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① 事典類で調べる
所蔵館内でご覧ください。複写サービスがご利用できます。
（1 枚 10 円）
書
名
著者・編集者 出 版 社
出版年 請求記号
全国神社名鑑刊行 全国神社名鑑
会史学センター／ 刊行会史学セ
編纂
ンター

1977

全国寺院名鑑刊行
史学センター
会／編纂
北海道・東北・関東篇

1976

日本名刹大事典

雄山閣出版

1992

臨川書店

1981

R170.3/ｼ

千秋社

2001

185.913/ｻ

全国神社名鑑
上巻
全国寺院名鑑

寺院・神社は私たちの生活や文化に深く根付いています。冠
婚葬祭や通過儀礼などで、寺院・神社のお世話になった方も多
いのではないでしょうか。また寺院や神社には歴史的文化財も
多く残されています。身近な寺院や神社を調べてみませんか。

☆情報を幅広く集めるには、キーワードが必要です。
・今回のキーワード･･･社寺・寺社・神社・寺院・お寺・仏閣・
神道・仏教・宗教・巡礼・札所・信仰
☆“請求記号”（本の背ラベルの番号）で効率よく資料を探すこ
とができます。
・請求記号にＫが付くものは郷土資料、Ｒが付くものは参考図
書です。ともに所蔵している図書館内での閲覧になります。
貸出ができる資料もございますので、カウンターにご相談く
ださい。
・請求記号の二ケタ表記は児童書、三ケタ以上は一般書です。
・今回の請求記号・・・160（宗教）、170（神道）、175(神社)、
180（仏教）、185(寺院)、380（風俗習慣）、718（仏像）
☆インターネット情報は各図書館のインターネット端末でご覧
いただけます。契約データベース以外のプリントサービスはご
利用できません。

圭室文雄／編

神道大辭典 全 3 巻
埼玉のお寺
埼玉の神社 全 3 巻
埼玉宗教名鑑

埼玉県仏教会／
監修
埼玉県神社庁神
社調査団／編
大江千尋／ほか
編

武蔵国式内社の
歴史地理

R185.91/
ｾﾞ
R185.035/
ﾀ

K175/ｻ

埼玉新聞社

1978

K165/ｻ

埼玉新聞社

1981

K030/ｻ

入間郡市連合神
社誌編纂委員会
／編纂

埼玉県神社
庁入間郡市
連合支部

1971

K175/ｲ

菱沼勇／著

菱沼勇著書
刊行会

1966

K175/ﾋ

埼玉大百科事典
全5巻
入間神社誌

埼玉県神社
1986-1998
庁

R175.9
/ｾﾞ/1

※書名の後に、著者名、出版社、出版年、[請求記号]で表記してあります。

②所沢の寺院と神社を調べる
『所沢市史 社寺』
所沢市史編纂委員会／編 所沢市 1984 年
所沢市に所在する社寺の由緒・明細帳・史料等を収録。

[213.4/ﾄ]

『所沢市史 文化財・植物』
所沢市史編纂委員会／編 所沢市 1985 年 [213.4/ﾄ]
所沢市内の指定文化財が収録されている。多宝塔・八幡神社本殿・八坂
神社本殿等の解説のほか、市内の社寺が所有する仏像や絵図も収録。

『所沢市史 地誌』
所沢市史編さん委員会／編 所沢市 1980 年
新編武藏風土記稿のなかで、社寺について触れている。

[213.4/ﾄ]

『所沢市史 上・下』
所沢市史編さん委員会／編 所沢市 1991 年・1992 年 [213.4/ﾄ]
上巻の「中世の文化」に古社寺の歴史や文化財、
「江戸の開帳」に出開
帳の記録を収録。下巻の「信仰と文化」には神仏分離の記録を収録。

『所沢市史研究』第 1 号・第 4 号・第 20 号・第 21 号
［第 1・4 号］所沢市史編集委員／編 所沢市史編さん室
［第 20・21 号］所沢市教育委員会文化財保護課／編 所沢市教育委員会
1977 年～1998 年 [213.4/ﾄ]
第 1 号「所沢の社寺」、第 4 号「大石氏と所沢の社寺」、第 20 号「所沢
の古社・社寺」、第 21 号「所沢の古社・社寺（二）」を収録。
『所沢史話』
内野弘／著 所沢市教育委員会 1974 年 [213.4/ｳ]
所沢市内の社寺の由来や歴史、社寺にまつわる民話などを記載。

③寺院・神社を訪ねる
『日本の神社大全』3
三橋健／総監修

デアゴスティーニ・ジャパン

2016 年 [H175.9/ﾆ/3]

『訪ねてみたい埼玉のお寺』
インデックス編集部／編著 インデックス 2006 年 [185.913/ﾀ]
埼玉県内の主要な寺院の由来・文化財・年中行事等の解説の他、行き方
も記載。
『さいたま寺社めぐり』
花井泰子／文 花井敬／写真
青木忠雄／解説 幹書房 1999 年 [185.913/ﾊ]
県内の主要な社寺の由来・沿革・文化財等の解説の他、行き方も記載。

『埼玉の寺』全 3 巻
敏蔭英三／写真 秋山喜久夫／文 埼玉新聞社 1981 年 [185.913/ﾄ]
写真紀行。著者が埼玉県内の主要な寺院へ探訪した際の記録。
『さきたま文庫』シリーズ
さきたま出版会 1989 年～2021 年
県内の寺院や神社を一冊につき一カ所取り上げ、所在地や来歴・文化財
等を解説。

『武蔵野三十三所観音巡礼』
白木利幸／著 朱鷺書房 2004 年 [186.913/ｼ]
西武池袋線沿線にある寺院の観音を巡る。寺院や観音の説明あり。

『秩父三十四ケ所札所めぐり観音霊場巡礼ルートガイド』
小林祐一／著 メイツ出版 2017 年 [186.913/ｺ]
秩父三十四ケ所の札所への歩き方と各札所の歴史や由緒などを解説。

『幻の武州八十八霊場』
大舘右喜／著 さきたま出版会 2018 年 [186.913/ｵ]
武州八十八霊場を踏査した著者の記録。寺院の歴史や由来も解説。

➃寺院・神社の行事と祭り
『日本の祭り文化事典』
星野紘ほか／監修 東京書籍 2006 年 [R386.1/ﾆ]
『全国年中行事辞典』三隅治雄／編著 東京堂出版 2007 年[R386.1/ﾐ]

『祭礼行事 埼玉県』
高橋秀雄／編

杤原嗣雄／編

おうふう

1996 年

[386.2/ｻ]

『所沢市史 民俗』
所沢市史編さん委員会/編 所沢市 1989 年 [213.4/ﾄ]
所沢市内の社寺の信仰と年中行事について調べることができる。

『所沢市史研究』第 6 号
所沢市史編纂委員／編 所沢市史編纂室 1982 年 [213.4/ﾄ/6]
所沢市の「社寺の年中行事」について記載。
『神楽を楽しむ』 埼玉県立歴史と民俗の博物館 2012 年 [386.813/ｶ]
県内の神社で行われる神楽の歴史や特徴・装束・演出等について記載。

⑤データベースで調べる
所沢図書館内のインターネット端末でご覧いただけるデータベースです。

★朝日新聞社「朝日新聞クロスサーチ」
（1879 年～／本館・分館で利用可）
（旧名称「聞蔵Ⅱ」 2022 年 4 月より名称変更）
★読売新聞社「ヨミダス歴史館」（1874 年～／本館・分館で利用可）
★日本経済新聞社｢日経テレコン 21｣ （過去 30 年分の記事/本館のみ利用可）
★国立国会図書館デジタルコレクション（本館・分館で利用可）

⑥インターネットで調べる
埼玉県の神社（埼玉県神社庁）
埼玉県内の神社や、神社のお祭り・行事等を調べることができる。
http://www.saitama-jinjacho.or.jp/
ちょこたび埼玉（一般社団法人埼玉県物産観光協会）
「観光スポット検索」の「絞り込み検索」から「お寺・神社」を調べる
ことができる。
https://chocotabi-saitama.jp/

所沢市まちづくり観光協会
「見どころ」にところざわ百選に選ばれた社寺が紹介されている。
http://www.tokoro-kankou.jp/

