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統合版を表示

・「日本の廃道」創刊号から第 120 号までの総目次です。各号
フォルダと同じ階層に置いてご利用ください ※ 1。
・右上のサムネールをクリックすると統合版を開きます。各記
事名をクリックすると、個別版がある場合は個別版を、ない
場合は統合版の該当ページを開きます ※ 2。
・どちらも見つからないときは公式ページからダウンロードを
試みます。
※ 1 ├ index̲number̲1604.pdf ＜ このファイル
│
├ ORJ̲0801
│ ├ ORJ̲0801.pdf
│ ├ top̲0801.pdf
│ ├ whatsnew̲0801.pdf
│
：
│
├ ORJ̲0802
│ ├ ORJ̲0802.pdf
│ ├ top̲0802.pdf
│ ├ whatsnew̲0802.pdf
│
：
各号フォルダは

ORJ̲xxxx

式に命名されている必要があります。

※ 2 2010 年以前の統合版は該当ページを開けないことがあります。
その場合は表紙から該当記事に飛んでください。

個別版を表示

表紙
西熊野街道 小森周辺（奈良県）
旧橋紀行
（58）大阪府・雪鯨橋
踏査編第六回 木寺村〜大蔵谷村（街道終点）（兵庫県）
徳川道
西熊野街道 Sketch
第六描 小森周辺（奈良県）
Readers' voice
Rear Tyre
次号予告
今月の煉瓦
大阪窯業製造煉瓦（機械整形）
廃句
曽根崎新地 1 丁目にて

第1号

表紙
発刊の辞
宣言
巻頭特集

（2005年7月発行）

軽岡峠（岐阜県）

ORJ お披露目会見チャット録
我々は、何処へ行くのか？
インタビュー・コノ人ヲ暴ク
①ヨッキれん／平沼義之
特濃！廃道あるき
①田代森林軌道 其の一（秋田県）by 平沼 義之
ヨッキれんのオブロード案内
①仙秋サンライン（旧国道108 号）（秋田県）
by 平沼 義之
廃道を読む ①近代土木遺産ト云フ概念ニ就テ by 永冨 謙
旧廃道・廃隧道（ワンダーランド）へ行こう① by 稲上 昭
隧道レッドデータブック
①鐘ヶ坂隧道（兵庫県）
by 永冨 謙
Information①
REAR TYRE #01
次号予告
第2号予告
広告
山さ行がねが #1
広告
旧道倶楽部 未承諾広告#1

第2号

（2005年8月発行）

表紙
旧久戸谷隧道（大分県）
What’
s new
Essay
失ってから気づくもの
単発企画
新編集部員の辞（あきら@R173-NET）
特集
夏は廃隧道で涼め！
インタビュー・コノ人ヲ暴ク
②nagajis ／永冨 謙
廃道を読む ②道路隧道概史並ニ希有ナル隧道ノ例
旧廃道・廃隧道へ行こう②
特濃！廃道あるき
①田代森林軌道 其の二（秋田県）
ヨッキれんのオブロード案内
②青乙林道（青森県）
旧橋紀行
①長浜大橋（愛媛県）
by マフラー巻き
隧道レッドデータブック
②柱本の手掘り隧道（和歌山県）
Reader's voice①
Infomation②
寄稿のススメ
REAR TYRE #02
次号予告
第3号予告
広告
山さ行がねが #2
広告
旧道倶楽部 未承諾広告#2
広告
R173-NET 開店広告広告

第3号

（2005年9月発行）

表紙
円山隧道（兵庫県）
What’
s new
Essay
ズタボロになったライディングウェア
特集
道路遺構調査の実際と展開
夢の堀り方、教えます。
インタビュー・コノ人ヲ暴ク
③あきら／稲上 昭
旧廃道・廃隧道へ行こう③
特濃！廃道あるき
②八幡平旧鉱山道（前編）（岩手県）
ヨッキれんのオブロード案内 ③直根森林鉄道（秋田県）
廃道を読む ③峠ニ関スル二、三ノ極私的考察・壱
隧道レッドデータブック
③旧国鉄 岩富隧道（千葉県） by 謎の自衛官
広告
「自衛官のデミオが行く」なぜ、デミオなのか？
Reader's voice②
Infomation③
寄稿のススメ
REAR TYRE #03
次号予告
第4号予告
広告
山さ行がねが #1
広告
旧道倶楽部 未承諾広告#3
広告
R173-NET 広告#1

第4号

（2005年10月発行）

表紙
阿曽隧道（福井県）
What’
s new
Essay
折り箸の命題
単発企画
林鉄探求
インタビュー・コノ人ヲ暴ク
④fuku ＠山形の廃道
旧廃道・廃隧道へ行こう④
特濃！廃道あるき
②八幡平旧鉱山道（中編）（岩手県）
寄稿
ドキュメント笠木峠（奈良県）
by 電機屋
廃道を読む ④峠ニ関スル二、三ノ極私的考察・弐
明治隧道project
@兵庫県
隧道レッドデータブック
④旧池田隧道 （和歌山県）
Reader's voice③
Infomation④
寄稿のススメ
REAR TYRE #04
次号予告
第5号予告
広告
山さ行がねが #2
広告
旧道倶楽部 未承諾広告#4
単発企画
あきら氏謝罪文

第5号

（2005年11月発行）

表紙
春日野隧道（福井県）
What’
s new
Essay
廃道歩きという犯罪
特集
日本の廃道 NPO 化計画
寄稿
コウモリ生息地として見る廃隧道 by 橋本肇
寄稿
高校生オブローダーが行く！ 旧国鉄
福知山線廃線跡・隧道群（兵庫県） by おかも
旧橋紀行
②明治橋 ③田丸橋（愛媛県） by マフラー巻き
寄稿
普通車で行こう！
by 電機屋
特濃！廃道あるき
②八幡平旧鉱山道（後編）（岩手県）
ヨッキれんのオブロード案内
④小野俣川 炭焼き道（山形県）
旧廃道・廃隧道へ行こう⑤
廃道を読む ⑤隧道詳説 壱 【素掘隧道】
隧道レッドデータブック
⑤旧久戸谷隧道 （大分県）
寄稿のススメ
REAR TYRE #05
次号予告
第6号予告
広告
山さ行がねが #3
広告
R173-NET 広告#2
広告
旧道倶楽部 未承諾広告#5

第6号

（2005年12月発行）

表紙
新和歌浦第二隧道（和歌山県）
What’
s new
Essay
季節は移り変わる
報告
NPO 化の是非を問う討論会 結果報告
特濃！廃道あるき
③森吉森林鉄道粒様線（秋田県）
奥地延長線 前・後編
旧廃道・廃隧道へ行こう⑥
廃道を読む ⑥隧道詳説 弐 【石隧道】
隧道レッドデータブック
⑥相坂隧道（兵庫県）
単発ルポ
新鐘ヶ坂トンネル開通記念 イベント見聞記
（兵庫県）
単発企画
総括 この一年
Reader's Voice④
寄稿のススメ
REAR TYRE #06
付録
討論会（チャット）ログ

第7号

（2006年1月発行）

表紙
佐和山隧道（滋賀県）
What’
s new
Essay
大人の涙は心の栄養
Essay
煉瓦ハ語ル
特濃！廃道あるき
④皆瀬森林鉄道（宮城県）
廃道を読む ⑦隧道詳説参【煉瓦隧道】
単発企画
上田口隧道調査 補遺（奈良県）
隧道レッドデータブック
⑦林田隧道（兵庫県）
寄稿のススメ
REAR TYRE #07
付録
隧道データベースマニュアル
広告
Yamaiga 2006
広告
旧道倶楽部 未承諾広告#6
広告
バックナンバーCD

第8号

（2006年2月発行）

表紙
旧馬神隧道（佐賀県）
What’
s new
特濃！廃道あるき
⑤国道45 号線旧道・槙木沢橋（岩手県）
廃道を読む ⑧隧道詳説四【コンクリート隧道】
旧橋紀行
④旧関西鉄道の煉瓦橋梁とその仲間たち（滋賀県）
廃道探索「これが俺流。」
nagajis 編
単発企画
旧道倶楽部活動報告書・由良洞（和歌山県）
Reader's voice⑥
寄稿のススメ
REAR TYRE #08
次号予告
第9号予告

第9号

（2006年4月発行）

表紙
林田隧道（くろまんぷ）（兵庫県）
What’
s new
インタビュー・コノ人ヲ暴ク
⑤松波成行氏＠日本の道
寄稿
国道2 1 3 号隧道史（大分県）
by しろ＠廃線隧道
廃道を読む ⑨峠名彙集
廃道探索「これが俺流。」
あきら＠Ｒ173 編
廃道探索「これが俺流。」
電機屋編
廃道探索「これが俺流。」
コルカタ＠道行く路編
OFF報告
高橋メソッドによる 第1回ORJ OFF会報告
（京都府）
寄稿のススメ
REAR TYRE #09
次号予告
第10号予告
広告
旧道倶楽部 未承諾広告#7

第10号（2006年6月発行）

表紙
笹部トンネル（兵庫県）
What’
s new
報告
笹部トンネル見学報告書（兵庫県）
報告
阿手隧道下見報告（石川県）
廃道を読む ⑩橋ノ形式ト名称ニ就テ
廃道探索「これが俺流。」
ピカ編
廃道探索「これが俺流。」
まつけん@県道グランツーリスモ編
廃道の手引き書
①荒川森林鉄道（秋田県）
隧道レッドデータブック
⑧狼川トンネル（滋賀県）
Reader's voice⑦
寄稿のススメ
REAR TYRE #10
次号予告
第11号予告

第11号
表紙
特別企画

（2006年8月発行）

栗子隧道（福島県／山形県）
日本の廃道36選
1・旧釧北峠
2・旧日勝峠
3・旧美笛峠
4・礼文華山道 (礼文華峠、静狩峠)
5・仙岩峠
6・豪士峠 (茂庭街道)
7・万世大路 (旧国道13号)
8・大峠
9・中山峠(楊枝峠)
10・鶏峠
11・大峠 (会津中街道)
12・細尾峠
13・埼玉県主要地方道28号
青梅飯能線下畑付近旧道
14・青梅街道旧道
15・入山峠
16・和田峠
17・権兵衛街道 (姥神峠、権兵衛峠)
18・軽岡峠
19・ホハレ峠
20・八草峠
21・春日野新道 (国道8号旧道)
22・文 魚越

23・治田峠
24・長野峠・旧長野隧道
25・奥山田新道
26・洞峠
27・観音峠
28・杓子峠
29・旧池田隧道
30・明地峠
31・四十曲峠
32・当別峠
33・九十九曲峠
34・キリズシとキリズシのトンネル
35・旗返峠
36・高森峠
廃道を読む (11) 明治ノ道ヲ識ル
廃道探索「これが俺流。」
トシピロ@Toshipiro's Homeage 編
隧道レッドデータブック
(9) 東海道沿いの天井川隧道群（滋賀県）
広告
旧道倶楽部未承諾広告#8
Reader's voice

第12号
（2006年10月発行）

第13号
（2006年12月発行）

表紙
OFF報告

表紙
由良洞（和歌山県）
明治隧道project
＠和歌山県
廃道探索「これが俺流。」
hon @道路狂のホームページ編
廃道を読む (12) 扁額ヲ読ム
隧道レッドデータブック
(10) 岡阪隧道 (和歌山県)
喪われた道の物語
第一回 松風洞 (京都府)
Reader's voice

薬師谷隧道（大分県）
第二回ORJ OFF会報告
特濃！廃道あるき 第六回hacked
旧猪ノ峠隧道（徳島県）
明治隧道project
@大分県（久住・三重・犬飼編）
特濃！廃道あるき
第七回 東京都水道局小河内線（東京都）
喪われた道の物語
第二回 家棟川の天井川隧道 (滋賀県)
隧道レッドデータブック
(11) 毛見隧道 (和歌山県)
廃道を読む (13) 参考文献ヲ読ム
隧道データベース2.0新機能のご案内
Reader's voice
REAR TYRE #13
次号予告

第14号
（2007年2月発行）

表紙
川原隧道（大分県）
ESSAY
魂を売る by nagajis
旧橋紀行
(5) 愛媛県・宿野々橋 by マフラー巻き
旧橋紀行
(6) 愛媛県・肱川流域の旧橋群 by しろ
旧橋紀行
メモランダム 愛媛県のRC橋
寄稿
諏訪峠の一里塚（福島県）
by TUKA
隧道レッドデータブック
(3) 旧国鉄 岩富隧道 (千葉県) by 謎の自衛官
特濃！廃道あるき
第八回 明治尾頭道
県道三依塩原線 尾頭峠旧道 前編（栃木県）
廃道を読む (14) 「標高二千尺以上ノ峠」ノ今ヲ探ル
喪われた道の物語
第三回 瑞巌寺隧道 (大分県)
Reader's voice
REAR TYRE #14
次号予告
広告
旧道倶楽部未承諾広告#9

第15号
（2007年4月発行）

表紙
醍醐山国有林林道にて（京都府）
特濃！廃道あるき
第八回 明治尾頭道
県道三依塩原線 尾頭峠旧道 中編（栃木県）
単発ルポ
笠取へ〜第一回ORJ OFF会 その後〜（京都府）
廃道を読む (15) 明治・大正・昭和初期ノ林道ニ就テ
隧道レッドデータブック
(12) 川原隧道 (大分県)
明治隧道project
@三重県
Reader's voice
REAR TYRE #15
次号予告
広告
旧道倶楽部未承諾広告#10

第16号
（2007年6月発行）

表紙
志戸坂隧道にて（鳥取県／岡山県）
寄稿
JR 関西本線の煉瓦橋梁 Author 張子の虎
明治隧道Project
@大阪府
旧道倶楽部活動報告書
蕎原隧道 (大阪府) ／ 箕面隧道 (大阪府)
隧道レッドデータブック
(13) 志戸坂隧道 (鳥取県／岡山県)
喪われた道の物語
第四回 須磨の「穴門」 (兵庫県)
単発ルポ
近畿産業考古学会 見学会報告
旧橋紀行
(7) 岡山県・旭川橋梁
(8) 岡山県・京橋
廃道を読む (16)近世以前土木構造物調査ニ就テ
Reader's voice
REAR TYRE #16
次号予告
広告
旧道倶楽部未承諾広告#11

第17号
（2007年8月発行）

表紙
特別企画

愛宕山鉄道索道線にて（京都府）
第4回 ORJ OFF 会報告
愛宕山鉄道索道線 探索OFF（京都府）
旧橋紀行
(9) 福島県・秋元橋 by TUKA
旧橋紀行
(10) 京都府・鞍馬街道の旧ＲＣ橋
旧橋紀行
メモランダム 秋元橋の特異性について
明治隧道Project
@広島県・岡山県 by taihei@tunnel web
特濃！廃道あるき
第八回 明治尾頭道 県道三依塩原線
尾頭峠旧道 後編（栃木県）
隧道レッドデータブック
(14) キリズシ隧道 (大分県)
廃道を読む （17）「地方通信」ヲ読ム 前編
単発企画
日本土木学会土木史研究分野研究発表会参加報告
近世以前土木構造物調査 続報
Reader's voice
REAR TYRE #17
次号予告

第18号
（2007年10月発行）

第19号
（2007年11月発行）

表紙
二本松藩／三春藩境の道標（福島県）
コノ人ヲ暴ク
（6）トリ@kotokotori
コノ人ヲ暴ク AnotherSide
トリ氏を魅了した「生保内林用手押軌道の隧道」とは？
なぜ、廃道なのか
表紙
某隧道（大分県）
第一回 私が廃道に出会うまで
単発記事
有料化のご挨拶と購読の手引き
特濃！廃道あるき
ヨッキれんのオブロード案内
第九回 栗子隧道再貫通計画（山形県・福島県）
第五回 中央本線鳥沢〜猿橋間（旧線）（長野県）
旧橋紀行
番外編 新潟県・境橋
明治隧道project
掛田−川俣間 前編（福島県）
@鳥取県・島根県縣by taihei@tunnel web 連載ルポ
単発ルポ
近畿産業考古学会 第２回見学会報告
隧道レッドデータブック
(15) 九人ヶ塔隧道（大分県）by 福岡の自転車乗り 連載ルポ
Das Entwerfen −江浪峠行 前編−（兵庫県）
廃道を読む (18) 「地方通信」ヲ読ム 中編
連載ルポ
徳川道 第一回（導入）（兵庫県）
特濃！廃道あるき
廃道を読む （19）「地方通信ヲ読ム」後編
第九回 栗子隧道再貫通計画 導入編
隧道レッドデータッブック
（山形県・福島県）
（16）川下隧道（大分県）
旧橋紀行
(11) 京都府・鞍馬鉄道の明治PG
Readers' Voice
旧橋紀行
メモランダム PGの部位名称と初期のPGについて REAR TYRE #19
次号予告
Reader's voice
広告
旧道倶楽部広告
REAR TYRE #18
広告
山行が広告
次号予告

第20号
（2007年12月発行）

表紙
六甲山系某所（兵庫県）
特濃！廃道あるき
第一〇回 大正県道・福岡久慈港線 雪谷隧道
大捜索作戦（岩手県）
連載ルポ
信達軌道 掛田〜川俣間 後編（福島県）
旧橋紀行
（12）京都府・六軒橋
明治隧道project
@滋賀県
連載ルポ
徳川道−西国街道付替道の末路−
踏査編第一回 住吉〜杣谷峠（兵庫県）
連載ルポ
Das Entwerfen −江浪峠行 後編−（兵庫県）
隧道レッドデータブック
（17）旧佐賀県道の素掘隧道（大分県）
廃道を読む （20）隧道ノ崩壊モオドニ関スル考察
なぜ、廃道なのか
第二回 洞峠との出会い
Readers' voice
REAR TYRE #20
次号予告
今月の煉瓦 由良洞異形煉瓦（和歌山県）

第21号
（2008年1月発行）

表紙
旧横黒線仙人隧道
特濃！廃道あるき
第一一回 国鉄長野原線 太子〜長野原間
（日本鋼管鉱業専用線）（長野県）
単発企画
三島道庸が描いた直線
探訪 近代土木遺産
（１）大谷川隧道（佐賀県）by 福岡の自転車乗り
旧橋紀行
（13）大阪府・阪急宝塚線の明治橋梁（上）
北摂線描
丹州街道（１）横山峠（兵庫県）
廃道を読む （21）竹筋コンクリートニ就テ
連載ルポ
徳川道 踏査編第2回 （兵庫県）
ミニレポ
一庫ダム 第3の穴（兵庫県）
Readers' voice
REAR TYRE #21
次号予告
今月の煉瓦 石屋川トンネルの煉瓦？（兵庫県）

第22号
（2008年2月発行）

表紙
杓子峠（兵庫県）
特濃！廃道あるき外伝
山行がラストダンジョン
単発ルポ
城東隧道西口発掘作業・結果報告レポート
（静岡県）
単発企画
1ぺーじ分の廃道「オレ流！ 外伝」
5000 円以下で揃う 山チャリ極寒雨天装備
旧橋紀行
（13）大阪府・阪急電鉄宝塚線の明治橋梁（下）
旧橋紀行
（14）兵庫県・最明寺川の無名橋
単発ルポ
猪名川水力電気・出合発電所水路遺構について
（兵庫県）
隧道レッドデータブック
（18）竜化隧道・円山隧道（兵庫県）
北摂線描
丹州街道（2）中山峠（兵庫県）
なぜ、廃道なのか。
第三回 旧廃道を書くということ
廃道を読む （22）ねじりまんぽ礼讃
おまけ・空き缶用ねじりまんぽ展開図
お笑い企画 ねじりまんぽをつくる
Readers' voice
REAR TYRE #22
次号予告
今月の煉瓦 旧・池田隧道（和歌山県）

第23号
（2008年3月発行）

表紙
国道414号旧道・口野峠（静岡県）
特濃！廃道あるき
第一二回 旧伊東街道 柏峠（静岡県）
単発ルポ
県道下に眠る穴（福島県） by Macx-Rider
旧橋紀行
（15）大阪府・浜中津橋
北摂線描
丹州街道（3）岡の辻峠（4）小部峠 （兵庫県）
単発企画
猪名川水力電気・出合発電所水路遺構について 補遺
隧道レッドデータブック
（19）安治川隧道 （大阪府）
付録・昭和50年前後の安治川隧道内部写真
探訪 近代土木遺産
（2）琵琶湖疏水（京都府）
徳川道
踏査編第三回 有馬街道〜白川源流（兵庫県）
廃道を読む （23）参考文献ヲ読ム web版
Reader'svoice
REAR TYRE #23
次号予告
今月の煉瓦 真製社製紙工場塀（福島県）

第24号
（2008年4月発行）

第25号
（2008年5月発行）

第一部表紙 束松洞門（福島県）
What’s new
Information
特濃！廃道あるき
第一三回 福島県
一般県道341号・
別舟渡線 束松峠
表紙
浪江森林鉄道畑川橋梁（福島県）
単発企画
上杉氏による奥州
プチ濃！廃道あるき
第一回 内郷隧道（千葉県）
街道の換線 〜もう一つの「関ヶ原」〜（福島県）
第二回 草川原隧道（千葉県）
旧橋紀行
（16）大阪府・心斎橋
単発ルポ
ORJ第24号「奥州街道換線」スピンオフ
単発企画
the-orj.orgの裏側
古奥州街道を歩く（福島県）
旧橋紀行
（17）大阪府・玉手橋
第二部表紙 湊川隧道（兵庫県）
OFF報告
OFF報告
ORJミニOFF報告
2008.G.W.OFF報告 音水森林鉄道網をゆく
「行ってきました！」OFFしてきました。
（兵庫県）
第１回 上野林道／万ガ谷林道（兵庫県）
連北摂線描 丹州街道（5）稲荷坂（大阪府）
探訪 近代土木遺産
隧道レッドデータブック
（3）湊川隧道（兵庫県）
（20）琵琶湖疏水インクラインねじりまんぽ
連載ルポ
徳川道 踏査編第四回 白川源流〜白川（兵庫県）
（京都府）
北摂線描
丹州街道（4）カイモリ峠（兵庫県）
廃道を読む （25）地図記号ヲ読ム 後編
廃道を読む （24）地図記号ヲ読ム 前編
Readers' voice
Reader's voice
REAR TYRE #25
REAR TYRE #24
次号予告
次号予告
今月の煉瓦 奥山田第三隧道煉瓦（京都府）
今月の煉瓦 湊川隧道煉瓦（兵庫県）

第26号
（2008年6月発行）
大石峠隧道東口
（大分県）
What's new
ESSAY
廃道本が出る。
特濃！廃道あるき外伝
華厳滝壷道 完全
攻略編（栃木県）
旧橋紀行
（18）福島県
中丸木林道・中丸木橋
探訪 近代土木遺産
（4）毛馬洗堰・毛馬閘門（大阪府）
隧道レッドデータブック
（21）逢坂山トンネル（滋賀県）
なぜ、廃道なのか。
第四回 廃隧道との出会い

第27号
（2008年7月発行）

第一部表紙

第二部表紙
OFF報告
単発ルポ

中音水林道橋梁（兵庫県）
音水林鉄網をゆく 第2回 中音水林道（兵庫県）
万世大路この５年＋再貫通１年点検
（福島県・山形県）
旧橋紀行
（19）大阪府・長柄運河の橋梁群
廃道を読む （26）廃道ノ経年劣化トソノ傾向ニ就テ
Reader's voice
REAR TYRE #26
次号予告
今月の煉瓦 凹形煉瓦

第一部表紙

新青梅街道黒川通り
（東京都）
特濃！廃道あるき
第一四回 新青梅街
道「黒川通り」
（東京都）
連載ルポ
岩城街道１
福島県本宮市〜三春町
旧橋紀行
拡大編 東京都・隅田川の橋巡り
北摂線描
旧亀岡街道（大阪府）
第二部表紙 佐和山隧道（滋賀県）
OFF報告
音水林鉄網をゆく 第３回 音水上部軌道（兵庫県）
隧道レッドデータブック
（22）与位の洞門（兵庫県）
単発ルポ
12 years on the Asso-pass
〜有巣峠に流れた12年〜（岐阜県）
廃道ヲ読ム （27）村田鶴ヲ読ム 壱
緊急企画
マダニの恐怖と向き合う
Readers' Voice
REAR TYRE #27
次号予告
今月の煉瓦 杉本隧道の“無法積み”（滋賀県）

第28号
（2008年8月発行）

第一部表紙 Q号道路（千葉県）
特濃！廃道あるき
第一五回 Q号道路（千葉県）
連載ルポ
岩城街道２ 福島県三春町：藩境〜三春
隧道レッドデータブック
（23）高尾谷隧道（三重県）

第29号
（2008年9月発行）

表紙
岩城街道（福島県）
特濃！廃道あるき外伝
中部縦貫自動車道 安房峠道路における
未供用施設（長野県）
連載ルポ
岩城街道３
福島県三春町：藩境〜三春・後
旧橋紀行
（22）東京都・八幡橋
隧道レッドデータブック
第二部表紙 沢川索道上部盤台（鳥取県）
（24）三浦隧道（三重県）
OFF報告
2008.G.W.OFF報告 沢川森林軌道（鳥取県）
OFF報告
旧橋紀行
（21）岐阜県・宝橋
2008.G.W.OFF報告 戸倉峠（鳥取県・兵庫県）
廃道を読む （28）村田鶴ヲ読ム 弐
廃道を読む （29）村田鶴ヲ読ム 参
Readers' Voice
Readers' Voice
REAR TYRE #28
REAR TYRE #29
次号予告
次号予告
今月の煉瓦 相賀隧道（三重県）
今月の煉瓦 鰈川隧道（和歌山県）

第30号
（2008年10月発行）

第31号
（2008年11月発行）
第一部表紙

表紙
須花隧道（二代目）（栃木県）
特濃！廃道あるき
第十六回 須花峠の三世代隧道（栃木県）
連載ルポ
岩城街道４ 三春町〜庚申坂（福島県）
探訪 近代土木遺産
（５）中央本線の煉瓦トンネル群とその再生活動
（愛知県）
旧橋紀行
（23）大阪府・平野橋
旧橋紀行
番外編 失われた橋をゆく
（大阪府・千石橋、岐阜県・渚橋、滋賀県・大上橋）
隧道レッドデータブック
（25）木本隧道（三重県）
隧道レッドデータブック
+
（2）
柱本の手掘り隧道（和歌山県）
廃道を読む （30）『土木史研究講演集』メモ
なぜ、廃道なのか。
第５回 廃道を書くということ
Readers' Voice
REAR TYRE #30
次号予告
今月の煉瓦 旧坂下隧道（三重県）

旧国道229号
鷹の巣隧道（北海道）
特濃！廃道あるき
第一七回 清六新道
（群馬県）
連載ルポ
岩城街道５ 福島県
込木村〜光大寺
寄稿
北海道国道229号
大平海岸廃隧道群
by zwiebel
旧橋紀行
（24）愛知県・城嶺橋
第二部表紙
北摂線描
連載ルポ

旧長野隧道
丹州街道（7）浮峠（兵庫県）
明治県道・熊野街道自転車旅
その１（０日目〜１日目その１）（三重県）
隧道レッドデータブック
（26）旧・長野隧道（三重県）
廃道を読む （31）『工事タイムス』ヲ読ム 壱
報告
近畿産業考古学会2008年度年次大会研究発表報告
Readers' Voice
REAR TYRE #31
次号予告
勝手広告
付録
KNIAS発表梗概／KNIAS発表プレゼン
今月の煉瓦 円妙寺架道橋（京都府）

第32号
（2008年12月発行）

第一部表紙 松川橋（福島県）
特濃！廃道あるき
第一八回
男鹿森林鉄道
真山支線 男鹿山隧道
（秋田県）
連載ルポ
岩城街道６ 福島県：芦沢村（東ノ内〜屋形〜花立）
（福島県）
旧橋紀行
（25）三重県・六把野井水拱橋
隧道レッドデータブック
（27）横山隧道（滋賀県）
第二部表紙
OFF報告
北摂線描
連載ルポ

鳴川山林鉄索道上部盤台（奈良県）
2008.秋OFF報告 鳴川山林道（奈良県）
丹州街道（８）はらがたわ峠（兵庫県）
明治県道・熊野街道自転車旅
その２（１日目その２）（三重県）
廃道を読む （32）『工事タイムス』ヲ読ム 弐
Readers' Voice
REAR TYRE #32
次号予告

第33号
（2009年1月発行）

第一部表紙 桃の木峠道
ESSAY
バックナンバーCD#2と“廃道ツアー”
特濃！廃道あるき
第一九回 塩原新道 桃の木峠越 第一次踏査
（栃木県・福島県）
第二部表紙
寄稿
連載ルポ

国鉄有馬線廃線跡（兵庫県）by ホルモン焼き
ホハレ峠（滋賀県）
by noa
岩城街道７ 福島県：芦沢村・柏原〜遠山沢村
〜堀越村〜門沢村（福島県）
連載ルポ
明治県道・熊野街道自転車旅
その３（１日目その３−２日目その１）（三重県）
廃道を読む （33）『工事タイムス』ヲ読ム 参
Readers' Voice
REAR TYRE #33
次号予告
今月の煉瓦 大山崎山荘
洞（京都府）

第34号
（2009年2月発行）

北沢産業網干鉄道跡
（兵庫県）
photo:The Kate
特濃！廃道あるき
第一九回 塩原新道
桃ノ木峠越 第二次調査
［前編］（栃木県・福島県）
喪われた道の物語
第五回 松陰第三隧道（新潟県）
by multi@満流隧
旧橋紀行
（26）大阪府・桜宮橋（銀橋）

第35号
（2009年3月発行）

第一部表紙

第二部表紙 JR只見線・只見川第一橋梁（福島県）
単発ルポ
常葉軌道
隧道レッドデータブック
（29）琅 洞（京都府）
連載ルポ
明治県道・熊野街道自転車旅
その４（２日目その２−３日目その１）（三重県）
廃道を読む （34）「工事タイムス」ヲ読ム
Readers voice
REAR TYRE #34
次号予告
今月の煉瓦 茨木川橋梁橋脚のねじりまんぽ（大阪府）

第一部表紙 桃の木峠（栃木県・福島県）
特濃！廃道あるき
第十九回 塩原新道 桃の木峠越 第二次踏査［後編］
（栃木県・福島県）
第二部表紙 祓川橋契石（福島県）
旧橋紀行
（27）福島市の石橋（１）・祓川橋（福島県）
単発ルポ
宝塚市 謎の廃隧道（兵庫県）
廃道を読む （35）『峠データベース』ニ就テ
Reader's Voice
REAR TYRE #35
次号予告
今月の煉瓦 武庫川橋梁橋脚（兵庫県）

第36号
（2009年4月発行）

第一部表紙

第37号
（2009年5月発行）

神奈川県道515号線
by 里川街道
ESSAY “廃道ツアー”募集開始
特濃！廃道あるき
第二〇回 綾戸峡谷の清水新道［前編］（群馬県）
寄稿
江若鉄道（滋賀県）
by 謎の自衛官
表紙
初代清水新道綾戸橋橋台遺構（群馬県）
隧道レッドデータブック
特濃！廃道あるき
（30）松坂隧道（徳島県）
第二〇回 綾戸峡の清水新道［後編］（群馬県）
旧橋紀行
（29）福島市の石橋３・松川橋（福島県）
第二部表紙 旧・土場隧道（三重県）
東熊野街道Odyssey
旧橋紀行
（28）福島市の石橋（２）信夫橋（福島県）
プロローグ 樹喜王のことども
連載ルポ
明治県道・熊野街道自転車旅
隧道レッドデータブック
その５（３日目その２−５日目）（三重県）
（31）（旧）鰈川隧道（和歌山県）
北摂線描
丹州街道（9）天王峠（大阪府）
Readers' Voice
廃道を読む （36）『峠データベース』ニ就テ 暫二
REAR TYRE #37
Readers' vuoice
次号予告
REAR TYRE #36
今月の煉瓦 大杉谷国有林作業小屋跡の煉瓦（三重県）
次号予告
廃句
廃色
今月の煉瓦 狼川トンネルの刻印煉瓦（滋賀県）

第38号
（2009年6月発行）

第39号
（2009年7月発行）
第一部表紙

第一部表紙

雷電国道刀掛トン
ネル旧道（北海道）
特濃！廃道あるき
第二一回
福島県道153号
小林会津宮下停車場線
［前編（美女峠編）］
（福島県）
北摂線描
仏坂峠（大阪府）
隧道レッドデータブック
（32）千原隧道（京都府）
第二部表紙 浪江森林鉄道・行司沢線（福島県）
連載ルポ
浪江森林鉄道・行司沢線１（福島県）
東熊野街道Odyssey
第一章 最初の接触（奈良県）
喪われた道の物語
第六回 古坂隧道（兵庫県）
Readers' voice
REAR TYRE #38
次号予告
付録
峠データベースマニュアル
今月の煉瓦 真製社煉瓦壁（福島県）
廃句
廃道で飯を食う

単発企画
第二部表紙
寄稿

連載ルポ
OFF報告

第三部表紙

打当森林鉄道
比立内橋（秋田県）
秋田林鉄名橋列伝
浪江森林鉄道・
行司沢線（福島県）
国道305号
玉川トンネル旧道
（福井県）by nogana
浪江森林鉄道・
行司沢線2（福島県）
表六甲ドライブウェイ
旧道探索（兵庫県）

第二期東熊野街道
@大迫（奈良県）
東熊野街道Odyssey
第二章 川上村道つれづれ（奈良県）
隧道レッドデータブック
（33）佐和山隧道（滋賀県）
北摂線描
野間峠（大阪府）
Readers' Voice
REAR TYRE #39
次号予告
今月の煉瓦 旧池田隧道 破棄煉瓦（和歌山県）
廃句
夏草

第40号
（2009年8月発行）

表紙
国栖隧道（奈良県）
広告
トークイベント「廃道ナイト！！！」
特濃！廃道あるき
第二二回 早口林道 水没旧道（秋田県）
連載ルポ
新町軌道１（福島県）
東熊野街道Odyssey
第三章 五社峠補遺（奈良県）
旧橋紀行
（30）大阪府・国道176号線の陸橋群
Reader's Voice
REAR TYRE #40
次号予告
今月の煉瓦 兵庫県立図書館玄関広場の煉瓦（兵庫県）
廃句
スポットライト

第41号
（2009年9月発行）

第一部表紙 加須良林道（岐阜県）
特濃！廃道あるき
第二三回 加須良林道（岐阜県）
新町軌道２（福島県）
第二部表紙
報告

第一期東熊野街道@伯母谷（奈良県）
トークイベント「廃道ナイト！！！」実施報告
by ジスオ
東熊野街道Odyssey
第四章 柏木・大迫・伯母谷輪舞曲（奈良県）
Readers' Voice
REAR TYRE #41
次号予告
今月の煉瓦 畑隧道側壁（埼玉県）
廃句
山口偽誓子

第42号
（2009年10月発行）

第43号
（2009年11月発行）

第一部表紙

第一部表紙 旧栃原隧道（兵庫県） photo：The Kate
特濃！廃道あるき
第二四回 町道 間遠・原線（山梨県）
隧道レッドデータブック
（34）畑隧道（埼玉県）
第二部表紙 旧栃原隧道（兵庫県） photo：The Kate
旧橋紀行
（31）福島県・松齢橋
東熊野街道Odyssey異聞
上谷上道（奈良県）
Readers' Voice
REAR TYRE #42
次号予告
今月の煉瓦 JR和歌山線・真土トンネル（奈良県）
廃句
瓶詰めの緑

東京都水道局小河内
線 日原川橋梁
（東京都）
photo:なるみ
特濃！廃道あるき
第二五回 碓氷峠 御巡幸道路（前編）（群馬県）
寄稿
行ってきました！special JR山陰本線のラチス
ガーダー（兵庫県）
by ホルモン焼き
寄稿
有峰林道小見線（富山県）
by 磯部祥行
第二部表紙 十綱橋の夜景（福島県）
旧橋紀行
（32）福島県・十綱橋
東熊野街道Odyssey
第五章 伯母谷コンフィデンシャル（奈良県）
Reader's Voice
REAR TYRE #43
次号予告
今月の煉瓦1 楽北発電所 十三石山隧道（京都府）
今月の煉瓦2 東除川橋梁（大阪府）
廃句
His master's voice

第44号
（2009年12月発行）

第45号
（2010年1月発行）

第一部表紙 定義森林鉄道 大倉川橋梁（宮城県）
第一部表紙 伯母谷木馬道（奈良県）
特濃！廃道あるき
第二五回 碓氷峠 御巡幸道路（後編）（群馬県） 夢幻の道を追う
第一回 中央自動車道
旧橋紀行
外伝 十綱橋・再び（福島県）
単発ルポ
飯坂界隈廃線紀行（福島県）
東熊野街道Odyssey異聞
第二部表紙 伯母峰峠南面（奈良県）
伯母谷トロ道木馬道（奈良県）
OFF報告
大台林業軌道探索OFF報告 資料編（奈良県）
探訪 近代土木遺産
第二部表紙 大台製紙軌道（奈良県）
（６）洛北発電所（京都府）
OFF報告
大台製紙軌道探索OFF報告 報告編（奈良県）
東熊野街道Odyssey
Readers' Voice
第六章 断片。伯母峰。再構築。（奈良県）
REAR TYRE #45
Reader's voice
次号予告
REAR TYRE #44
広告
廃道ナイト!!! 2010早春
次号予告
今月の煉瓦 福知山線旧線・野田尾トンネル（兵庫県）
今月の煉瓦 旧東川橋梁（滋賀県）
廃句
静寂
廃句
室生犀星

第46号
（2010年2月発行）

第47号
（2010年3月発行）

第一部表紙

第一部表紙 駒ヶ岳ロープウェイ（長野県）
特濃！廃道あるき
第二六回 宇津峠 初代車道（三島新道）
旧橋紀行
（34）福島県・福島交通軌道線 長岡跨道橋
北摂線描
屏風岩旧道（兵庫県）
第二部表紙 神之谷トロ道（奈良県）
連載ルポ
明治県道・熊野街道自転車旅（補遺）（三重県）
東熊野街道Odyssey異聞
神之谷トロ道木馬道（奈良県）
写真で綴る JR福知山線旧線 武田尾〜道場駅間（兵庫県）
Readers' Voice
REAR TYRE #46
次号予告
今月の煉瓦 大阪鉄道芝山トンネルの刻印煉瓦（大阪府）
廃句
畑隧道にて

小河内線境第三隧道
（東京都）
特濃！廃道あるき
第七回 東京都専用
線（小河内線）
［完全版］（東京都）
第二部表紙 夜の伊達橋
旧橋紀行
（35）福島県・伊達橋
第三部表紙 旧国道169号オソゴエ峠（奈良県）
廃道を読む （37）『村田鶴』ヲ読ム 四
東熊野街道Odyssey
第七章 伯母峰の南（奈良県）
Readers' voice
REAR TYRE #47
次号予告
今月の煉瓦 品川白煉瓦株式会社刻印煉瓦（大阪府）

第48号
（2010年4月発行）

JR福知山線旧線
（兵庫県）
by ホルモン焼き
特濃！廃道あるき
第二六回 宇津峠
明治車道（三島新道）
【後編】（福島県）
隧道レッドデータブック
（35）小井のトンネル（奈良県）

第49号
（2010年5月発行）

第一部表紙

第一部表紙

真草沢線橋梁橋台工
（福島県）
特濃！廃道あるき
第二七回 浪江森林
鉄道 真草沢線
（福島県）
第二部表紙

第二部表紙 東熊野街道 池原−池峰間旧車道（奈良県）
単発ルポ
信達軌道 桑折線（福島県）
東熊野街道Odyssey
第八章 北山の下（奈良県）
連載ルポ
土倉街道 前編（奈良県・三重県）
Readers' Voice
REAR TYRE #48
次号予告
広告
「廃道をゆく２」できました。
広告
廃道をゆく2イベント告知
今月の煉瓦1 河陽鉄道（近鉄道明寺線）架道橋（大阪府）
今月の煉瓦2 ジュラール煉瓦（を模したお菓子）
廃句
カーブとカーブミラー

単発ルポ

富岡街道明治新道
（福島県）
国道114号
旧富岡街道（福島県）

第三部表紙 土倉街道（三重県）
連載ルポ
土倉街道 中編（奈良県・三重県）
夢幻の道を追う
第二回 大峰電気鉄道（奈良県）
Readers' voice
REAR TYRE #49
次号予告
今月の煉瓦 KTK刻印入り耐火煉瓦（京都府）
廃句
ボンネットバス

第50号
（2010年6月発行）

第一部表紙

小坂峠の新道開削
記念碑（福島県）
日本の廃道50号記念企画
“The Road.”
50号記念ミニ企画
大間川線 黒松沢
の廃橋梁（静岡県）
特濃！廃道あるき
第二八回 千頭森
林鉄道 大間川線
（前編）（静岡県）
夢幻の道を追う
第三回 郡山軌道（福島県）

第51号
（2010年7月発行）

第一部表紙

千頭森林鉄道
大間川線（静岡県）
歴地形図廃めぐり
和賀仙人編[第１回]
特濃！廃道あるき
第二八回 千頭森林鉄道 大間川線［中編］（静岡県）

第二部表紙

第三部表紙 土倉街道（三重県）
連載ルポ
土倉街道 後編（奈良県・三重県）
Readers' Voice
REAR TYRE #50
次号予告
廃句
キノコ

第二部表紙 柴切田川橋（福島県）
旧橋紀行
（36）福島市の石橋（4）柴切田川橋（福島県）
寄稿
行ってきました！special
大峰電気鉄道建設予定地（奈良県） by こけ
東熊野街道Odyssey異聞
伊勢街道点描（奈良県）
Readers' Voice
REAR TYRE #51
次号予告
今月の煉瓦 関西鉄道社章関西鉄道社章（国分橋梁、黒髪山隧道）
（滋賀県・奈良県・大阪府）
廃句1
キノコ's
廃句2
川上村伯母谷にて

第52号
（2010年8月発行）

第53号
（2010年9月発行）

第一部表紙

豊浜トンネル旧道
（北海道）
特濃！廃道あるき
第二九回 片洞門
遊歩道 （旧国道１
１３号線）【前編】
（山形県）
寄稿
国道２２９号 豊浜トンネル旧道（福井県）
by nogana

第一部表紙 千頭森林鉄道 大間川線（静岡県）
特濃！廃道あるき
第二六回 千頭森林鉄道 大間川線［後編］（静岡県） 第二部表紙 仙台市Ｘ橋（宮城県）
東熊野街道Odyssey異聞
南和鉄道・川端線（奈良県）
第二部表紙 音水林鉄赤西線（兵庫県）
旧橋紀行
（37）滋賀県・保坂カルバート（仮）
（滋賀県） 隧道レッドデータブック
（36）真土トンネル（奈良県）
連載ルポ
音水森林鉄道網をゆく 補遺
夢幻の道を追う
（音水上部軌道、赤西林道）（兵庫県）
第四回 山上軽便鉄道（奈良県）
喪われた道の物語
Readers' Voice
第七回 天津神川樋橋（京都府）
REAR TYRE #53
Readers' Voice
広告
廃道をゆく２
REAR TYRE #52
今月の煉瓦 欅坂橋梁（福岡県）
次号予告
廃句1
ホイールキャップ
今月の煉瓦 南海電鉄高野線・大師十六号拱渠（和歌山県）
廃句2
大杉谷事業所にて
廃句
ニョロニョロ

by にょ

第54号
（2010年10月発行）
片洞門遊歩道
（宮城県）
特濃！廃道あるき
第二九回 片洞門遊歩
道（旧国道１１３号線）
【後編】（山形県）
隧道レッドデータブック
（37）閑谷隧道
（岡山県）

第55号
（2010年11月発行）

第一部表紙

第二部表紙
単発ルポ

第三部表紙

白石鉄道遺構？
（福島県）
白石鉄道 前編
（福島県）

山口県周南市内の廃道
photo:ますみつ
単発企画
石垣が好きだ。
喪われた道の物語
第八回 山家橋（京都府）
Readers' Voice
REAR TYRE #54
次号予告
今月の煉瓦 九度山水力発電所水路橋の刻印煉瓦（和歌山県）
廃句
森のなかにリンドウ
未承諾広告 「廃道をゆく２」広告

第一部表紙 土畑鉱山跡（岩手県）
特濃！廃道あるき
第三〇回 土畑鉱山軌道
【前編】（岩手県）
第二部表紙
単発ルポ

第三部表紙
単発ルポ

白石鉄道遺構
（福島県）
白石鉄道 後編
（福島県）

野又峠道（三重県）
野又峠（第一部）（三重県）
野又峠（第二部）（三重県）
野又峠（第三部）（三重県）
Readers' voice
REAR TYRE #55
次号予告
今月の煉瓦 関西鉄道大仏線・松谷橋渠（奈良県）

第56号

第57号
（2011年1月発行）

（2010年12月発行）

第一部表紙 吉尾峠（福島県）
特濃！廃道あるき
第二一回 福島県道153号
車場線［後編］（福島県）

小林会津宮下停

第二部表紙 日本畜産専用軌道（福島県）
単発ルポ
日本畜産専用軌道（福島県）
受付がゆく！〜幻の亀の瀬隧道に潜入！＆楽しい社会見学〜
（大阪府）
Readers' Voice
REAR TYRE #56
次号予告
廃句
亀の瀬隧道にて

第一部表紙 数坂隧道扁額（群馬県）
特濃！廃道あるき
第三一回 数坂峠の明治未成隧道大捜索線！
（群馬県）
単発ルポ
久来石用水（福島県）
第二部表紙
連載ルポ

大杉谷森林軌道水越線（三重県）
大杉谷森林軌道（三重県）
１−水越線にキレる−
附−御料林時代から廃止までの歴史−
Readers' Voice
REAR TYRE #57
次号予告
今月の煉瓦 至って普通の煉瓦
廃句
トロ車輪

第58号
（2011年2月発行）

第一部表紙 五百川橋梁（福島県）
行ってきました！
大井川鉄道井川線
関の沢側線（仮称)
（静岡県）
夢幻の道を追う
第五回 野蒜港〜明治期の交通網構想とその変遷〜
（宮城県ほか）
受付がゆく！
川上村歴史大河ロマン 南朝の皇子
旧橋紀行
（38）福島県・五百川橋梁
第二部表紙
連載ルポ

大杉谷林鉄不動谷索道（三重県）
大杉谷森林軌道（三重県）
２−不動谷支線をオトす−
Readers' Voice
REAR TYRE #58
次号予告
なんとなく企画・軌道の一日
廃句1
ジャガーMkⅡ
廃句2
円山隧道近況

第59号
（2011年3月発行）

第一部表紙 三郷スカイライン遠景（長野県）
第59号発行遅延のお詫び
夢幻の道を追う
第六回 三郷スカイライン[前編]（長野県）
単発ルポ
白石鉄道 前編 改（福島県）
第二部表紙
単発ルポ
連載ルポ

大杉谷林鉄 木橋（三重県）
白石鉄道 後編 改（福島県）
大杉谷森林軌道（三重県）
３−日浦杉線をワタる−
Readers' Voice
REAR TYRE #59
次号予告
今月の煉瓦 神瀬橋の刻印煉瓦（三重県）
廃句
ペー之像

第60号
（2011年4月発行）

小倉梓停車場線
（長野県）
特濃！廃道あるき
第三二回 三郷スカイライン（長野県）
［夢幻の道を追う第六回 後編］
旧橋紀行
（39）和歌山県・ねじりまんぽでない斜めアーチ二題

第61号
（2011年5月発行）

第一部表紙

第一部表紙 越後七浦廃歩道（新潟県）
日本の廃道とは
広告
「廃道をゆく３」広告
プチ濃！廃道あるき
第三回 越後七浦の「廃」遊歩道（新潟県）
第二部表紙 藤沼湖自然公園のレンガ敷き（福島県）
（40）福島県・寺前橋
記録
東日本大震災の記録（福島県須賀川市・郡山市） 旧橋紀行
連載ルポ
大杉谷森林軌道（三重県）
第二部表紙 安治川河底隧道（大阪府）
４−不動線でオモう−
資料
解題・安治川河底隧道工事資料（大阪府）
Readers' Voice
Readers' Voice
REAR TYRE #60
REAR TYRE #61
次号予告
予告
広告
「廃道をゆく３」広告
廃句
スクープ！ 軌道跡で廃車輌を発見！
廃句
今月の煉瓦 三重県舟木橋の刻印煉瓦
今月の煉瓦 大阪窯業の刻印煉瓦（大阪府）

第62号
（2011年6月発行）

第一部表紙 法者峠の旧車道（奈良県）
photo:こけ
特濃！廃道歩き
第三三回 国道291号旧道 山古志トンネル
旧道（新潟県）
寄稿
山上街道こぼればなし（奈良県）
by こけ
第二部表紙 舟木橋橋脚（三重県）
連載ルポ
猪苗代湖一周観光湖岸道路 前編（福島県）
旧橋紀行
（41）三重県・熊野街道の煉瓦橋梁群＠多気郡
Readers' Voice
REAR TYRE #62
次号予告
廃句
HAIKU
今月の煉瓦 “半ヘギ”煉瓦＠JR大阪環状線 桜宮〜京橋間

第63号
（2011年7月発行）

第一部表紙 乗鞍スーパー林道（長野県）
特濃！廃道あるき
第三四回 上高地乗鞍スーパー林道［Ｃ区間］（前編）
附 森林開発公団概説（長野県）
連載ルポ
猪苗代湖一周観光湖岸道路 後編（福島県）
単発ルポ
大坂・嘉永・津波の碑（大阪府）
第二部表紙 明治県道・伊勢本街道（奈良県）
連載ルポ
請取峠 起・承前（奈良県・三重県）
資料
解題・安治川河底隧道工事資料 補遺（大阪府）
Readers' Voice
REAR TYRE #63
次号予告
廃句1
二ノ俣国有林軌道
廃句2
フウセンタケ
今月の煉瓦 UR都市開発機構アーベイン桜ノ宮駅２の玄関壁

第64号
（2011年8月発行）

第一部表紙

第65号
（2011年9月発行）

寺前橋110717
（福島県）

今月の表紙
緊急ルポ

平成23年7月 新潟・福島集中豪雨の体験〜
新潟県長岡市山古志および川口周辺にて〜
【序・壱】（新潟県）
東日本大震災の記録
県道288号成田鏡田線・笠石跨線橋（福島県）
今月の煉瓦special
旧大阪府庁跡出土煉瓦（大阪府） by ホルモン焼き
旧橋紀行
（41）三重県・両郡橋
第二部表紙 請取峠三重側峠道（三重県）
連載ルポ
請取峠 承後（奈良県・三重県）
Readers' Voice
REAR TYRE #64
次号予告
廃句1
行き場のない廃土
廃句2
雨の廃道泊-1108

第一部表紙 上高地乗鞍スーパー林道（長野県）
特濃！廃道あるき
第三四回 上高地乗鞍スーパー林道[Ｃ区間]
（後編）（長野県）
資料
正式二万分一地形図一覧
第二部表紙

庄内交通湯の浜線の旧善宝寺駅（山形県）
photo：増田明彦

今月の表紙
記録
東日本大震災の記録 事前事後（福島県）
連載ルポ
請取峠 転（奈良県・三重県）
Readers' Voice
REAR TYRE #65
次号予告
廃句
使い切った18切符
今月の煉瓦 大分県山国橋橋脚（大分県）

第66号
（2011年10月発行）

第67号
（2011年11月発行）
第一部表紙

第一部表紙

利根川橋梁
（茨城県・埼玉県）
photo:ますみつ

今月の表紙
緊急ルポ

平成23年7月 新潟・福島集中豪雨の体験
〜新潟県長岡市山古志および川口周辺にて〜
【弐・参】（新潟県）
夢幻の道を追う
第六回 福相電気鉄道（福島県）
第二部表紙

旧青函連絡船八甲田丸と可動橋（青森県）
photo：増田明彦

今月の表紙
連載ルポ
請取峠 結（奈良県・三重県）
Readers' Voice
REAR TYRE #66
次号予告
廃句
千葉市のロータリー跡
今月の煉瓦 鉱滓煉瓦（大分県）

中央本線・
大日影隧道（長野県）
photo:増田明彦

今月の表紙
特濃！廃道あるき
第三五回 山古志村
の 「雪中トンネル」
（新潟県）
広告
「廃道 棄てられし道」
寄稿
平成23年新潟・
福島豪雨 被災橋梁の記録（福島県） by 磯部祥行
第二部表紙 鹿島鉄道・鉾田駅構内（千葉県）photo：増田明彦
夢幻の道を追う
第七回 郡山湯本電鉄（福島県）
隧道レッドデータブック
（38）八田隧道（福井県）
旧橋紀行
（43）東京都・勝鬨橋
単発企画
Defragmentation 1989-2004
Readers' Voice
REAR TYRE #67
次号予告
廃句1
福岡県宗像市県道92号線磯部峠にて
by 福岡の自転車乗り
廃句2
広告
今月の煉瓦 岸和田煉瓦の刻印煉瓦（大阪府）

第68号

第69号

（2011年12月発行）

第一部表紙

（2012年1月発行）

第一部表紙

総武鉄道・
物井川橋梁（千葉県）
photo：増田明彦

今月の表紙
特濃！廃道あるき
第三六回 深浦営林署
追良瀬川森林鉄道
〜前編〜（秋田県）
セピア色のポートレート
（１）水晶橋（大阪府）

国道413号・
旧山伏隧道（山梨県）
photo：増田明彦

今月の表紙
特濃！廃道あるき
第三六回 深浦営林署
追良瀬川森林鉄道
〜後編〜（秋田県）

第二部表紙 旧道志大橋（神奈川県） photo：増田明彦
今月の表紙
連載ルポ
東日本大震災の記録 旧伏見隧道 後編（福島県）
第二部表紙 旧佐室隧道（千葉県）
photo:増田明彦
セピア色のポートレート
今月の表紙
（２）矢の川峠（三重県）
連載ルポ
東日本大震災の記録 旧伏見隧道 前編（福島県）
隧道レッドデータブック
夢幻の道を追う
（40）氷坂隧道（福井県）
第八回 新淀川新橋（大阪府）
夢幻の道を追う
隧道レッドデータブック
第八回補遺 新淀川新橋（大阪府）
（39）安養寺隧道・北山隧道（福井県）
Readers' Voice
Readers' Voice
REAR TYRE #69
REAR TYRE #68
次号予告
次号予告
廃句
琵琶湖疏水インクラインにて
廃句
わんわんお
今月の煉瓦 琵琶湖疏水工事事務所煉瓦刻印（京都府）
今月の煉瓦1 栃原隧道の刻印煉瓦（兵庫県）
付録
愛宕山ケーブル探索OFFのしおり
今月の煉瓦2 陽和建設倉庫の刻印煉瓦（兵庫県）
by 受付

第70号
（2012年2月発行）

表紙

西武鉄道・安比奈線（埼玉県）
photo:重富純一
日本の廃道とは
今月の表紙
ESSAY
調査協力・情報提供のお願い
寄稿
北総のレンガみち（千葉県）
by みんみん
連載ルポ
東日本大震災の記録 旧伏見隧道 追補（福島県）
今月の煉瓦special
岡町住宅街、桜井住宅街の刻印煉瓦（大阪府）
廃道を読む （38）村田鶴ヲ読ム 完
Readers' Voice
REAR TYRE #70
次号予告
付録
3000m級の廃隧道（序）
−奈良県・摺子発電所水路隧道に就て−
廃句
大阪市・出入橋

第71号
（2012年3月発行）

第一部表紙 文化洞隧道（山梨県）
photo：みんみん
特濃！廃道あるき
第三七回 国道45号旧々道 辞職坂道路 〜前編〜
（岩手県）
記録
東日本大震災の記録的廃句 本宮第二中学校
（福島県）
寄稿
富士五湖周辺の廃隧道三題
by みんみん
第二部表紙 摺子発電所水路隧道（三重県）
夢幻の道を追う
第九回 一等大路第三類第四十三号 淀川北岸線
（大阪府）
報告
勝手に奈良県近代化遺産調査月報 2012.3.
Readers' Voice
REAR TYRE #71
次号予告
今月の煉瓦 丸五刻印煉瓦（大阪府）

第72号
（2012年4月発行）

第73号
（2012年5月発行）

第一部表紙

辞職坂道路
（岩手県）
特濃！廃道あるき
第三七回 国道45号
旧々道 辞職坂道路
〜後編〜（岩手県）
寄稿
千葉の穀倉地帯を
潤す道〜両総用水〜
（千葉県）by みんみん
第二部表紙 天辻隧道（奈良県）
旧橋紀行
（44）旧国道115号・岩弓堰橋（福島県）
セピア色のポートレート
（３）清水トンネル工事絵葉書（新潟県・群馬県）
隧道レッドデータブック
（41）天辻隧道（奈良県）
報告
勝手に奈良県近代化遺産調査月報 2012.4.
Readers' Voice
REAR TYRE #72
次号予告
廃句1
それでも桜は咲いた
廃句2
人工物、生える
今月の煉瓦1 東亜煉瓦会社刻印煉瓦？（大阪府）
今月の煉瓦2“山”刻印煉瓦（大阪府）
未承諾広告 Tシャツつくりました

第一部表紙 白棚線番沢バス停車場（福島県）
夢幻の道を追う
第十回 阿仁隧道 （前編）（秋田県）
連載ルポ
東日本大震災の記録
JRバス関東・白棚線（福島県）
第二部表紙 二ノ俣森林軌道 二ノ俣橋（三重県）
単発ルポ
二ノ俣森林軌道（三重県）
記録
東日本大震災の記録的廃句（福島県）
報告
勝手に奈良県近代化遺産調査月報 2012.5.
Readers' Voice
REAR TYRE #73
次号予告
今月の煉瓦 津守煉瓦刻印？（大阪府）

第74号
（2012年6月発行）

第75号
（2012年7月発行）

第一部表紙

早口森林鉄道
大野橋梁（仮称）
（秋田県）
秋田林鉄名橋大全2012
第二部表紙

千葉県・三島隧道
photo：増田明彦

今月の表紙
寄稿
相模の国の道志橋（神奈川県） by みんみん
セピア色のポートレート（４）
第一部表紙 国鉄日中線熱塩駅（福島県）photo：みんみん
明治神宮外苑のアスファルト舗装
今月の表紙
ミニレポ
吹田市・『麦酒会社北村化学研究所専用電車』
夢幻の道を追う
（大阪府）
第十回 三枚通洞（阿仁隧道）
（後編）
（秋田県）
連載
二つの資材搬入路−長殿発電所はいかにして作られたか−
隧道レッドデータブック
（42）八知山隧道（三重県）
（奈良県）
報告
勝手に奈良県近代化遺産調査月報 2012.7.
第二部表紙 籾山地区の石碑（福島県）
Readers' Voice
今月の表紙
REAR TYRE #75
報告
勝手に奈良県近代化遺産調査月報 2012.6.
次号予告
Readers' Voice
今月の煉瓦 大和索道樫辻駅の煉瓦（奈良県）
REAR TYRE #74
今月の煉瓦 杉本隧道（丹生隧道）の 焼損煉瓦（滋賀県）
次号予告
廃句
リスの落とし物
今月の煉瓦 中川煉瓦製造所 焼損煉瓦（滋賀県）
廃句
奈良県・大野橋跡

第76号
（2012年8月発行）

第77号
（2012年9月発行）

第一部表紙

駒止峠
（福島県）
特濃！ 廃道あるき
第三八回 駒止峠
明治車道（前編）
（福島県）
セピア色のポートレート
（5）『地下道』絵葉書
第ニ部表紙 籾山地区の石碑（福島県）
夢幻の道を追う
第十一回 東北本線 須賀川南駅（福島県）
単発企画
こんな夢を見た
連載ルポ
二つの資材搬入路
〜長殿発電所はいかにして作られたか・破〜
報告
勝手に奈良県近代化遺産総合調査月報 2012.8.
Readers' Voice
REAR TYRE #76
次号予告
廃句
十津川村玉置川在所にて
廃句
十津川村二村にて
今月の煉瓦 十津川村栗平集落跡にて

第一部表紙 立木集落（千葉県）
プチ濃！廃道あるき
第四回 立木の高橋隧道（武陵洞）（千葉県）
単発ルポ
久留米街道 〜明治の開拓道路〜（福島県）
第二部表紙 立里鉱山軌道（奈良県）
旧橋紀行（45）
奈良県・県道53号高野天川線のC暗渠群
懐古
息抜きのページ（アヒャダルマ）
報告
勝手に奈良県近代化遺産総合調査月報 2012.9.
Readers' Voice
REAR TYRE #77
次号予告
今月の煉瓦 長崎市の蒟蒻煉瓦

第78号
（2012年10月発行）

第一部表紙
essay
単発ルポ
単発ルポ

池郷川口軌道 水路隧道
お知らせ『「廃4」写真募集のお知らせ』
福島県にある国境標石（福島県）
池郷川口軌道（奈良県）

第二部表紙 三島隧道（千葉県）
懐古
「日本の廃道とは」ページの変遷
セピア色のポートレート
（6）隧道絵葉書特集！
報告 勝手に奈良県近代化遺産総合調査月報 2012.10.
Readers' voice
REAR TYRE #78
次号予告
廃句
富雄村道路元標
今月の煉瓦 JR桜井線神武里道架道橋（奈良県橿原市）

第79号
（2012年11月発行）

第一部表紙 三峯道
プチ濃！廃道あるき
第五回 三峯道（大達原〜強石）（埼玉県）
単発ルポ
能勢電鉄旧線（大阪府、兵庫県）
報告
勝手に奈良県近代化遺産総合調査月報 2012.11.
第二部表紙 大鯛滝隧道（奈良県）
東熊野街道Odyssey異聞
大鯛木馬道（奈良県）
Readers' Voice
REAR TYRE #79
次号予告
広告
廃道をゆく４
今月の煉瓦 本州化学工業和歌山工場煉瓦壁（和歌山県）
付録
KINIASプレゼン

第80号
（2012年12月発行）

第一部表紙 大峯鉱山坑口（奈良県）
セピア色のポートレート
（7）木曽御料林絵葉書
物欲之碑
第一基 デジタルマップメーター
(Firestar FS-DSC101)
報告 勝手に奈良県近代化遺産総合調査月報 2012.12.
第二部表紙
連載ルポ

沼田原軌道（奈良県）
二つの資材搬入路
〜長殿発電所はいかにして作られたか・急〜
Readers' voice
REAR TYRE #80
次号予告
廃句
遠い電話
今月の煉瓦 讃岐煉瓦刻印？（大阪府）

第81号
（2013年1月発行）

第一部表紙 旧白鳥隧道（千葉県）
新春お笑い企画
黒豆を煮る
旧橋紀行
（46）愛知県・奥三河地方の旧橋群
物欲之碑
第二基 Androidタブレット
（ASUS EeePad Transformer TF-101）
第ニ部表紙 松塚拱橋（奈良県）
勝手に奈良県近代化遺産調査月報
2013.1.
Readers' Voice
REAR TYRE
次号予告
今月の煉瓦 “逆Ｆ”刻印煉瓦
今月の煉瓦 “十”刻印煉瓦
今月の煉瓦 井筒型刻印煉瓦
今月の苔

第82号

第83号

（2013年2月発行）

第一部表紙
オブデータ集

（2013年3月発行）

伽橋（奈良県）

道路統計年報から
「酷道」を読み取る
《前編》
旧橋紀行
（47）奈良県・ 伽橋
物欲之碑
第三基 懐中電灯
（GENTOS SuperFi re SF-352X3）
喪われた道の物語
第九回「県令第三十八号違反道路」（奈良県天理市）
第ニ部表紙 櫟本町道路元標跡（奈良県）
隧道レッドデータブック
（43）伊勢神隧道（愛知県）
勝手に奈良県近代化遺産調査月報
2013.1.
Readers' Voice
REAR TYRE
次号予告
附録
東日本大震災の記録 事前事後
2011.3〜2013.1
今月の煉瓦 ○八刻印煉瓦
今月の煉瓦 細十字刻印煉瓦
廃句
崇峻天皇陵にて
今月の苔

表紙
国道246号・三世代の清水橋（山梨県）
オブデータ集
道路統計年報から「酷道」を読み取る《後編》
隧道レッドデータブック
（44）日見隧道（長崎県）
喪われた道の物語
第十回 奈良跨線橋
旧橋紀行
（48）奈良県・端駈橋
勝手に奈良県近代化遺産調査月報
2013.2.
Readers' Voice
REAR TYRE
次号予告
今月の煉瓦 近鉄田原本線箸尾駅の刻印煉瓦
廃句
山辺の道にて
今月の苔

第84号
（2013年4月発行）

第一部表紙 駒止峠道（福島県）
特濃！廃道あるき
第三八回 駒止峠 明治車道（中編）（福島県）
旧橋紀行
（49）大阪市・赤川鉄橋
第二部表紙 旧平田隧道（千葉県）
・ ・
受付がゆく！ 無現の道〜いかるがパークウェイ新たつた道〜
水道レッドデータブック
（XX）大阪市水道局 自動水圧記録計
勝手に奈良県近代化遺産総合調査月報
2013.3.
Readers' Voice
REAR TYRE
次号予告
今月の煉瓦 下野煉化製造会社刻印
今月の煉瓦 讃岐煉瓦株式会社刻印
今月の苔 改め 今月の吉井山施業林
附録
特濃第三八回前編（第76号掲載）］

第85号
（2013年5月発行）

第一部表紙 駒止峠道（福島県）
Information
特濃！廃道あるき
第三八回 駒止峠
明治車道（後編）
（福島県）
単発ルポ
江戸時代の トマソン”道標（福島県福島市）
旧橋紀行
（50）“本邦最初”の鉄筋コンクリート橋
（京都市・日ノ岡第十一号橋、
長崎市・本河内低部堰堤放水路橋）
第二部表紙 池郷川口軌道・水路隧道（奈良県）
セピア色のポートレート
（8）北山索道・白川又索道絵葉書
勝手に奈良県近代化遺産総合調査月報
2013.4.
Readers' Voice
REAR TYRE
次号予告
今月の煉瓦 関西煉瓦会社刻印
今月の煉瓦 岸和田煉瓦株式会社刻印
廃句
大和谷森林軌道飯場にて

第86号
（2013年6月発行）

第87号
（2013年7月発行）

第一部表紙 駒止峠道（福島県）
特濃！廃道あるき
第三九回 森吉森林鉄道 土沢支線（秋田県）
単発ルポ
二本松藩・北条谷切通し（福島県二本松市）
第二部表紙 阪大中ノ島センター前の煉瓦舗装（大阪府）
オブデータ集
第3回 関西煉瓦刻印集成 2013
廃道を読む
（39）煉瓦ヲ読ム
勝手に奈良県近代化遺産総合調査月報
2013.5.
Readers' Voice
REAR TYRE
次号予告
今月の煉瓦 大阪窯業舗装煉瓦
廃句
旧国道４号・池ノ入切通し
廃句
奈良県天川村にて
広告
関西煉瓦刻印拓本集成

第一部表紙 茂浦鉄道暗渠（青森県）
特濃！廃道あるき
第四〇回 茂浦鉄道（青森県）
第二部表紙 大和谷森林軌道・中部軌道（三重県）
単発ルポ
大和谷軌道（三重県）
廃道を読む （40）道路元標ヲ読ム
勝手に奈良県近代化遺産総合調査月報
2013.6.
Readers' Voice
REAR TYRE
次号予告
今月の煉瓦 “釘”刻印
廃句
旧国道13号 新沢橋 2013年初夏
今月の吉井山施業林

第88号
（2013年8月発行）

表紙
春日山周遊道路（奈良県）
喪われた道の物語
第十回 春日山周遊道路（奈良県）
廃道余話
犬に助けられた話
オブデータ集
第4回 関西煉瓦工場一覧
Readers' Voice
REAR TYRE
次号予告
今月の煉瓦 大阪煉瓦（株）刻印
廃句
大台ヶ原山にて
今月の吉井山施業林

第89号
（2013年9月発行）

表紙
外房線 新茂原貨物駅跡（千葉県）
夢幻の道を追う
第十回 房総スカイライン 前編
単発企画
万世大路・大滝宿の住宅と生活（福島県福島市）
単発ルポ
八知山隧道旧道 （カガスリ）（三重県 ）
Readers' Voice
REAR TYRE
次号予告
今月の煉瓦 “〒”刻印煉瓦
廃句
十津川村大黒谷にて
今月の吉井山施業林

第90号
（2013年10月発行）

第一部表紙

牛奥沢林用
軌道石垣（山梨県）
プチ濃！廃道あるき
第六回 牛奥沢林用軌道（山梨県）
連載ルポ
大和谷森林軌道〜まぼろしの最奥を追う〜
【前編第一部】（三重県）

第91号
（2013年11月発行）

第一部表紙
連載ルポ
連載ルポ
TRDB

第二部表紙
連載ルポ

大和谷森林軌道・最奥部軌道（三重県）
大和谷森林軌道〜まぼろしの最奥を追う〜
【前編第二部】
廃道余話
廃道で寝た話
旧橋紀行
（51）奈良県・（旧）川津大橋
Readers' Voice
REAR TYRE
次号予告
今月の煉瓦 分銅型刻印煉瓦
廃句
無題
今月の吉井山施業林

第二部表紙
寄稿
寄稿

大和谷軌道鋼索支柱
（三重県）
大和谷森林軌道 （三重県）
〜まぼろしの最奥を追う〜 後編第一部
大和谷森林軌道執念の再訪編
〜ミッシングリンクを求めて 〜
（45）参陵隧道（奈良県）
（46）小南峠隧道（奈良県）

那須疏水と蟇沼用水の立体交差（栃木県）
那須疏水を歩く① 〜廃用水路を中心に〜（栃木県）
大和谷森林軌道（三重県）
〜まぼろしの最奥を追う〜 後編第二部
Readers' Voice
REAR TYRE
次号予告
今月の煉瓦 小島煉瓦刻印@十津川村
廃句
小南峠隧道扁額

第92号
（2013年12月発行）

第93号
（2014年1月発行）

表紙

表紙
豊英大橋の旧道の素堀隧道（千葉県）
単発企画
明治期の万世大路・大平宿（福島県）
西熊野街道Sketch
第一描 アウトライン（奈良県）
絵葉書でマナブ橋の形式
(1)プラットトラス（直弦・下路）
旧橋紀行
（52）木の根橋（兵庫県）
お笑い企画
ジスオ福笑い
Readers' Voice
REAR TYRE
次号予告
今月の煉瓦 Kn刻印

西熊野海津 津越野峠（奈良県）
西熊野街道Sketch
第二描 津越野峠（奈良県）
行ってきました！
川治ダムの三弦橋（by kiyokimi）(栃木県）
旧橋紀行
（53）伏水街道第四橋（京都府）
絵葉書でマナブ橋の形式
(2)ダブルワーレントラス（直弦・下路）
勝手に奈良県近代化遺産総合調査月報
2013.8.〜2014.1.
Readers' Voice
REAR TYRE
次号予告
今月の煉瓦 大阪窯業株式会社刻印（副印入）

第94号
（2014年2月発行）

第95号
（2014年3月発行）

表紙
旧木ノ俣用水隧道（栃木県）
連載ルポ
那須疏水を歩く② 旧木ノ俣用水篇
絵葉書でマナブ橋の形式
（３） 分格トラス（ペンシルベニアトラス）
連載ルポ
蓮根峠 前編（兵庫県／京都府）
旧橋紀行
（54）澱川橋梁（京都府）
Readers' Voice
REAR TYRE
次号予告
今月の煉瓦 “日”刻印

表紙
西熊野街道 三里越（奈良県）
西熊野街道Sketch
第三描 三里越（奈良県）
絵葉書でマナブ橋の形式
（4） コンクリートアーチ橋
旧橋紀行
（55）京都府・桂川橋梁
Readers' Voice
REAR TYRE
次号予告
今月の煉瓦 大阪窯業刻印＠相賀隧道
廃句
マシーン

第96号
（2014年4月発行）

第97号
（2014年5月発行）

表紙

表紙
蓮根峠（京都府）
連載ルポ
蓮根峠 中編（兵庫県／奈良県）
絵葉書でマナブ橋の形式
（5）鋼アーチ橋（ブレースドリブ）
TRDB
（47）再度隧道
定点観測
#1 大鯛木馬道の隧道
Readers' Voice
補遺・澱川橋梁支承写真（by ゆうさん）
REAR TYRE
次号予告
今月の煉瓦 ヘラ書きを有する煉瓦＠和泉市

岩屋トンネル（和歌山県）
夢幻の道を追う
第十一回 福島県の未成線を読む （福島県）
オブデータ集
第５回 関西煉瓦刻印集成 2014
廃道を読む
（41）煉瓦刻印ヲ読ム 2014
絵葉書でマナブ橋の形式
（5）鋼アーチ橋（ブレースドリブ）
eaders' Voice
REAR TYRE
次号予告
今月の煉瓦 ヘラ書きを有する煉瓦＠和泉市（続）
廃句
古代集落

第98号
（2014年6月発行）

第99号
（2014年7月発行）

表紙
中津高架橋（大阪府）
西熊野街道Sketch
第四描 天辻峠と鳩ノ首
絵葉書でマナブ橋の形式
（6）可動橋
第５回 関西煉瓦刻印集成 2014
定点観測
#2 愛宕山鉄道鋼索線
旧橋紀行
（56）大阪府・中津高架橋
Readers' Voice
REAR TYRE
次号予告
今月の煉瓦 松本煉瓦株式会社刻印

表紙
中原橋（奈良県）
西熊野街道Sketch
第五描 池穴周辺
絵葉書でマナブ橋の形式
（7）木橋その１
TRDB
（48）里川隧道（和歌山県）
Readers' Voice
REAR TYRE
次号予告
今月の煉瓦 阪府授産所製造煉瓦
廃句
鉄棒ではありません

第100号
（2014年8月発行）

表紙

第一部表紙
五新線・新町高架橋（奈良県）
旧橋紀行
（57）五新線新町高架橋／ 吉野川橋梁（奈良県）
廃句
最初の一枚 （福島県）
絵葉書でマナブ橋の形式
（8）木橋その２
物欲之碑
第四基 武藤商事「型取くん」
明治隧道project@奈良県
喪われた道の物語
番外 奈良県立図書情報館蔵公文書
TRDB
（49）某隧道（大分県）
今月の煉瓦 琵琶湖疏水事務所「ソ一二」
琵琶湖疏水事務所「蹴23」

大滝ダム工事用モノレール（奈良県）
探訪近代土木遺産
（7）金剛水力発電所 （大阪府）
廃道余話
廃道でものを落とした話
徳川道
踏査編第五回 白川〜布施畑村（兵庫県）
東熊野街道Odyssey
異聞 大滝ダムの廃モノレール（奈良県）
定点観測
#3 JR福知山線旧線（兵庫県）
廃道を読む
（42）所謂指定府県道ニ就テ
Readers' Voice
REAR TYRE
次号予告
今月の煉瓦 岸和田煉瓦株式会社刻印（副印付）
廃句
リバー印
息抜きのページ
埋め草のページ

第 101 号
（2014 年 9 月発行）

表紙
西熊野街道 小森周辺（奈良県）
旧橋紀行
（58）大阪府・雪鯨橋
踏査編第六回 木寺村〜大蔵谷村（街道終点）（兵庫県）
徳川道
西熊野街道 Sketch
第六描 小森周辺（奈良県）
Readers' voice
Rear Tyre
次号予告
今月の煉瓦
大阪窯業製造煉瓦（機械整形）
廃句
曽根崎新地 1 丁目にて

第 102 号
（2014 年 10 月発行）

表紙
張碓橋（北海道）
旧橋紀行
（59）北海道・張碓橋（by 受付・ジスオ）
単発企画
『梅田地下オデッセイ』を歩く（大阪府）
定点観測
#4 JR 東海道線 磯野橋梁（大阪府）
Readers' Voice
REAR TYRE
次号予告
今月の煉瓦
舞鶴赤れんが博物館ミニチュア煉瓦
北海道庁旧本庁舎土産煉瓦

第 103 号
（2014 年 11 月発行）

表紙
西熊野街道 山崎の切り通し（奈良県）
絵葉書でマナブ橋の形式
（9）吊橋（by 受付・ジスオ）
隧道レッドデータブック
（50）大波隧道（京都府）
西熊野街道 Sketch
第七描 池穴〜山崎〜風屋（奈良県）
Readers' voice
Rear Tyre
次号予告
今月の煉瓦
堺煉瓦株式会社刻印＠舞鶴赤れんがパーク
漢数字「六」＠北海道庁旧本庁舎

第 104 号
（2014 年 12 月発行）

表紙
楊枝峠（福島県）
単発ルポ
二本松街道・楊枝宿の歴史（福島県）（by TUKA）
お笑い企画
隧道カレーを作る
定点観測
＃ 5 表六甲ドライブウェイ旧道（兵庫県）
Readers' Voice
REAR TYRE
次号予告
今月の煉瓦
和泉煉瓦＠堺市堺区榎元町 1 丁
廃句
楊枝峠 2002

第 105 号

第 106 号

（2015 年 1 月発行）

（2015 年 2 月発行）

表紙
西熊野街道 小代在所（奈良県）
絵葉書でマナブ橋の形式
（10）桁橋（by 受付・ジスオ）
西熊野街道 Sketch
第八描 小代周辺（奈良県）
定点観測
＃６ 相坂隧道（兵庫県）
Readers' voice
Rear Tyre
次号予告
今月の煉瓦
西播煉瓦刻印＠相坂隧道
廃句
楊枝集落の「何か」

表紙
栗平土工森林組合軌道 下地隧道（奈良県）
旧橋紀行
（60）岡山県・三石の煉瓦拱渠群
西熊野街道 Sketch
附・１ 栗平土工森林組合軌道（奈良県）
定点観測
＃ 7 鐘ヶ坂隧道（兵庫県）
Readers' Voice
REAR TYRE
次号予告
今月の煉瓦
増田煉瓦製造所煉瓦
廃句
和歌山市鳴神団地にて

第 107 号

第 108 号

（2015 年 3 月発行）

（2015 年 4 月発行）

表紙
神子畑鉱山上部軌道（兵庫県）
連続ルポ
生野の鉱山道 前編（兵庫県）
廃道余話
探索に失敗した話
Readers' voice
Rear Tyre
次号予告
今月の煉瓦
中川煉瓦製造所煉瓦？
廃句
誰の落とし物？

表紙
栗平土工森林組合軌道隧道（奈良県）
西熊野街道 Sketch
附・２ 栗平土工森林組合軌道（奈良県）
隧道レッドデータブック
（51）旧高濱隧道（和歌山県）
Readers' Voice
REAR TYRE
次号予告
今月の煉瓦
日本煉瓦＠十津川村栗平
廃句
廃なもの

第 109 号

第 110 号

（2015 年 6 月発行）

（2015 年 7 月発行）

表紙
単発ルポ

原町森林鉄道馬場線跡（福島県）
原町森林鉄道・馬場線
〜市街地に残る軌道跡〜（福島県）（by TUKA）
連続ルポ
生野の鉱山道 後編（兵庫県）
Readers' voice
Rear Tyre
次号予告
今月の煉瓦
JR 福知山線黒井駅の煉瓦壁
廃句
峠道から

表紙
尾鷲隧道（三重県）
定点観測
#8 熊野街道の隧道群（三重県）
単発ルポ
戸平峠（兵庫県・京都府）
Readers' Voice
REAR TYRE
次号予告
今月の煉瓦
樽井煉瓦製造所（三ツ鱗）
廃句
交錯する文字列

第 111 号

第 112 号

（2015 年 8 月発行）

（2015 年 9 月発行）

表紙
生石山第一砲台（兵庫県）
定期企画
関西煉瓦刻印集成 2015
廃道を読む
（42）煉瓦刻印ヲ読ム 2015
Readers' voice
Rear Tyre
次号予告
今月の煉瓦的廃句
樽井煉瓦製造所化粧煉瓦

表紙
小佐毘谷軍橋（兵庫県）
旧橋紀行
（61）兵庫県・由良軍道の煉瓦拱渠群
定点観測
＃ 9 中津高架橋（大阪府）
小さな物欲之碑
「キャンドルランタン」ロッキーマウンテン
Readers' Voice
REAR TYRE
次号予告
遊べる廃句
むっちゃおもろいゲーム

第 113 号
（2015 年 10 月発行）

表紙
国道 176 号・尼子橋周辺（兵庫県）
旧橋紀行
（62）兵庫県・国道 176 号の RC アーチ橋
由良要塞をゆく
第 1 回 小佐毘火薬本庫（兵庫県）
Readers' voice
Rear Tyre
次号予告
今月の煉瓦
破線刻印＠三田市街
廃句
ミステリー・サークル

第 114 号
（2015 年 11 月発行）

表紙
赤松山堡塁交通路（兵庫県）
隧道レッドデータブック
番外 地獄・極楽（大分県）
由良要塞をゆく
第 2 回 赤松山堡塁交通路・赤松山堡塁（兵庫県）
Readers' Voice
REAR TYRE
次号予告
廃句
ものすごい確率

第 115 号
（2015 年 12 月発行）

表紙
赤松山伊張山堡塁間連絡交通路（兵庫県）
単発企画
レリーフがある謎の明治隧道（by TUKA）
（福島県）
由良要塞をゆく
第 3 回 両堡塁間連絡交通路・由良連絡交通路
及び伊張山堡塁（兵庫県）
Readers' voice
Rear Tyre
次号予告
廃句
曽根崎新地 1 丁目にて

第 116 号
（2016 年 1 月発行）

表紙
上灘道（兵庫県）
定点観測
#10 九人ヶ塔隧道（大分県）
単発ルポ
上灘道（兵庫県）
Readers' Voice
REAR TYRE
次号予告
今月の煉瓦
＊刻印＠友ヶ島第二砲台
廃句
平常運転

第 117 号

第 118 号

（2016 年 2 月発行）

（2016 年 3 月発行）

表紙
表紙
生石山堡塁交通路（兵庫県）
由良要塞をゆく
第 4 回 生石山砲台と周辺の諸施設（兵庫県）
廃道を読む
（44）中国四国煉瓦工場表ヲ作成セシ事
Readers' voice
Rear Tyre
次号予告
廃句
「そのうち号」予告

友ヶ島第二砲台（和歌山県）
セピア色のポートレート
⑨和歌山県 加太・友ヶ島 （by 受付）
由良要塞をゆく
第 5 回 友ヶ島の諸施設 1（和歌山県）
Readers' Voice
REAR TYRE
次号予告
廃句
池尻浜にて

第 119 号

第 120 号

（2016 年 4 月発行）

（2016 年 5 月発行）

表紙
連載ルポ

大川山堡塁交通路（和歌山県）
阿武隈川・「昭和の大改修」の痕跡を歩く
（by TUKA）
（福島県）
旧橋紀行
（63）大分県・鳥居橋
由良要塞をゆく
第 6 回 大川山堡塁・同交通路、
深山火薬本庫（和歌山県）
Readers' voice
Rear Tyre
次号予告
今月の煉瓦
平に凹みのある煉瓦
廃句
岸和田市共同墓地にて

表紙
阿武隈川改修工事軌道（福島県）
連載ルポ
阿武隈川改修工事軌道（by TUKA）（福島県）
由良要塞をゆく
第 7 回 深山火薬本庫・高森山堡塁交通路
佐瀬川堡塁・同連絡交通路（和歌山県）
旧橋紀行
（64）和歌山県・嘉永橋
Readers' Voice
REAR TYRE
次号予告
今月の煉瓦
愛知煉石耐火煉瓦
廃句
接ぎ木

