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2021年11月14日作成 スマホ地図検索可能

到達困難な古墳は、一人で行かず、装備万全にして行くこと。

到達可能とある古墳は、藪が深く、注意を要することが多い

冬が最適、長袖、登山靴。低い山でも遭難注意

NO 古墳名 住所 難度 ＪＲ・岡電 バス最寄り

1 船山 前方後円 瀬戸内市長船 到達困難、新幹線すぐ北 宇野バス片上線・船山

2 鶴山丸山 造出円 備前市畠田 鏡大量、謎の石棺封印 赤穂線香登駅 宇野バス片上線・香登駅前

3 小丸山 円 備前市畠田 登坂容易 赤穂線香登駅 宇野バス片上線・香登駅前

4 長尾山 前方後円 備前市新庄 赤穂線香登駅 宇野バス片上線・香登駅前

5 新庄天神山 円 備前市新庄 神社石段整備 赤穂線長船駅 瀬戸内市バス美和線・長船荘入口

6 華光寺山 前方後円 瀬戸内市長船 登坂容易 赤穂線長船駅 瀬戸内市バス美和線・長船荘入口

7 油杉山 前方後円 瀬戸内市油杉 赤穂線長船駅 瀬戸内市バス美和線・大塚

8 牛文茶臼山 帆立貝 瀬戸内市牛文 登坂容易 赤穂線長船駅 瀬戸内市バス美和線・稲荷山

9 金鶏塚 前方後円 瀬戸内市西須恵 墳丘残存、到達可能 邑久駅→ 瀬戸内市バス美和線・水落

10 亀ヶ原大塚 前方後円 瀬戸内市西須恵 登坂やや困難、横穴完全 邑久駅→ 瀬戸内市バス美和線・水落

11 築山 前方後円 瀬戸内市東須恵 資料館整備、石棺残存 邑久駅→ 瀬戸内市バス美和線・須恵古代館前

12 牛窓天神山 前方後円 瀬戸内市牛窓 天神山背後地、遊歩道 邑久駅→ 東備バス牛窓南線北線・牛窓

13 鹿歩山 前方後円 瀬戸内市鹿忍 旧牛窓ホテル背後、登坂容易 邑久駅→ 東備バス牛窓南廻線・紺浦西

14 二塚山 前方後円 瀬戸内市鹿忍 発見困難、横穴石室残存 邑久駅→ 瀬戸内市バス西脇線・二塚

15 黒島 前方後円 瀬戸内市牛窓 島の古墳では日本最大級 邑久駅→ 東備バス牛窓の牛窓リマーニから船

16 浦間茶臼山 前方後円 岡山市東区浦間 箸墓1/2、全国的著名 山陽線瀬戸駅 宇野バス片上線八日市線・浅川

17 二塚１号 前方後円 赤磐市西窪田 藪多く到達困難 宇野バス美作線東窪田、市バス

18 二塚２号 前方後円 赤磐市斗有 到達可能 宇野バス美作線東窪田、市バス

19 沼田内 前方後円 赤磐市西窪田 到達可能、竹林注意 宇野バス美作線東窪田、市バス

20 鳥取上高塚 前方後円 赤磐市西窪田 横穴巨石憤 宇野バス美作線東窪田、市バス

21 岩田１４号 円 赤磐市河本 保存古墳、山陽団地内 宇野バス山陽団地線、西小学校前

22 和田茶臼山 帆立貝 赤磐市和田 削られ方墳状 宇野バス山陽団地線・岩田

23 両宮山 前方後円 赤磐市穂崎 畿内風周濠立派 宇野バス山陽団地線ネオポリス線新道穗崎下

24 廻り山 前方後円 赤磐市岩田 到達可能 宇野バス山陽団地線・岩田

25 西もり山 帆立貝 赤磐市穂崎 帆立形状よくわかる 宇野バス山陽団地線ネオポリス線新道穗崎下

26 小山 前方後円 赤磐市穂崎 秀麗、石棺現存 宇野バス山陽団地線ネオポリス線新道穗崎下

27 朱千駄 前方後円 赤磐市穂崎 石棺は県立博物館前 宇野バス山陽団地線ネオポリス線・馬屋

28 牟佐大塚 円 岡山市中区牟佐 横穴巨石憤 津山線玉柏駅 宇野バス山陽団地線ネオポリス線・牟佐下

29 片山 前方後円 岡山市北区原 山上 津山線備前原 宇野バス山陽団地線ネオポリス線・原

30 唐人塚 円 岡山市中区賞田 横穴巨石憤、 山陽線高島駅 宇野バス四御神線・脇田

31 備前車塚 前方後方 岡山市中区湯迫 鏡大出土で超有名 山陽線東岡山 宇野バス四御神線・東ヶ丘団地

32 宍甘山王山 前方後方 岡山市中区宍甘 箸墓型古式、北から到達 山陽線東岡山 宇野バス四御神線・東ヶ丘団地

33 沢田大塚 円 岡山市中区沢田 横穴巨石憤 宇野バス東岡山線・東岡山駅前

34 金蔵山 前方後円 岡山市中区沢田 岡山県第４位、発掘中 両備バス西大寺線・曹源寺

　　↑ 　　↑ 　　↑ 　　操山山系には１2０以上の古墳あり 岡電バス・岡電高屋、宇野バス・高屋

35 操山31・32号 方 岡山市中区沢田 金蔵山との関係ありか 　　↑

36 旗振台 方 岡山市中区門田文化町 眺望抜群、護国神社裏山 岡電東山→ 両備バス西大寺線・東山峠

37 操山１０３号 前方後円 岡山市中区門田文化町 国際ホテル北の藪 岡電東山 両備バス操南台線・国際ホテル

38 湊茶臼山 前方後円 岡山市中区湊 主体部埋葬無し、形きれい 岡電東山 両備バス操南台線・操陽団地

39 網浜茶臼山 前方後円 岡山市中区赤坂南町 岡電東山 岡電バス新岡山港線・山陽学園大

40 操山１０９号 前方後円 岡山市中区赤坂南町 岡電東山 岡電バス新岡山港線・山陽学園大

41 都月１号 前方後方 岡山市北区津島本町 都月型特殊器台形埴輪原点 岡電バス明善寺線・福居

42 七つくろ１号 前方後方 岡山市北区笹ケ瀬 ごく初期古墳 岡電バス津髙線・明誠学院前

43 一本松 前方後円 岡山市北区法界院 植物園頂上 津山線法界院 岡電バス理大東・植物園前、宇野・水源地

44 神宮寺山 前方後円 岡山市北区中井町 御野小学校北、市街地真ん中 津山線法界院 岡電明善寺等・榊原病院前、宇野・御野校前

45 青陵 前方後円 岡山市北区谷万成 吉備線三門駅 中鉄バス佐山団地線・万成

46 津倉 前方後方 岡山市北区京山 墓地の北で形状明瞭 吉備線三門駅 中鉄バス佐山団地線・三門二丁目


