen_hachiman.pdf
http://www.ohoka-inst.com/kojima_2kofun.pdf
http://www.ohoka-inst.com/yamanokami_kofun.pdf
http://www.ohoka-inst.com/mannen_tsutusuji.pdf
http://www.ohoka-inst.com/suwa.pdf
http://www.ohoka-inst.com/fujijinja_kofun.pdf
http://www.ohoka-inst.com/suribachiyama_kofun.pdf


平成30年12月31日　現在

古代寺院・遺跡/古墳/城館跡/各地の歴史と文化財他　探訪履歴　

平成24年9月20日 大久保山（浅見山）古墳群

東谷古墳（本庄市）

前山1号墳（本庄市）

前山2号墳（本庄市）

鷺山古墳（本庄市）

金讃神社古墳（本庄市）

平成24年9月28日 河崎氏館跡（川崎市）

平成24年10月9日 下唐子古墳群（甲塚古墳他）（東松山市）

附川古墳群（附川1号墳他）（東松山市）

平成24年10月11日 寅稲荷山古墳（深谷市）

お手長山古墳（深谷市）

四十坂浅間山古墳（深谷市）

大日石棺仏（深谷市）

古墳供養塔（深谷市）

平成24年10月24日 柏崎古墳群（1,1,10,11号墳）（東松山市）

平成24年10月25日 真田氏館跡（上田市）

～26日 真田氏本城跡（上田市）

平成24年11月1日 下唐子古墳群（4～7号墳）（東松山市）

柏崎古墳群（12～15号墳）（東松山市）

平成24年11月2日 長岡氏館跡再調査（坂戸市）

平成24年11月6日 古代出雲展/東京国立博物館

平成24年11月8日 古凍古墳群（根岸裏4号墳他）（東松山市）

平成24年11月13日 誠之堂・清風亭（深谷市）

渋沢栄一記念館（深谷市）

渋沢栄一記念財団渋沢史料館（北区）

平成24年11月18日 猿楽塚・北塚、南塚古墳（渋谷区） 旧朝倉家住宅（渋谷区）

平成24年11月21日 東日本の古墳と渡来文化展/松戸市立博物館

平成24年11月25日 古凍古墳群（根岸稲荷神社古墳他）（東松山市）

平成24年12月1日 こぶヶ谷戸祭祀遺跡（児玉郡美里町） 塚本山古墳群（児玉郡美里町） さらし井（児玉郡美里町）

水殿瓦跡跡（児玉郡美里町） 前山１号墳（本庄市） 美里町遺跡の森館（児玉郡美里町）

長坂聖天塚古墳（児玉郡美里町）

木部山古墳群（児玉郡美里町）

平成24年12月11日 越畑城跡（比企郡嵐山町）

平成24年12月13日 青山城跡（比企郡小川町）

平成24年12月21日 秋山古墳群（本庄市）

平成25年1月17日 中新里諏訪山古墳（児玉郡神川町）

白岩銚子塚古墳（児玉郡神川町）

平成25年1月23日 箕田古墳群（鴻巣市） 箕田氏館跡（鴻巣市）

源経基館跡（鴻巣市）

平成25年1月25日 忍城跡（行田市） 石田堤跡（行田市）

平成25年1月31日 木の本古墳群（深谷市） 東方城跡（深谷市）

平成25年2月10日 玉川砦跡（比企郡ときがわ町）

玉川陣屋跡（比企郡ときがわ町）

平成25年2月11日 中尊寺（西磐井郡平泉町）

～13日 毛越寺（西磐井郡平泉町）

塩釜神社（塩竈市）

平成25年2月28日 松山陣屋跡（東松山市）

平成25年3月4日 高坂古墳群（東松山市）

平成25年3月15日 長沖・高柳古墳群（本庄市）
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http://www.ohoka-inst.com/higashiyatsu_kofun.pdf
http://www.ohoka-inst.com/maeyama_1.pdf
http://www.ohoka-inst.com/sagiyama_kofun.pdf
http://www.ohoka-inst.com/kanasanajinja_kofun.pdf
http://www.ohoka-inst.com/kawasaki.pdf
http://www.ohoka-inst.com/shimokarako_kofungun.pdf
http://www.ohoka-inst.com/fukawa_kofungun.pdf
http://www.ohoka-inst.com/torainari_kofun.pdf
http://www.ohoka-inst.com/otenagayama_kofun.pdf
http://www.ohoka-inst.com/asamayama_kofun.pdf
http://www.ohoka-inst.com/dainichisekikanbutu.pdf
http://www.ohoka-inst.com/kofun_kuyoutou.pdf
http://www.ohoka-inst.com/kashiwazaki_kofungun.pdf
http://www.ohoka-inst.com/sanada.pdf
http://www.ohoka-inst.com/sanada_honjyouato.pdf
http://www.ohoka-inst.com/shimokarako_kofungun.pdf
http://www.ohoka-inst.com/kashiwazaki_kofungun.pdf
http://www.ohoka-inst.com/nagaoka22.pdf
http://www.ohoka-inst.com/furugoori_kofungun.pdf
http://www.ohoka-inst.com/sarugakuzuka_kofun.pdf
http://www.ohoka-inst.com/asakura.pdf
http://www.ohoka-inst.com/furugoori_kofungun.pdf
http://www.ohoka-inst.com/kobushi_001.pdf
http://www.ohoka-inst.com/img/tsukamotoyama.pdf
http://www.ohoka-inst.com/sarashii_001.pdf
http://www.ohoka-inst.com/img/suidenkawara.pdf
http://www.ohoka-inst.com/img/maeyama_sai.pdf
http://www.ohoka-inst.com/nagasakashoutenzuka_kofun.pdf
http://www.ohoka-inst.com/kibeyama_kofun.pdf
http://www.ohoka-inst.com/oppata33.pdf
http://www.ohoka-inst.com/aoyama33.pdf
http://www.ohoka-inst.com/akiyama_kofungun.pdf
http://www.ohoka-inst.com/nakaniisato_kofun.pdf
http://www.ohoka-inst.com/shiroiwachoshizuka_kofun.pdf
http://www.ohoka-inst.com/minida_kofungun.pdf
http://www.ohoka-inst.com/aoyama33.pdf
http://www.ohoka-inst.com/minamoto22.pdf
http://www.ohoka-inst.com/oshijyo33.pdf
http://www.ohoka-inst.com/kinomoto_kofunduka.pdf
http://www.ohoka-inst.com/higashikata33.pdf
http://www.ohoka-inst.com/tamagawa1_22.pdf
http://www.ohoka-inst.com/tamagawa2_22.pdf
http://www.ohoka-inst.com/chuusonji33.pdf
http://www.ohoka-inst.com/shiogama.pdf
http://www.ohoka-inst.com/matsuyama22.pdf
http://www.ohoka-inst.com/takasaka_saichousa.pdf
http://www.ohoka-inst.com/nagaokikofungun222.pdf


平成30年12月31日　現在

古代寺院・遺跡/古墳/城館跡/各地の歴史と文化財他　探訪履歴　

平成25年3月21日 大築城跡（比企郡ときがわ町）

平成25年4月1日 忍城跡（行田市） 石田堤跡再調査（行田市）

平成25年4月8日 木の本古墳群再調査（深谷市） 東方城跡再調査（深谷市）

平成25年4月13日 松山城跡再調査（比企郡吉見町）

平成25年4月15日 木の本古墳群再調査（深谷市） 東方城跡再調査（深谷市）

平成25年4月22日 長沖・高柳古墳群再調査（本庄市）

秋山古墳群再調査（本庄市）

平成25年4月29日 川角古墳群（入間郡毛呂山町） 黒岩氏館跡（入間郡越生町） 延慶の板碑（入間郡毛呂山町）

金澤寺板碑（比企郡鳩山町）

園正寺板碑（比企郡鳩山町）

平成25年6月3日 住吉古墳（佐渡市） 久知城跡（馬坂城跡）（佐渡市） 久知八幡宮（佐渡市）

住吉城跡（佐渡市） 不動院（佐渡市）

平成25年6月11日 長野県立歴史館（更埴市）

平成25年6月29日 佐倉城址（佐倉市） 国立歴史民俗博物館（佐倉市）

平成25年7月23日 堂山下遺跡（入間郡毛呂山町） 川角古墳群再調査（入間郡毛呂山町） 大類館跡（入間郡毛呂山町） 鎌倉街道上道跡（入間郡毛呂山町）

大類古墳群（入間郡毛呂山町）

平成25年7月27日 小林八束Ⅰ遺跡（久喜市菖蒲町） 熊野神社古墳（桶川市）

八重塚2号墳（北本市）

平成25年8月2日 金平遺跡（比企郡嵐山町） 大蔵館跡再調査（比企郡嵐山町） 源義賢墓（比企郡嵐山町）

向徳寺板碑（比企郡嵐山町）

安養寺（比企郡嵐山町）

鎌倉街道上道跡（比企郡嵐山町）

平成25年8月7日 中宿遺跡（深谷市） 蛇喰古墳（深谷市） 岡部六弥太中澄之墓（深谷市）

岡遺跡・岡廃寺（深谷市） 菅原稲荷古墳（深谷市） 島護産泰神社（深谷市）

熊野遺跡（深谷市） 前原1号墳（深谷市）

白山遺跡（深谷市） 愛宕山古墳（深谷市）

内出八幡塚古墳（深谷市）

平成25年8月20日 横塚山古墳（熊谷市） 皿沼城跡（深谷市） 妻沼聖天山（熊谷市）

平成25年8月30日 諏訪山古墳群再調査（東松山市）

山の根古墳再調査（比企郡吉見町）

平成25年9月7日 さきたま古墳群再調査（行田市） 鎌田氏館跡（行田市）

平成25年9月13日 皿尾城跡（行田市）

須加城跡（行田市）

鎌田館跡再調査（行田市）

平成25年9月20日 木部山古墳群（児玉郡美里町） 雉岡城跡（本庄市児玉町） 東石清水八幡神社（本庄市児玉町）

平成25年9月27日 諏訪山古墳群（諏訪山古墳他）（児玉郡美里町）

平成25年10月3日 深谷城跡（深谷市）

別府城跡（熊谷市）

幡羅氏館跡（深谷市）

平成25年10月11日 毘沙門山古墳（羽生市） 鷲宮神社（羽生市）

保呂羽堂古墳（羽生市）

永明寺古墳（羽生市）

平成25年10月17日 鶴ヶ塚古墳（加須市）

樋遣川古墳群（加須市）

稲荷塚古墳（加須市）

御室塚古墳（加須市）

浅間塚古墳（加須市）

平成25年10月21日 目沼浅間塚古墳（北葛飾郡杉戸町）

木野川古墳群（北葛飾郡杉戸町）

平成25年10月28日 内牧塚内古墳群（春日部市）

平成25年10月30日 西戸古墳群（入間郡毛呂山町）
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http://www.ohoka-inst.com/oozuku33.pdf
http://www.ohoka-inst.com/oshijyo33.pdf
http://www.ohoka-inst.com/kinomoto_kofunduka.pdf
http://www.ohoka-inst.com/higashikata33.pdf
http://www.ohoka-inst.com/matsuyama2_33.pdf
http://www.ohoka-inst.com/kinomoto_kofunduka.pdf
http://www.ohoka-inst.com/higashikata33.pdf
http://www.ohoka-inst.com/nagaokikofungun222.pdf
http://www.ohoka-inst.com/akiyama_kofungun.pdf
http://www.ohoka-inst.com/kawakado_kofungun.pdf
http://www.ohoka-inst.com/kuroiwashiyakataato.pdf
http://www.ohoka-inst.com/enkyou.pdf
http://www.ohoka-inst.com/kanazawa.pdf
http://www.ohoka-inst.com/enshouji.pdf
http://www.ohoka-inst.com/sumiyoshi_kofun.pdf
http://www.ohoka-inst.com/kuji33.pdf
http://www.ohoka-inst.com/sumiyoshi33.pdf
http://www.ohoka-inst.com/kawakado_kofungun.pdf
http://www.ohoka-inst.com/ooruishi22.pdf
http://www.ohoka-inst.com/kamakura.pdf
http://www.ohoka-inst.com/oorui_2.pdf
http://www.ohoka-inst.com/obayashi22.pdf
http://www.ohoka-inst.com/kumanojinja_kofun.pdf
http://www.ohoka-inst.com/yaezuka_2.pdf
http://www.ohoka-inst.com/kanahira22.pdf
http://www.ohoka-inst.com/ookura33_2.pdf
http://www.ohoka-inst.com/minamoto.pdf
http://www.ohoka-inst.com/koutokuji22.pdf
http://www.ohoka-inst.com/anyouji.pdf
http://www.ohoka-inst.com/kamakurakaidou.pdf
http://www.ohoka-inst.com/hanzawa22.pdf
http://www.ohoka-inst.com/jabami_kofun.pdf
http://www.ohoka-inst.com/okabe.pdf
http://www.ohoka-inst.com/oka222.pdf
http://www.ohoka-inst.com/sugawarainariduka_kofun.pdf
http://www.ohoka-inst.com/shimamorisantai222.pdf
http://www.ohoka-inst.com/kumano222.pdf
http://www.ohoka-inst.com/maeharaichigoufun.pdf
http://www.ohoka-inst.com/shiroyamaiseki222.pdf
http://www.ohoka-inst.com/atagoyama_kofun2.pdf
http://www.ohoka-inst.com/uchidehachimanzuka_kofun.pdf
http://www.ohoka-inst.com/yokodukayamakofun.pdf
http://www.ohoka-inst.com/saranuma33.pdf
http://www.ohoka-inst.com/menumashoutenzan.pdf
http://www.ohoka-inst.com/suwayama_kofungun.pdf
http://www.ohoka-inst.com/yamanone_kofun.pdf
http://www.ohoka-inst.com/sakitamakofun_sai.pdf
http://www.ohoka-inst.com/kamatashi_yakata.pdf
http://www.ohoka-inst.com/sarao_shiroato.pdf
http://www.ohoka-inst.com/suga_shiroato.pdf
http://www.ohoka-inst.com/kamatashi_yakata.pdf
http://www.ohoka-inst.com/kibeyama_kofun.pdf
http://www.ohoka-inst.com/kijigaokajyo.pdf
http://www.ohoka-inst.com/suwayama.pdf
http://www.ohoka-inst.com/fukaya.pdf
http://www.ohoka-inst.com/beppu.pdf
http://www.ohoka-inst.com/harashi.pdf
http://www.ohoka-inst.com/bishamonyamakofun.pdf
http://www.ohoka-inst.com/washinomiya.pdf
http://www.ohoka-inst.com/horohadoukofun.pdf
http://www.ohoka-inst.com/youmeiji.pdf
http://www.ohoka-inst.com/tsurugazukakofun.pdf
http://www.ohoka-inst.com/inarizukakofun.pdf
http://www.ohoka-inst.com/mimurozukakofun.pdf
http://www.ohoka-inst.com/asamazukakofun.pdf
http://www.ohoka-inst.com/menuma.pdf
http://www.ohoka-inst.com/kinogawa.pdf
http://www.ohoka-inst.com/uchimakitsukanai.pdf
http://www.ohoka-inst.com/saido.pdf


平成30年12月31日　現在

古代寺院・遺跡/古墳/城館跡/各地の歴史と文化財他　探訪履歴　

平成25年10月31日 天王山塚古墳（久喜市菖蒲町） 神明神社（久喜市菖蒲町）

打出塚古墳（久喜市菖蒲町） 鎮守の森公園（久喜市菖蒲町）

夫婦塚古墳（久喜市菖蒲町）

禿山古墳（久喜市菖蒲町）

富士塚古墳（久喜市菖蒲町）

大日塚古墳（久喜市菖蒲町）

平成25年11月1日 原山古墳群（桶川市）

平成25年11月8日 殿山古墳（上尾市） 三ツ木城跡（桶川市）

平成25年11月16日 本郷埴輪窯跡（藤岡市） 七興山古墳（藤岡市） 金讃神社（児玉郡神川町）

女堀大溝（児玉郡神川町） 土師神社（藤岡市）

有氏神社（児玉郡神川町）

神川町中央公民館展示室（児玉郡神川町）

藤岡歴史館（藤岡市）

平成25年11月21日 腰越城跡（比企郡小川町）

中城跡（比企郡小川町）

安戸城跡（秩父郡東秩父村）

平成25年12月5日 さいたま市の古墳巡り 藤橋の六部堂（さいたま市/旧大宮市）

稲荷塚古墳（大宮市）

山王山古墳（大宮市）

上之稲荷古墳（大宮市）

台耕地稲荷塚古墳（大宮市）

茶臼塚古墳（大宮市）

平成25年12月11日 さいたま市の古墳巡り

浦和・大久保古墳群

かね山古墳（浦和市）

権現塚古墳（浦和市）

御岳山古墳（遊び塚古墳）（浦和市）

白鍬5号墳（浦和市）

白鍬塚山古墳（浦和市）

白鍬1,2号墳（浦和市）

平成25年12月17日 生出塚埴輪窯跡（鴻巣市） 殿山古墳（上尾市） 三ツ木城跡（桶川市） クレア鴻巣（鴻巣市）

馬室埴輪窯跡（鴻巣市）

平成25年12月28日 小見野館（比企郡川島町）

牛村屋敷（比企郡川島町）

道祖土館（比企郡川島町）

伊奈備前守陣屋（比企郡川島町）

平成26年1月7日 普門寺古墳群（児玉郡美里町）再調査 企画展示「観音霊場と武士」/嵐山史跡の博物館

羽黒山古墳群（児玉郡美里町）再調査

広木大町古墳群（児玉郡美里町）再調査

平成26年1月8日 企画展示「勝呂廃寺と東山道武蔵路」/坂戸市歴史民俗資料館

平成26年1月23日 末野窯跡再調査（大里郡寄居町） 高見城跡（比企郡小川町）

平成26年1月29日 庁鼻和城跡（深谷市）

源勝院館跡（深谷市）

人見氏館跡（深谷市）

岡部氏館跡（深谷市）

岡部陣屋跡（深谷市））

平成26年2月6日 川輪聖天塚古墳（児玉郡美里町） 庁鼻和城跡（深谷市）再調査

人見氏館跡（深谷市）再調査

岡部氏館跡（深谷市）再調査

岡部陣屋跡（深谷市））再調査

平成26年2月9日 埼玉・群馬考古展2014/東松山市ピオニウォークにて

平成26年2月18日 当麻寺（葛城市）

平成26年2月19日 豊浦寺（豊浦宮）跡（高市郡明日香村） 石舞台古墳（高市郡明日香村）

飛鳥寺跡（高市郡明日香村）

山田寺跡（桜井市）

小墾田宮跡推定地（高市郡明日香村）

川原寺跡（高市郡明日香村）

大官大寺跡（高市郡明日香村）

伝板蓋宮跡（高市郡明日香村）

飛鳥水落遺跡（高市郡明日香村）

飛鳥坐神社（高市郡明日香村）

甘樫坐神社（高市郡明日香村）

平成26年2月20日 本薬師寺跡（橿原市） 四天王寺（大阪市）

藤原宮跡（橿原市）
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http://www.ohoka-inst.com/tennouyamazukakofun.pdf
http://www.ohoka-inst.com/shinmei_kuki.pdf
http://www.ohoka-inst.com/oshide.pdf
http://www.ohoka-inst.com/meotozuka.pdf
http://www.ohoka-inst.com/hagezuka.pdf
http://www.ohoka-inst.com/fujizukakofun.pdf
http://www.ohoka-inst.com/dainichizuka.pdf
http://www.ohoka-inst.com/harayamakofun.pdf
http://www.ohoka-inst.com/img/tonoyama.pdf
http://www.ohoka-inst.com/img/mitsugishiroato.pdf
http://www.ohoka-inst.com/hongou.pdf
http://www.ohoka-inst.com/nanakoshiyama.pdf
http://www.ohoka-inst.com/kanasana.pdf
http://www.ohoka-inst.com/study2.pdf
http://www.ohoka-inst.com/doshi.pdf
http://www.ohoka-inst.com/ariuji.pdf
http://www.ohoka-inst.com/koshigoe.pdf
http://www.ohoka-inst.com/nakajyou.pdf
http://www.ohoka-inst.com/yasudo.pdf
http://www.ohoka-inst.com/fujibashi.pdf
http://www.ohoka-inst.com/inarizuka.pdf
http://www.ohoka-inst.com/sannouyama44.pdf
http://www.ohoka-inst.com/kaminoinari.pdf
http://www.ohoka-inst.com/daikouji.pdf
http://www.ohoka-inst.com/chausu.pdf
http://www.ohoka-inst.com/img/kaneyama_urawa.pdf
http://www.ohoka-inst.com/img/gongenduka_urawa.pdf
http://www.ohoka-inst.com/img/mitakeyamakofun.pdf
http://www.ohoka-inst.com/img/shirakuwa5.pdf
http://www.ohoka-inst.com/img/shirakuwazuka.pdf
http://www.ohoka-inst.com/img/oinezuka.pdf
http://www.ohoka-inst.com/img/tonoyama.pdf
http://www.ohoka-inst.com/img/mitsugishiroato.pdf
http://www.ohoka-inst.com/img/mamuro.pdf
http://www.ohoka-inst.com/kominoshiyakataato.pdf
http://www.ohoka-inst.com/ushimurashiyashikiato.pdf
http://www.ohoka-inst.com/saidoshiyakataato.pdf
http://www.ohoka-inst.com/inabizennomorijinyaato.pdf
http://www.ohoka-inst.com/img/fumonji.pdf
http://www.ohoka-inst.com/img/haguro.pdf
http://www.ohoka-inst.com/img/hiroki.pdf
http://www.ohoka-inst.com/suenokamaato.pdf
http://www.ohoka-inst.com/takami_shiroato.pdf
http://www.ohoka-inst.com/kobanawajyoato.pdf
http://www.ohoka-inst.com/genshouin_yakataato.pdf
http://www.ohoka-inst.com/hitomishiyakataato.pdf
http://www.ohoka-inst.com/okabeshiyakataato.pdf
http://www.ohoka-inst.com/okabejinyaato.pdf
http://www.ohoka-inst.com/kawawa_shodenduka.pdf
http://www.ohoka-inst.com/kobanawajyoato.pdf
http://www.ohoka-inst.com/hitomishiyakataato.pdf
http://www.ohoka-inst.com/okabeshiyakataato.pdf
http://www.ohoka-inst.com/okabejinyaato.pdf
http://www.ohoka-inst.com/taima2.pdf
http://www.ohoka-inst.com/toyuradera.pdf
http://www.ohoka-inst.com/ishimaki333.pdf
http://www.ohoka-inst.com/asukadera_1.pdf
http://www.ohoka-inst.com/yamadadera.pdf
http://www.ohoka-inst.com/oharidanomiya.pdf
http://www.ohoka-inst.com/kawaradera_1.pdf
http://www.ohoka-inst.com/daikandaijiato.pdf
http://www.ohoka-inst.com/denitabukinomiyaato.pdf
http://www.ohoka-inst.com/asukamizuochiiseki.pdf
http://www.ohoka-inst.com/asukaniimasujinja.pdf
http://www.ohoka-inst.com/amakashiniimasu.pdf
http://www.ohoka-inst.com/motoyakushijiato.pdf
http://www.ohoka-inst.com/shiten2.pdf
http://www.ohoka-inst.com/fujiwarakyuuato.pdf


平成30年12月31日　現在

古代寺院・遺跡/古墳/城館跡/各地の歴史と文化財他　探訪履歴　

平成26年4月15日 岩槻城跡（さいたま市）

平成26年4月24日 白石稲荷山古墳（藤岡市）

伊勢塚古墳（藤岡市）

皇子塚古墳（藤岡市）

宗永寺裏東塚古墳、西塚古墳（藤岡市）

諏訪神社古墳（藤岡市）

諏訪神社北古墳（藤岡４号墳）（藤岡市）

藤岡地区14号墳（藤岡市）

平井地区１号古墳（藤岡市）

平成26年5月4日 権現山古墳群（ふじみ野市）

平成26年5月7日 権現山古墳群再調査（ふじみ野市） 福岡城（城山）跡（ふじみ野市）

平成26年5月13日 臼杵磨崖仏（臼杵市）

平成26年5月14日 大御神社（日向市）

平成26年5月28日 福岡城（城山）跡再調査（ふじみ野市） 上福岡歴史民俗資料館（ふじみの市）

平成26年6月1日 金沢城址（金沢市）

平成26年6月2日 富山城址（富山市） 五箇山相倉合掌造り集落

平成26年6月14日 三島塚古墳（高崎市） 貫前神社（富岡市）

石原坊主山古墳（高崎市） 小祝神社（高崎市）

甘楽古代館（甘楽郡甘楽町）

富岡市立美術博物館（富岡市）

平成26年6月23日 北峰古墳群（坂戸市）

平成26年7月1日 下里割谷板碑石材採掘遺跡（比企郡小川町）

平成26年7月13日 北峰古墳群再調査（坂戸市）

平成26年7月15日 大聖寺法華経供養塔・板碑（比企郡小川町）

円城寺双式板碑（比企郡小川町）

阿弥陀図像板石塔婆（比企郡小川町）

平成26年7月16日 企画展「土偶と埴輪」/浅間縄文ミュージアム

平成26年7月23日 行人塚（比企郡小川町） 奈良梨陣屋跡（比企郡小川町） 大梅寺二連板石塔婆（比企郡小川町）

高谷砦跡（比企郡小川町） 大橋堂阿弥陀三尊種子板石塔婆（比企郡小川町）

西古里地蔵菩薩板石塔婆（比企郡小川町）

題目板石塔婆（比企郡小川町）

平成26年7月29日 甲斐国分寺跡（笛吹市） 経塚古墳（笛吹市） 躑躅ヶ崎館跡（武田神社）1（甲府市） 甲斐奈神社（笛吹市）

甲斐国分尼寺跡（笛吹市） 躑躅ヶ崎館跡（武田神社）2（甲府市） 浅間神社（笛吹市）

甲府城跡（舞鶴城公園）（甲府市）

平成26年7月31日 岩清水遺跡（甲府市） かんかん塚古墳（甲府市）

上の平遺跡（甲府市） 稲荷塚古墳（甲府市）

東山南遺跡（甲府市） 山梨県立考古博物館構内古墳（甲府市）

東山北遺跡（甲府市） 銚子塚古墳（甲府市）

釈迦堂遺跡（笛吹市） 丸山塚古墳（甲府市）

鍋弦塚（甲府市）

杯塚（甲府市）

岡銚子塚古墳（笛吹市）

盃塚古墳（笛吹市）

平成26年8月5日 安房国分寺跡（館山市） 館山城跡（館山市）

平成26年8月20日 鶴岡城址（鶴岡市）

平成26年8月21日 出羽神社（鶴岡市）

月山神社（鶴岡市）

湯殿山神社（山形市）

羽黒山五重塔（鶴岡市）

平成26年8月22日 稲荷森古墳（南陽市）

平成26年9月3日 大渕古墳（秩父郡皆野町） 阿左美氏館跡（秩父郡皆野町） 大霊神社千部供養板碑郡（秩父郡東秩父村）

平成26年9月7日 東寺（教王護国寺）（京都市）
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http://www.ohoka-inst.com/iwatsuki_shiroato.pdf
http://www.ohoka-inst.com/shiraishiinarizukakofun_001.pdf
http://www.ohoka-inst.com/isezukakofun_001.pdf
http://www.ohoka-inst.com/oujizukakofun_001.pdf
http://www.ohoka-inst.com/soueijiura.pdf
http://www.ohoka-inst.com/suwajinjya_kofun_001.pdf
http://www.ohoka-inst.com/suwajinja_fujioka4.pdf
http://www.ohoka-inst.com/fujiokachiku14gou.pdf
http://www.ohoka-inst.com/hiraichiku1gou.pdf
http://www.ohoka-inst.com/gongenyamakofun.pdf
http://www.ohoka-inst.com/gongenyamakofun.pdf
http://www.ohoka-inst.com/fukuokajyo_001.pdf
http://www.ohoka-inst.com/usukimagaibutsu.pdf
http://www.ohoka-inst.com/fukuokajyo_001.pdf
http://www.ohoka-inst.com/mishima.pdf
http://www.ohoka-inst.com/fieldstudy20140627.pdf
http://www.ohoka-inst.com/kitaminekofun_001.pdf
http://www.ohoka-inst.com/fieldstudy1515.pdf
http://www.ohoka-inst.com/kitaminekofun_001.pdf
http://www.ohoka-inst.com/hiki_sekizou.pdf
http://www.ohoka-inst.com/naranashijinyaato.pdf
http://www.ohoka-inst.com/hiki_sekizou.pdf
http://www.ohoka-inst.com/kaikokubunji_1.pdf
http://www.ohoka-inst.com/kyoudukakofn.pdf
http://www.ohoka-inst.com/tsutsuji1.pdf
http://www.ohoka-inst.com/kainajinja.pdf
http://www.ohoka-inst.com/kaikokubunji_2.pdf
http://www.ohoka-inst.com/tsutsuji2.pdf
http://www.ohoka-inst.com/asamajinja.pdf
http://www.ohoka-inst.com/kofu1.pdf
http://www.ohoka-inst.com/kai_iwashimizuiseki.pdf
http://www.ohoka-inst.com/kai_kankanduka.pdf
http://www.ohoka-inst.com/kai_uenotaira.pdf
http://www.ohoka-inst.com/kai_inarizuka.pdf
http://www.ohoka-inst.com/kai_higashiyamaminami.pdf
http://www.ohoka-inst.com/yamanashikenritsukouko.pdf
http://www.ohoka-inst.com/kai_higashiyamakita.pdf
http://www.ohoka-inst.com/kai_choshizuka.pdf
http://www.ohoka-inst.com/shakadoiseki.pdf
http://www.ohoka-inst.com/kai_maruyamaduka.pdf
http://www.ohoka-inst.com/okafurusatokouennokofun_1.pdf
http://www.ohoka-inst.com/okafurusatokouennokofun_2.pdf
http://www.ohoka-inst.com/awakokubunji_1.pdf
http://www.ohoka-inst.com/tsuruokajyoato_2015.pdf
http://www.ohoka-inst.com/dewasanzanmeguri_2015.pdf
http://www.ohoka-inst.com/inarimori_kofun222.pdf
http://www.ohoka-inst.com/oobuchikofun_001.pdf
http://www.ohoka-inst.com/img/asamishiyakataato_0001.pdf
http://www.ohoka-inst.com/taireijinjya_001.pdf


平成30年12月31日　現在

古代寺院・遺跡/古墳/城館跡/各地の歴史と文化財他　探訪履歴　

平成26年9月8日 醍醐寺（上醍醐・下醍醐）（京都市）

平成26年9月15日 企画展示「発掘された日本列島2014」/江戸東京博物館

平成26年10月8日 土呂陣屋跡（さいたま市）

寿能城跡（さいたま市）

平成26年10月17日 古谷神社古墳（川越市） 古尾谷氏館跡（善仲寺館跡）（川越市）

平成26年10月19日 越生氏館跡（入間郡越生町）

岡崎氏館跡（入間郡越生町）

高取城跡（入間郡越生町）

平成26年10月24日 鳴瀬氏館跡（入間郡越生町）

田代氏館跡（入間郡越生町）

堂山館跡（入間郡越生町）

黒岩氏館跡（入間郡越生町）再調査

平成26年10月28日 滝ノ城跡（所沢市）

平成26年10月31日 三溪園（横浜市）

平成26年11月11日 金剛峰寺/不動堂・大門・根本大塔

など壇上伽藍（伊都郡高野町）

金剛三昧院/多宝塔・経蔵・四社明神・客殿（伊都郡高野町）

平成26年11月12日 熊野本宮大社（田辺市）

熊野那智大社（東牟婁郡那智勝浦町）

熊野速玉神社（新宮市）

平成26年11月14日 善福院釈迦堂（海南市）

平成26年11月18日 斎藤実盛館跡（熊谷市）

平成26年11月27日 砂川遺跡（所沢市） 小手指ヶ原古戦場跡（所沢市）

白旗塚遺跡（所沢市） 稲荷神社・庚申塔・三山百番石橋供養塔（所沢市）

石神遺跡（所沢市） 不動橋（所沢市）

番場遺跡（所沢市） 特別展2014「大地にねむる人間の歴史」/入間市博物館

平成26年11月29日 原之城遺跡（伊勢崎市） 伊勢崎市立赤堀歴史民俗資料館

岩宿遺跡（みどり市) 岩宿博物館（伊勢崎市）

平成26年12月10日 大堀山城跡（川越市）

平成26年12月16日 鶴ヶ島市№40古墳（鶴ヶ島市）

平成26年12月17日 綿貫観音山古墳（高崎市） 倉賀野神社（高崎市）

普賢寺裏古墳（高崎市）

不動山古墳（高崎市）

浅間山古墳（高崎市）

大鶴巻古墳（高崎市）

小鶴巻古墳（高崎市）

平成27年1月7日 勝丸稲荷神社古墳（児玉郡美里町） 大興寺（児玉郡美里町）

道潅山古墳（児玉郡美里町） 伝大伴部真足女の遺跡（児玉郡美里町）

堂山古墳（児玉郡美里町） 万場道祖神（児玉郡美里町）

大興寺山古墳（児玉郡美里町）

平成27年1月17日 シンポジウム「三角縁神獣鏡と3～4世紀の東松山」

/東松山市・東松山市教育委員会

平成27年2月6日 企画展「戦国時代は関東から始まった」/

嵐山史跡の博物館企画展

平成27年3月10日 滝ノ城跡再調査（所沢市）

平成27年3月17日 狭山稲荷山古墳群（狭山市） 柏原城跡（狭山市） 狭山市博物館（狭山市）

平成27年3月20日 「眠りからさめた武人」展/入西石塚

古墳速報展/坂戸市文化会館にて

平成27年3月22日 花園城跡（大里郡寄居町）

花園御岳城跡（大里郡寄居町）

平成27年3月27日 金尾山城跡（大里郡寄居町） 伝蔵院（大里郡寄居町）

金尾氏館跡（大里郡寄居町） 正龍寺（大里郡寄居町）

藤田氏館跡（大里郡寄居町）

平成27年4月5日 一市三町合同企画展「越辺川流域の歴史・文化」/

毛呂山町歴史民俗資料館

平成27年4月6日 増田館跡（熊谷市） 江南文化財センター再訪（熊谷市）

平成27年4月7日 坂戸市歴史民俗資料館再々訪
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http://www.ohoka-inst.com/daigotera_001.pdf
http://www.ohoka-inst.com/torojinyaato.pdf
http://www.ohoka-inst.com/junoujyoato.pdf
http://www.ohoka-inst.com/furuyajinjya_kofun222.pdf
http://www.ohoka-inst.com/furuoyashi_yakataato222.pdf
http://www.ohoka-inst.com/ogoseshiyakataato.pdf
http://www.ohoka-inst.com/okazakishiyakataato.pdf
http://www.ohoka-inst.com/takatorijyoato.pdf
http://www.ohoka-inst.com/naruseshiyakataato.pdf
http://www.ohoka-inst.com/tashiroyakata.pdf
http://www.ohoka-inst.com/douyamayakataato.pdf
http://www.ohoka-inst.com/kuroiwashiyakataato.pdf
http://www.ohoka-inst.com/takinojyoushi222.pdf
http://www.ohoka-inst.com/sankeien.pdf
http://www.ohoka-inst.com/kouyasan_meguri222.pdf
http://www.ohoka-inst.com/kumano_sanzanmeguri222.pdf
http://www.ohoka-inst.com/zenfukuin_shakadou222.pdf
http://www.ohoka-inst.com/saitousanemori_yakataato222.pdf
http://www.ohoka-inst.com/sunakawa_iseki.pdf
http://www.ohoka-inst.com/kotesashigahara222.pdf
http://www.ohoka-inst.com/shirohatazuka222.pdf
http://www.ohoka-inst.com/sunakawa_iseki.pdf
http://www.ohoka-inst.com/sunakawa_iseki.pdf
http://www.ohoka-inst.com/gennojyou_iseki222.pdf
http://www.ohoka-inst.com/iwajyuku_iseki222.pdf
http://www.ohoka-inst.com/ooboriyamajyouato222.pdf
http://www.ohoka-inst.com/watanukikannonyama_kofun2015.pdf
http://www.ohoka-inst.com/fugenjiura_kofun2015.pdf
http://www.ohoka-inst.com/fudouyama_kofun2015.pdf
http://www.ohoka-inst.com/sengenyama_kofun2015.pdf
http://www.ohoka-inst.com/ootsurumaki_kofun2015.pdf
http://www.ohoka-inst.com/kotsurumaki_kofun2015.pdf
http://www.ohoka-inst.com/kachimaruinari.pdf
http://www.ohoka-inst.com/doukanyamakofun.pdf
http://www.ohoka-inst.com/denootomo.pdf
http://www.ohoka-inst.com/douyamakofun.pdf
http://www.ohoka-inst.com/daikoujiyama.pdf
http://www.ohoka-inst.com/takinojyoushi222.pdf
http://www.ohoka-inst.com/kashiwabara_jyoshi222.pdf
http://www.ohoka-inst.com/hanazono_shiroato222.pdf
http://www.ohoka-inst.com/hanazonomitake_shiroato222.pdf
http://www.ohoka-inst.com/kaneoyama_shiroato222.pdf
http://www.ohoka-inst.com/kaneoshi_yakataato.pdf
http://www.ohoka-inst.com/shouryuuji222.pdf
http://www.ohoka-inst.com/fujitashiyakataato.pdf
http://www.ohoka-inst.com/masudayakataato.pdf


平成30年12月31日　現在

古代寺院・遺跡/古墳/城館跡/各地の歴史と文化財他　探訪履歴　

平成27年4月8日 東松山市埋蔵文化財センター再訪

平成27年4月22日 山王古墳群再調査（比企郡嵐山町）

峠の平古墳群（比企郡嵐山町）

寺山1号墳（比企郡嵐山町）

平成27年4月23日 企画展「古代入間郡の役所と道」/川越市博物館

平成27年4月27日 亀塚山古墳（前橋市） 飯玉神社（前橋市）

金冠塚古墳（前橋市）

上川淵97号墳・飯玉神社（前橋市）

天神山古墳（前橋市）

二子山古墳（前橋市）

八幡山古墳（前橋市）

不二山古墳（前橋市）

平成27年5月14日 （仮称）御岳山神社古墳（ふじみ野市）

平成27年5月20日 塚の山古墳（志木市）

峡山古墳（朝霞市）

平成27年5月21日 小用廃寺（比企郡鳩山町）

小用窯跡（比企郡鳩山町）

小用遺跡（比企郡鳩山町）

仮宿遺跡（比企郡鳩山町）

平成27年5月22日 黒井峯遺跡（渋川市）

金井東裏遺跡（渋川市）

中筋遺跡再調査（渋川市）

平成27年6月10日 所沢市中富民俗資料館（所沢市）

平成27年6月14日 渡来人の里フォーラム「飛鳥と高麗郡の歴史的

つながり～渡来から未来へ～

平成27年6月24日 小田原城跡（小田原市） 勝福寺（小田原市）

平成27年6月27日 安中市ふるさと学習館（安中市）

軽井沢町歴史民俗資料館（北佐久郡御代田町）

浅間縄文ミュージアム再訪（北佐久郡御代田町）

平成27年7月5日 高麗1300公開歴史講演会「高麗郡建郡と東アジアの交流」

平成27年7月10日 歴史講座「古代から中世の関東」/

「武士だけでは語れない中世の始まり」/

嵐山史跡の博物館（比企郡嵐山町）

平成27年7月11日 デルフィ遺跡（ギリシャ、以下同様） メガロメテオロン修道院（ギリシャ、以下同様）

～18日 オリンピア遺跡 パルラーム修道院

ミケーネ遺跡 コリント運河

ハドリアヌスの図書館 アギオス・ネクタリオス修道院

古代アゴラ デルフィ博物館

アクアポリスの丘 ミケーネ博物館

ハドリアヌスの門 アテネ国立考古学博物館

オリンピア・ゼウス神殿

アフェア神殿（ギリシャ・エギナ島）

ヘファイストスの神殿（古代アゴラ）

アテナ・ニケの神殿

（アクロポリスの丘）

ブーレエの門（アクロポリスの丘）

ヘロド・アティクス音楽堂

（アクロポリスの丘）

前門（アクロポリスの丘）

パルテノン神殿（アクロポリスの丘）

ディオニソス劇場（アクロポリスの丘）

エレクティオン神殿（アクロポリスの丘）

平成27年8月1日 一市三町合同企画展関連事業文化財

講座「古墳時代から奈良時代の様相」

/坂戸市文化会館にて

平成27年9月5日 高尾山古墳（沼津市）

平成27年9月18日 歴史講座「古代から中世の関東」/

「遺跡からみた東国武士の出現-屋敷から館へ-」/

嵐山史跡の博物館

平成27年9月20日 山田城跡再調査（比企郡滑川町）

山崎城跡（比企郡滑川町）
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http://www.ohoka-inst.com/sannou_kofungun222.pdf
http://www.ohoka-inst.com/tougenotairakofun.pdf
http://www.ohoka-inst.com/terayama_1gou.pdf
http://www.ohoka-inst.com/kamezukayama_kofun.pdf
http://www.ohoka-inst.com/kinkanzuka_kofun.pdf
http://www.ohoka-inst.com/kamikawabuchi_97.pdf
http://www.ohoka-inst.com/tenjinyama_kofun.pdf
http://www.ohoka-inst.com/futakoyama_kofun.pdf
http://www.ohoka-inst.com/hachimanyama_kofun_maebashi.pdf
http://www.ohoka-inst.com/futakoyama_kofun.pdf
http://www.ohoka-inst.com/kasho_mitakeyamajinjyakofun2017.pdf
http://www.ohoka-inst.com/tsukanoyamakofun.pdf
http://www.ohoka-inst.com/hakeyamakofun.pdf
http://www.ohoka-inst.com/kuroimine_iseki2015.pdf
http://www.ohoka-inst.com/kanaihigashiura_iseki2015.pdf
http://www.ohoka-inst.com/nakasuji_iseki222.pdf
http://www.ohoka-inst.com/odawarajyoato.pdf
http://www.ohoka-inst.com/shoufukuji222.pdf
http://www.ohoka-inst.com/delfy.pdf
http://www.ohoka-inst.com/meteora.pdf
http://www.ohoka-inst.com/olympia.pdf
http://www.ohoka-inst.com/mikene.pdf
http://www.ohoka-inst.com/hadorianus.pdf
http://www.ohoka-inst.com/old_agora.pdf
http://www.ohoka-inst.com/acropolice.pdf
http://www.ohoka-inst.com/afea_shinden.pdf
http://www.ohoka-inst.com/takaoyamakofun.pdf


平成30年12月31日　現在

古代寺院・遺跡/古墳/城館跡/各地の歴史と文化財他　探訪履歴　

平成27年9月30日 大日塚古墳（行田市） 企画展「古墳時代の終焉と律令時代の幕開け」/

諏訪古墳（行田市） さきたま史跡の博物館（行田市）

平成27年10月2日 鶴ケ丘稲荷神社古墳（鶴ヶ島市）

新山古墳群（坂戸市）

平成27年10月14日 藤本観音山古墳（足利市）

宝泉茶臼山古墳（太田市）

朝子塚古墳（太田市）

お富士山古墳（伊勢崎市）

平成27年10月18日 下里・青山板碑製作遺跡講演会（比企郡小川町）

平成27年10月21日 金井沢碑（高崎市） 山ノ上古墳（高崎市） 八幡神社（高崎市）

山ノ上碑（高崎市） 観音塚古墳（高崎市）

若田原遺跡（高崎市） 八幡遺跡20号墳（高崎市）

平塚古墳（高崎市）

八幡二子塚古墳（高崎市）

八幡霊園内古墳群他（高崎市）

物見塚（休塚）古墳（高崎市）

平成27年10月23日 歴史講座「古代から中世の関東」/

「東国武士の屋敷とその周辺」/嵐山史跡の博物館

平成27年11月4日 那須官衙跡（那須郡那珂川町） 下侍塚古墳群（大田原市） 笠石神社（大田原市）

上侍塚古墳（大田原市） なす風土記の丘資料館小川館（那須郡那珂川町）

上侍塚北古墳（大田原市） なす風土記の丘資料館湯津上館（大田原市）

平成27年11月12日 さきたま古墳群再調査（行田市）

八幡山古墳再調査（行田市）

平成27年11月11日 特別展「板碑で読み解く武士と寺院

～私の身近にある中世～」/入間市博物館

高倉寺観音堂（入間市）

円照寺板碑（入間市）

平成27年11月23日 山田寺再調査（桜井市） 箸墓古墳（桜井市） 海住山寺（木津川市）

～26日 豊浦寺跡再調査（高市郡明日香村） 景行天皇陵（天理市） 浄瑠璃寺（木津川市）

大官大寺跡再調査（橿原市） 崇神天皇陵（天理市） 岩船寺（木津川市）

本薬師寺跡再調査（橿原市） 三瀬丸山古墳（橿原市） 大神神社（桜井市）

藤原京再調査（橿原市） 植山古墳（橿原市） 如意輪寺（吉野郡吉野町）

応神天皇陵（羽曳野市） 談山神社（桜井市）

叡福寺北古墳（南河内郡太子町） 桜井市立埋蔵文化財センター（桜井市）

一須賀古墳群（南河内郡河南町） 石上神宮（天理市）

今城塚古墳（高槻市） 当麻寺再訪（葛城市）

叡福寺（南河内郡太子町）

近つ飛鳥博物館（南河内郡河南町）

今城塚古代歴史館（高槻市）

平成27年11月27日 歴史講座「古代から中世の関東」/

「秩父平氏の古代から中世-都幾川中上流域を

中心に-」/嵐山史跡の博物館

平成27年11月28日 相模国分寺跡再調査（海老名市） 有鹿神社（海老名市）

相模国分尼寺跡（海老名市） 温故館再訪（海老名市）

相模原市立博物館（相模原市）

平成27年12月5日 大寺廃寺、女影廃寺再調査（日高市） 高麗1300シンポジウム「武蔵国における高麗人と

新羅人～渡来人の動向から高麗郡建郡の

謎に迫る！」

高麗神社再訪（日高市）

聖天院再訪（日高市）

平成27年12月8日 女影廃寺再調査（日高市） 女影氏館跡（日高市）

平成27年12月9日 勝坂遺跡（相模原市） 秋葉山古墳群（海老名市）

平成27年12月18日 台渡里官衙遺跡群（水戸市） 愛宕山古墳（水戸市） 曝井（水戸市）

吉田古墳（水戸市）

平成28年1月5日 龍谷山城跡（入間郡毛呂山町）

平成28年1月6日 嵐山史跡の博物館　企画展　「中世黎明

～時代を変えた武士と民衆～」

平成28年1月7日 天神山城跡（秩父郡長瀞町） 野上下郷石塔姿（秩父郡長瀞町）

岩田館跡（秩父郡長瀞町）
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http://www.ohoka-inst.com/dainichizuka_kofun2015.pdf
http://www.ohoka-inst.com/suwa_kofun2015.pdf
http://www.ohoka-inst.com/tsurugaokairajijinjakofun.pdf
http://www.ohoka-inst.com/niiyamakofungun2017.pdf
http://www.ohoka-inst.com/fujimotokannonyama_kofun2015.pdf
http://www.ohoka-inst.com/housenchausuyama_kofun2015.pdf
http://www.ohoka-inst.com/choushizuka_kofun2015.pdf
http://www.ohoka-inst.com/ofujisan_kofun_2015.pdf
http://www.ohoka-inst.com/kanaizawahi.pdf
http://www.ohoka-inst.com/yamanouekofun.pdf
http://www.ohoka-inst.com/yamanouehi.pdf
http://www.ohoka-inst.com/kannonzuka_kofun2015.pdf
http://www.ohoka-inst.com/yahatareiennaikofungunhoka.pdf
http://www.ohoka-inst.com/kannondukakoukoshiryoukan.pdf
http://www.ohoka-inst.com/hiratsukakofun.pdf
http://www.ohoka-inst.com/yawatafutagozuka.pdf
http://www.ohoka-inst.com/yahatareiennaikofungunhoka.pdf
http://www.ohoka-inst.com/monomidukakofun.pdf
http://www.ohoka-inst.com/nasukangaato.pdf
http://www.ohoka-inst.com/shimosamuraizuka.pdf
http://www.ohoka-inst.com/kamisamuraizuka.pdf
http://www.ohoka-inst.com/sakitamakofun_sai.pdf
http://www.ohoka-inst.com/hachimanyama_kofun2015.pdf
http://www.ohoka-inst.com/kousoufji222.pdf
http://www.ohoka-inst.com/enshouji222.pdf
http://www.ohoka-inst.com/yamadadera.pdf
http://www.ohoka-inst.com/hashihakakofun.pdf
http://www.ohoka-inst.com/kaijyuusenji.pdf
http://www.ohoka-inst.com/toyuradera.pdf
http://www.ohoka-inst.com/jyoururi.pdf
http://www.ohoka-inst.com/daikandaijiato.pdf
http://www.ohoka-inst.com/gansenji.pdf
http://www.ohoka-inst.com/motoyakushijiato.pdf
http://www.ohoka-inst.com/oogamijinjya222.pdf
http://www.ohoka-inst.com/fujiwarakyuuato.pdf
http://www.ohoka-inst.com/nyoirinji.pdf
http://www.ohoka-inst.com/tanzan222.pdf
http://www.ohoka-inst.com/eifukujikitakofun.pdf
http://www.ohoka-inst.com/ichisukakofungun.pdf
http://www.ohoka-inst.com/ishigami222.pdf
http://www.ohoka-inst.com/imashirozukakofun.pdf
http://www.ohoka-inst.com/taima2.pdf
http://www.ohoka-inst.com/eifukujikitakofun.pdf
http://www.ohoka-inst.com/sagami_2015.pdf
http://www.ohoka-inst.com/fieldstudy201602.pdf
http://www.ohoka-inst.com/sagamikokubuamaderaato.pdf
http://www.ohoka-inst.com/onakage55.pdf
http://www.ohoka-inst.com/hidaka.pdf
http://www.ohoka-inst.com/onakage55.pdf
http://www.ohoka-inst.com/katsusakaiseki.pdf
http://www.ohoka-inst.com/akibayama_kofun_ebina.pdf
http://www.ohoka-inst.com/daiwatari.pdf
http://www.ohoka-inst.com/atagoyamakofun.pdf
http://www.ohoka-inst.com/futatsunosarashii.pdf
http://www.ohoka-inst.com/yoshidakofun.pdf
http://www.ohoka-inst.com/ryugaisanjyoato.pdf
http://www.ohoka-inst.com/tenjinyamashiroato.pdf
http://www.ohoka-inst.com/nogami222.pdf


平成30年12月31日　現在

古代寺院・遺跡/古墳/城館跡/各地の歴史と文化財他　探訪履歴　

平成28年1月14日 大野原古墳群（秩父市）

狐塚古墳（秩父市）

氷雨塚古墳（秩父市）

平成28年1月15日 嵐山史跡の博物館　関連講演会「将門の乱と古代末期の関東」

平成28年1月31日 シンポジウム「検証！古代から中世～東国の視点から～」

平成28年3月17日 大仏二子塚古墳他（児玉郡美里町） 仲山城跡（秩父郡長瀞町）

平成28年3月31日 田名向原遺跡公園古墳（相模原市） 津久井城跡（相模原市）

平成28年4月6日 北大谷古墳（八王子市） 八王子城跡（八王子市）

平成28年4月18日 天神塚古墳（笛吹市） 新府城跡（韮崎市）

狐塚古墳（笛吹市）

日向塚古墳（笛吹市）

平成28年5月4日 さきたま講座　「埼玉古墳群と6世紀の東日本

～交通の劇的変化と関東の特質」

平成28年6月21日 桜土手古墳展示館古墳（秦野市） 高麗神社再訪（日高市）

高来神社（平塚市）

平成28年7月2日 那須官衙遺跡再調査（那須郡那珂川町） 侍塚古墳群（大田原市） 那珂川町なす風土記の丘資料館再訪

大田原市なす風土記の丘資料館湯津上館再訪

那須国造碑（大田原市）

平成28年7月8日 吉見町埋蔵文化財センター　企画展「三ノ耕地物語」

歴史講座　「小田原北条氏と武蔵国衆」

平成28年7月12日 大室古墳群（前橋市）

平成28年7月16日 第20回坂戸市埋文出土品展

平成28年7月23日 埼玉県立歴史と民俗の博物館特別展「高麗郡1300年」

平成28年7月31日 第3回公開歴史講座　「高句麗から高麗郡へ」

平成28年9月10日 考古学講座　「行田市白山愛宕山古墳の発掘調査

成果～発掘された白山愛宕山古墳とその周辺の

遺跡」

平成28年9月16日 歴史講座　「忍城主成田氏と北武蔵の戦国時代」

平成28年10月19日 羽生城跡（羽生市） さきたま史跡の博物館　企画展　「埼玉の古墳～比企・入間～」

騎西城跡（加須市）

平成28年10月21日 歴史講座「戦国時代の騎西城について」

平成28年11月2日 嵐山史跡の博物館　企画展　「戦国を生き抜いた武将たち」

平成28年11月3日 足利公園古墳（足利市）

平成28年11月15日 綿貫観音山古墳再調査（高崎市） 群馬県立歴史博物館再訪（高崎市）

観音塚古墳再調査（高崎市） 観音塚考古資料館再訪（高崎市）

平成28年11月25日 歴史講座「戦国武将と起請文～北条氏を中心に～」

平成28年11月26日 下野薬師寺跡再調査（下野市） 甲塚古墳再調査（下野市） 下野薬師寺歴史館再訪（下野市）

下野国分寺跡再調査（下野市） しもつけ風土記の丘資料館再訪（下野市）

栃木市おおひら歴史民俗資料館

栃木市おおひら郷土資料館～「白石家戸長屋敷」～

平成28年12月7日 明治大学博物館　特別展「再葬墓と甕棺墓」

平成28年12月12日 岩櫃城跡（吾妻郡東吾妻町）

平成28年12月23日 名胡桃城跡（群馬県みなかみ町）

沼田城跡（沼田市）

平成29年1月11日 滝山城跡1（八王子市）

滝山城跡2（八王子市）

平成29年1月18日 滝山城跡再調査（八王子市）

高月城跡（八王子市）

平成29年1月29日 シンポジウム「関東の戦国末期を再考する」

平成29年2月3日 浄福寺城跡（八王子市）

平成29年2月14日 浅羽野2号墳（坂戸市）
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http://www.ohoka-inst.com/oonoharakofungun.pdf
http://www.ohoka-inst.com/kitsunezukakofun.pdf
http://www.ohoka-inst.com/hisamezukakofun.pdf
http://www.ohoka-inst.com/daibutsukofungun.pdf
http://www.ohoka-inst.com/nakayamashiroato.pdf
http://www.ohoka-inst.com/tanamukaihara_222.pdf
http://www.ohoka-inst.com/tsukuishiroato.pdf
http://www.ohoka-inst.com/kitaooya22.pdf
http://www.ohoka-inst.com/tsukuishiroato.pdf
http://www.ohoka-inst.com/tenjinduka22.pdf
http://www.ohoka-inst.com/shinpujyouseki.pdf
http://www.ohoka-inst.com/kituneduka2.pdf
http://www.ohoka-inst.com/hinataduka22.pdf
http://www.ohoka-inst.com/field_3.pdf
http://www.ohoka-inst.com/field_3.pdf
http://www.ohoka-inst.com/nasukangaato.pdf
http://www.ohoka-inst.com/field_1.pdf
http://www.ohoka-inst.com/field_1.pdf
http://www.ohoka-inst.com/oomuro_kofungun2.pdf
http://www.ohoka-inst.com/hanyuu_shiroato222.pdf
http://www.ohoka-inst.com/kisai_shiroato222.pdf
http://www.ohoka-inst.com/ashikagakouen_kofun2.pdf
http://www.ohoka-inst.com/watanukikannonyama_kofun2015.pdf
http://www.ohoka-inst.com/kannonzuka_kofun2015.pdf
http://www.ohoka-inst.com/shimotukeyakushijiato.pdf
http://www.ohoka-inst.com/kabutozuka_kofun.pdf
http://www.ohoka-inst.com/field_2.pdf
http://www.ohoka-inst.com/555.pdf
http://www.ohoka-inst.com/iwabitsujyoato.pdf
http://www.ohoka-inst.com/nagurumijyoato.pdf
http://www.ohoka-inst.com/numatajyoato.pdf
http://www.ohoka-inst.com/takiyamashiroato_1.pdf
http://www.ohoka-inst.com/takiyamashiroato_2.pdf
http://www.ohoka-inst.com/takatsukishiroato.pdf
http://www.ohoka-inst.com/jyofukujishiroato.pdf
http://www.ohoka-inst.com/asabano.pdf


平成30年12月31日　現在

古代寺院・遺跡/古墳/城館跡/各地の歴史と文化財他　探訪履歴　

平成29年2月24日 小前田3号墳（大里郡寄居町） 金鑚御嶽城跡（児玉郡神川町）

小前田19号墳（大里郡寄居町）

平成29年3月3日 国神塚古墳跡（秩父郡皆野町） 仙馬山城跡（秩父郡皆野町）

浅間山古墳（秩父郡長瀞町）

平成29年3月10日 虎ヶ岡城跡（秩父郡長瀞町）

白石城跡（児玉郡美里町）

平成29年1月11日 逆井城跡（猿島郡猿島町）

関宿城跡（東葛飾郡関宿町）

平成29年3月22日 箕輪城跡1（高崎市）

箕輪城跡2（高崎市）

平成29年3月30日 平井城跡（藤岡市）

平井金山城跡（藤岡市）

平成29年4月6日 白井城跡（渋川市）

箕輪城跡再調査（高崎市）

平成29年3月12日 埼玉史跡の博物館　テーマ展「弥生の空間～実りと祈り～」

平成29年3月14日 鷹留城跡（高崎市）

箕輪城跡再々調査（高崎市）

平成29年4月18日 特別展示「東松山市の考古学～発掘調査年史～」/

東松山市埋蔵文化財センター

平成29年4月20日 方墳大塚古墳（さいたま市） 埼玉県立歴史と民俗の博物館企画展

本杢古墳（さいたま市） 「縄文の空間～暮らしと願い～」

平成29年4月24日 慶元寺古墳群（世田谷区）

喜多見古墳群（世田谷区）

稲荷塚古墳（世田谷区）

第六天塚古墳（世田谷区）

天神塚古墳（世田谷区）

砧中学校古墳群（世田谷区）

平成29年5月18日 愛宕塚、虫塚、№40号墳、№41号墳（鶴ヶ島市） 川崎平右衛門定孝陣屋跡（鶴ヶ島市）

平成29年5月27日 毛呂山町歴史民俗資料館春季企画展

「祈りの旅～村びとの旅事情～」

平成29年6月7日 №39号墳、№53号墳、富士塚古墳（鶴ヶ島市）

平成29年6月15日 上野国分寺跡再調査（高崎市） 保渡田八幡塚古墳再調査（高崎市）

上野国分尼寺跡（高崎市） 井手二子山古墳再調査（高崎市）

山王廃寺再調査（高崎市） 保渡田薬師塚古墳（高崎市）

三ッ寺Ⅰ遺跡（高崎市） 綿貫観音山古墳再々調査（高崎市）

平成29年6月23日 赤穂城跡（赤穂市）

龍野城跡（たつの市）

平成29年6月25日 丸亀城跡1（丸亀市）

丸亀城跡2（丸亀市）

平成29年7月20日 梅木遺跡（前橋市） 赤堀茶臼山古墳（伊勢崎市） 赤堀歴史民俗資料館再訪（伊勢崎市）

上植木廃寺（伊勢崎市） 一ノ関古墳（伊勢崎市） 大室はにわ館（前橋市）

鶴巻古墳（伊勢崎市）

大室古墳群再調査（前橋市）

平成29年7月21日 第24回坂戸市埋蔵文化財出土品展

平成29年8月2日 行田市郷土博物館　第27回テーマ展

「古代への扉を開く～行田発掘物語～」

さきたま史跡の博物館　平成29年度最新出土品展

平成29年8月21日 柏ノ城跡（志木市）

平成29年8月24日 東松山市埋蔵文化財センター再訪

平成29年9月2日 さきたま講座「武蔵北部における古墳の出現

～初期古墳から前期大型古墳へ～」

平成29年9月7日 嵐山史跡の博物館　「比企の中世　ＰＡＲＴ　1」　

平成29年9月9日 早稲田リサーチパーク「中世の児玉地域

～武蔵武士の活躍～」①

平成29年9月13日 上野国府跡（前橋市） 三津屋古墳（北群馬郡吉岡町） 蒼海城跡（前橋市）

源平山古墳（北群馬郡吉岡町）
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平成30年12月31日　現在

古代寺院・遺跡/古墳/城館跡/各地の歴史と文化財他　探訪履歴　

平成29年9月16日 早稲田リサーチパーク　「中世の児玉地域

～武蔵武士の活躍～」②

本庄市立歴史民俗資料館

宥勝寺（本庄市）

平成29年9月20日 金山城跡1（太田市） さきたま史跡の博物館　「埼玉の古墳～秩父・児玉・大里～」

金山城跡2（太田市）

平成29年9月26日 仙波古墳群再調査（川越市） 川越市立博物館

川越五河岸他川越探訪

平成29年9月30日 山王塚古墳発掘調査見学会（川越市）

平成29年10月5日 唐沢山城跡（佐野市）

佐野城跡（佐野市）

平成29年10月5日 佐野城跡再調査（佐野市） 佐野市立郷土博物館　企画展「佐野の城館跡

赤見城跡（佐野市） ～唐沢山城とその支城～」

平成29年10月26日 躑躅ヶ崎館跡再調査1（甲府市） 積翆寺（甲府市）

躑躅ヶ崎館跡再調査2（甲府市）

甲府城跡再調査（甲府市）

平成29年11月4日 柏ノ城跡再調査（志木市）

平成29年11月10日 丸亀城跡再調査（丸亀市）

平成29年11月11日 今治城跡（今治市）

平成29年11月12日 今治城跡再調査（今治市）

平成29年11月26日 剣崎長瀞西古墳（高崎市） 群馬県立歴史博物館　企画展「海を渡って来た

馬文化～黒井峯遺跡と群れる馬～」

観音塚古墳資料館　企画展「小さな古墳の物語

～群馬の群集墳を考える」

平成29年12月4日 嵐山史跡の博物館　企画展「武蔵武士とその本拠」

平成29年12月7日 姫宮神社古墳（南埼玉郡宮代町） 足利政氏館跡（久喜市） 宮代町郷土資料館（南埼玉郡宮代町）

平成29年12月13日 三昧塚古墳（行方市）

勅使塚古墳（行方市）

大日塚古墳（行方市）

天神山古墳群（行方市）

稲荷山古墳（行方市）

富士見塚古墳（かすみがうら市）

平成29年12月15日 市ヶ尾横穴墓群（横浜市）

稲荷前古墳群（横浜市）

赤田2号墳（横浜市）

平成29年12月20日 天文台構内古墳（三鷹市） 三鷹市遺跡展示室

出山横穴墓群第八号横穴墓（三鷹市）

平成29年12月21日 金鈴塚古墳（木更津市） 金鈴塚遺物保存館（木更津市）

太田山古墳（木更津市）

稲荷森古墳（木更津市）

内裏塚古墳（富津市）

割見塚古墳（富津市）

平成29年12月22日 弁天山古墳（富津市） 飯野陣屋跡（富津市） 浄信寺（富津市）

三条塚古墳（富津市）

九条塚古墳（富津市）

稲荷山古墳（富津市）

上野塚古墳（富津市）

平成29年12月23日 嵐山史跡の博物館　企画展関連　講演会

「武蔵武士の本拠と本領～武蔵熊谷氏を中心に～」

平成30年1月26日 姫路城跡（姫路市）

平成30年1月28日 シンポジウム「武蔵武士とその本拠」

平成30年1月31日 高坂七清水巡り（東松山市）

平成30年2月5日 高坂七清水巡り　再調査（東松山市）

平成30年2月7日 高坂七清水巡り　再々調査（東松山市）
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平成30年12月31日　現在

古代寺院・遺跡/古墳/城館跡/各地の歴史と文化財他　探訪履歴　

平成30年2月12日 高倉塚古墳（府中市） 元応の板碑（府中市）

天王塚古墳（府中市） 三千人塚（府中市）

府中市郷土の森博物館　特別展「徳川御殿＠府中

北条、豊臣、そして徳川」

同上　記念講演会「中近世移行期の武蔵府中～北条

豊臣・徳川～」

平成30年2月19日 岩鼻遺跡（東松山市） 岩鼻古墳群　5・6・13号墳（東松山市） 野本八幡神社（東松山市）

五領遺跡（東松山市）

平成30年2月27日 簗瀬二子塚古墳（安中市） 後閑城跡（安中市） 簗瀬八幡平の首塚（安中市）

旧原市町12号墳（安中市） 八幡平陣城跡（安中市）

平成30年3月10日 さきたま講座「古代の景観と地域開発」

平成30年3月11日 天神山古墳（行田市）

愛宕神社古墳（行田市）

斎条1号墳（剣神社古墳）（行田市）

平成30年3月13日 真下城跡（藤岡市）

浄法寺館跡（藤岡市）

平成30年3月18日 元島名将軍塚古墳（高崎市） 群馬県立歴史博物館　講演会「織田信長と東国」

平成30年3月24日 高麗郡中世歴史研究会　講演会「東国を舞台に

活躍した中世武士団　高麗郡にも・・・」

平成30年3月28日 上野国新田郡庁跡（太田市） 太田天神山古墳　再調査（太田市） 新田庄歴史資料館（太田市）

寺井廃寺（太田市） 女体山古墳再調査（太田市）

太田天神山Ａ陪塚（太田市）

二ツ山古墳1号墳（太田市）

二ツ山古墳2号墳（太田市）

太田八幡山古墳（太田市）

平成30年4月4日 砥石城跡（上田市）

磯部城跡（安中市）

平成30年4月13日 生野山古墳群（児玉郡美里町）

平成30年4月18日 茅ヶ崎城跡（横浜市）

平成30年4月19日 三雲・井原遺跡（糸島市） ワレ塚古墳（糸島市） 伊都国歴史博物館（糸島市）

三雲南小路遺跡（糸島市） 一貴山銚子塚古墳（糸島市）

平原遺跡（糸島市） 釜塚古墳（糸島市）

狐塚古墳（糸島市）

銭瓶塚古墳（糸島市）

端山古墳（糸島市）

築山古墳（糸島市）

平成30年4月20日 国分瓦窯跡（太宰府市） 陣ノ尾1号墳（太宰府市） 戒壇院（太宰府市）

太宰府政庁跡（太宰府市） 観世音寺（太宰府市）

筑前国分寺跡（太宰府市） 観世音寺子院跡（推定金光寺跡）（太宰府市）

筑前国分尼寺（太宰府市） 宗像大社（宗像市）

水城跡（太宰府市） 太宰府天満宮（太宰府市）

文化ふれあい館（太宰府市）

平成30年4月21日 吉野ヶ里遺跡（佐賀県神埼郡吉野ヶ里町） 大野城跡（太宰府市）

平成30年4月22日 群馬県立歴史博物館　リレー講座「滝川一益が

入った城～厩橋城・箕輪城の発掘調査から～」

平成30年5月1日 小机城跡（横浜市）

平成30年5月6日 安楽寺古墳（高崎市） 倉賀野城跡（高崎市） 群馬県立歴史博物館　シンポジウム「中世の北関東

永泉寺砦（高崎市） と京都～織田信長と北関東」

平成30年5月12日 高知城跡（高知市）

平成30年5月13日 湯築城跡（松山市）

平成30年5月17日 稲荷塚古墳（多摩市） 深大寺城跡（調布市） 興福寺文化講座「興福寺中金堂からみた奈良時代

庚申塚古墳（多摩市） の建築」

出山横穴墓群第八横穴墓（三鷹市）
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平成30年12月31日　現在

古代寺院・遺跡/古墳/城館跡/各地の歴史と文化財他　探訪履歴　

平成30年6月21日 高幡城跡（日野市） 興福寺文化講座「300年ぶりの興福寺中金堂」

平山城跡（日野市） 高幡不動尊（日野市）

平山季重館跡（日野市） 宗印寺（日野市）

平成30年6月26日 軍配山古墳（高崎市） 神流川合戦古戦場（高崎市）

高崎城跡（高崎市）

平成30年7月11日 くれふしの里古墳公園（水戸市）

舟塚古墳群　舟塚古墳（水戸市）

舟塚古墳群　鹿島塚古墳（水戸市）

二所神社古墳（水戸市）

赤塚古墳群　（水戸市）

平成30年7月12日 田島古墳群　天皇塚古墳（水戸市） 茨城県立歴史館（水戸市）

一本松古墳群　一本松古墳（笠間市）

一本松古墳群　山王塚古墳（笠間市）

一本松古墳群　諏訪古墳（笠間市）

平成30年9月8日 さきたま講座「古墳出現ころの北武蔵～塩古墳群の

様相から考える～」

平成30年9月10日 石倉城跡（群馬県みなかみ町）

平成30年9月14日 歴史講座「戦国の城館①　関宿城」

平成30年9月28日 歴史講座「戦国の城館②　葛西城」

平成30年10月2日 さきたま史跡の博物館　企画展　「埼玉の古墳～北埼玉・南埼玉・

北葛飾」

平成30年10月7日 百舌鳥古墳群（堺市） 堺市博物館（堺市）

平成30年10月8日 古市古墳群（羽曳野市） 竹内街道歴史資料館（河内郡太子町）

河内大塚山古墳（羽曳野市） 黒塚古墳展示館（天理市）

黒塚古墳（天理市）

平成30年10月9日 纏向遺跡（桜井市） 西山古墳（天理市）

磯城嶋金刺宮跡（桜井市） 塚穴山古墳（天理市）

泊瀬朝倉宮跡（桜井市） 西殿塚古墳（天理市）

吉備池廃寺（桜井市） 纏向古墳群（桜井市）

茅原大墓古墳（桜井市）

桜井茶臼山古墳（桜井市）

メスリ山古墳（桜井市）

平成30年10月10日 忍海角刺宮（葛城市） 飯豊天皇陵（葛城市）

桧隈寺跡（高市郡明日香村） 室宮山古墳（御所市）

坂田寺跡（高市郡明日香村） 牽牛子塚古墳（高市郡明日香村）

飛鳥稲淵宮殿跡（高市郡明日香村） 真弓鑵子塚古墳（高市郡明日香村）

岩屋山古墳（高市郡明日香村）

都塚古墳（高市郡明日香村）

天武・持統天皇陵（高市郡明日香村）

欽明天皇陵（高市郡明日香村）

吉備媛王墓（高市郡明日香村）

平成30年10月11日 ウワナベ古墳（奈良市） 興福寺中金堂落慶法要（奈良市）

椿井大塚山古墳（木津川市） 新薬師寺（奈良市）

東大寺戒壇院（奈良市）

萬福寺（宇治市）

平成30年10月12日 歴史講座「戦国の城館③　唐沢山城」

平成30年10月21日

平成30年10月10日 酒巻古墳群（行田市） 小松神社（羽生市）

真名板高山古墳　再調査（行田市）

平成30年10月26日 歴史講座「戦国の城館③　鉢形城」

嵐山史跡の博物館　比企の中世～比企のタイム

カプセル18～

平成30年10月31日 青柳古墳群　再調査（児玉郡神川町） 神川町中央公民館展示室（児玉郡神川町）
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平成30年12月31日　現在

古代寺院・遺跡/古墳/城館跡/各地の歴史と文化財他　探訪履歴　

平成30年11月21日 喜蔵塚古墳（藤岡市） 藤岡歴史館　企画展「神流川左岸の古墳」

十二天塚古墳・十二天塚北古墳（藤岡市）

原古墳（藤岡市）

高橋塚古墳（藤岡市）

頭椎太刀発見の古墳

戸塚神社古墳（藤岡市）

霊符殿古墳（藤岡市）

稲荷塚古墳（藤岡市）

本郷二子山古墳（藤岡市）

平成30年11月23日 毛呂山町歴史民俗資料館　特別展「山・寺・ほとけ

～毛呂山の仏教文化と修験～」

平成30年11月24日 大室古墳群　再々調査（前橋市） 太田市立新田庄歴史資料館（太田市）

世良田東照宮（太田市）

長楽寺（太田市）

大泉町文化むら（邑楽郡大泉町）

平成30年11月28日 塩古墳群　再調査（熊谷市）

雷電山古墳　再調査（東松山市）

平成30年11月30日 和光市民文化センター　特別展｛新羅郡の時代を

探る」

平成30年12月6日 嵐山史跡の博物館　企画展関連講演会「上杉謙信

の雪中越山」

平成30年12月9日 東松山市民文化センター　シンポジウム　「野本

将軍塚古墳の時代」

平成30年12月11日 石戸城跡（北本市） 桶川市歴史民俗資料館　企画展「川田谷古墳群を

支えた古墳時代のくらし」

平成30年12月14日 幡羅遺跡　再調査（熊谷市） 八幡山古墳　再々調査（行田市） 江南文化センター・別府公民館　特別展「幡羅官衙

中宿歴史公園　再訪（深谷市） 遺跡群」

妻沼歓喜院聖天堂　再訪（熊谷市）

平成30年12月18日 氷川神社裏古墳（桶川市） 石戸館跡（北本市）

加納城跡（桶川市）
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