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千葉県の神社 
 

千葉県には神社庁に登録されているだけでも 3,100 以上の神社があります。千葉県の神

社について、最初に調べるときの手がかりとして、参考となる図書や情報をご案内します。 

 

目次 

１ キーワード     ４ 新聞・雑誌記事を探す   

２ 神社の基礎知識  ５ インターネットで調べる   

３ 図書で情報を探す 

 

１ キーワード  
 

図書や雑誌、情報を探すときに次のようなキーワードを使うと幅広く調べられます。 

「神社」「神道」「神事」「式内社」「参拝」「祭神」「由緒」「御利益」「祭事」「神輿」「御

朱印」などがあります。 

 

 

 一般的な神社に関する事典や入門書です。 

 

 

 

２ 神社の基礎知識 

書名 出版情報 所蔵情報 

日本の神々がわかる神社事典 
外山晴彦監修  

成美堂出版 2013 
東 175/10 

日本の神社に祀られている神様は、八百万の神といわれるように、多彩ないわれを持っ

ています。神社についての基礎知識、神社に祀られている神様について、系図や基礎知識

を含め詳しく解説しています。各神社の境内の様子もカラー写真付きで紹介しています。 

図説神道 八百万の神々と日本人 
三橋健著  

河出書房新社 2013 
東 170/26 

神道と日本人の関わりや、歴史と共に神道がどのように変化していったかを解説。神話

や禊・祓などの祭式、社殿の様式などについても豊富な写真とともに紹介しています。 

神道史大辞典 
薗田稔編  

吉川弘文館 2004 

中 17033/2 

東 17033/4 

『国史大辞典』より日本の神道史関係の項目を抽出し、神道史の観点から不可欠な項目

を加えて編集した辞典。神名・神社・神事・祭礼・神道説・神道書、神道家・国学者、年

中行事や人生儀礼、宮中祭祀・民間信仰など日本の神道の歴史全般にわたる項目を収録し

ています。 

新編神社の古代史 
岡田精司著  

学生社 2011 
東 1759/6/11 

神社の成立や宮中の祭り、巫女、氏神、国司の祭りなど、神社の古代史について、一般

向けに分かりやすく書かれた入門書。大神神社、伊勢神宮、宗像大社、住吉大社、石上神

宮、鹿島・香取神宮など、日本の主要な神社について、古代の神々と神社の実態が解説さ

れています。 

※所蔵について 中：中央図書館（千葉市） 西：西部図書館（松戸市） 東：東部図書館（旭市） 



調べ方案内（パスファインダー） 

（１）分類記号から探す 

 

図書館資料は、資料の主題（テーマ）を表した数字（分類記号：背表紙 

ラベルの１段目）の順番に並んでいます。分類記号は神道全般が「170」、 

「神社」は「175」です。その中でも、千葉県や県内市町村に関連する 

資料（郷土資料）は「C175」として別の場所に置いてあります。 
 

 千葉県立図書館ホームページ「図書・雑誌・視聴覚資料検索」から、請求記号の２マス目に「175」

や「C175」と入力して検索すると、神社に関する資料を見つけることができます。 

 

 

 

 

 

＜例えばこんな資料が見つかります＞ 

３ 図書で情報を探す 

C175 

  1 

 

書名 出版情報 所蔵情報 

千葉県神社名鑑 
千葉県神社名鑑刊行委員会編  

千葉県神社庁 1987 

中 C175/C42/1 

西 C1750/5 

東 C175/1 

千葉県神社庁管内の神社の台帳。支部ごとに鎮座地、交通アクセス、祭神、例祭日、氏子、由緒

沿革、写真などが掲載されています。支部の中は市町村別の目次づけがあるので、市町村から神社

を探すことができます。 

全国神社名鑑 上巻・下巻 
全国神社名鑑刊行会史学センター編 

全国神社名鑑刊行会史学センター 1977 

中 175/Z3/1-2 

東 1759/4/1-2 

各都道府県宗教法人名簿に基づいて作成された名鑑。全国8万3千社あまりを網羅した名簿編と、

著名神社 6 千数百社を紹介した名鑑編、神社神道の知識をまとめた付録編で構成されています。千

葉県は上巻に掲載されており、住所・祭神・由緒・写真・宮司の名前などを確認できます。 

千葉県神社一覧 
橘清勝企画・編集・写真  

Rising Sun 2020 
中 C175/71 

千葉県内にある神社をカラー写真とともに紹介している個人出版の書籍。鎮座地、御祭神、創建

年、例祭日などを収録。用語解説、神系図、五十音索引なども掲載されています。 

房総の杜 
千葉県神社庁房総の杜編纂委員会編  

おうふう 2004 

中 C175/17 

西 C175/3 

東 C175/4 

千葉県神社庁が環境問題に対応すべく、地域に適応した自然を残す神社境内林を調査した記録で

す。神社の杜にある樹木に注目し、杜のおおよその広さ（坪数）や、植えられている樹木の名前、

記念樹であればそのいわれなどが写真とともに記されています。 

房総の古社 歴史と風土 11 
菱沼勇・梅田義彦著  

有峰書店 1975 

中 C175/H76/1 

西 C1750/1 

著者らが安房・上総・下総の式内社（平安中期、延喜式神名帳に記載された神社）をめぐり、そ

の成果を記録した資料。神社のある場所、境内の様子、祭神、神社のいわれや変遷について写真を

交えながら解説しています。 

房総のやしろ展 千葉日報社 1985 中 C175/26 

千葉日報の誌上で連載していた「房総の歴史 やしろ」の全25回を一冊の本にまとめた資料。毎

回千葉県内の神社1社を取り上げ、「その源流を探る」として、由緒沿革・祭神・住所・電話番号な

どが掲載されています。情報源としてはもとより、読み物としても楽しめる仕様になっています。

神社の境内や、所蔵する面、狛犬、巻物などの写真も掲載。 

（例）『千葉県神社名鑑』（東部) 

Toubu  

 

 



調べ方案内（パスファインダー） 

（２）地域から調べる 

知りたい神社がある地域の郡誌や市町村史等などに関連の記述がある場合があります。 

※各市町村史の一覧は調べ方案内(パスファインダー)「千葉県の「市町村」を調べる」の別表 

「千葉県内市町村史等一覧」を参照ください。 

 ＜例えばこんな資料が見つかります＞ 

※『角川日本地名大辞典 12 千葉県』（「角川日本地名大辞典」編纂委員会編 角川書店 1984）、 

『日本歴史地名大系 12 千葉県の地名』（平凡社 1996）などの地名辞典に神社のいわれが記載

されている場合もあります。 
 

（３）キーワードから関連資料を探す 

千葉県立図書館ホームページ「図書・雑誌・視聴覚資料検索」から、「１ キーワード」であげた

キーワードなど、知りたいことをキーワードにしても検索できます。 

＜例えばこんな資料が見つかります＞ 

 

書名 出版情報 所蔵情報 

千葉県香取郡誌 
千葉県香取郡役所編輯 

千秋社 1989 

中 C234/KA86/1(原本) 

西 C234/J00- 3 

東 C234/J00- 1 

大正10年に香取郡役所が作成した郡誌を復刻したものです。第十五編の神社誌には香取神宮を

はじめとする郡内神社の創建に関することなどが書かれています。原本は千葉県立図書館ホーム

ページ内「菜の花ライブラリー」から、デジタルデータでも見ることができます。 

旭市史 全3巻 
旭市史編さん委員会編 

旭市役所 1973 

中 C235A/A82/3-1～3 

東 C235/K01-1/1～3 

旭市の歴史について編纂した図書です。第 1 巻：通史編・近代史料編、第 2 巻：近世北部史料

編、第3巻：近世南部史料編 中世史料編からなり、旭市内にあった町や村の歴史を知ることがで

きます。それぞれの町村の歴史の中には神社に関する記述も多く含まれています。 

東金市史 5 総集篇 東金市役所 1987 

中 C225T/TO21/2-2 

西 C225/F01- 1/5 

東 C225/F01- 3/5 

東金市の歴史について編纂した図書の総集篇です。第二篇の「宗教」に東金市内の神社一覧や

地区ごとの神社各説が掲載されています。 

書名 出版情報 所蔵情報 

房総の祭事 
千葉県神社庁特殊神事編纂委員会編  

千葉県神社庁 1984 

中 C386/B66/1 

西 C3860/2 

神社の祭事は神事であり、神話時代の古伝による祭や地域の習俗を表現したものが多く見られ

ます。本書は房総で行われている祭事を種類別に掲載し、それぞれの神社でどのように祭事が行

われているかを具体的に記述しています。千葉県の祭りを調べるには、調べ方案内（パスファイ

ンダー）「千葉県の祭りについて」もご利用いただけます。 

房総の神輿 
内田栄一著  

崙書房出版 2016 

中 C386/178 

東 C386/39 

神輿は神が移動する際に、その御霊が乗る輿（こし）です。房総にある神社の神輿について、

大きさ（cm）・木材の種類・造りや飾りについて記述しています。神輿本体、担いだ様子などの写

真も掲載しています。神輿の歴史、房総神輿史話、上総篇、下総篇、安房篇に分かれており、市

町ごとに神社の神輿を探すことができます。 

御朱印でめぐる千葉の神社 改訂版 
地球の歩き方編集室編 

地球の歩き方 2022 
中 C175/69/22 

千葉県内で御朱印がもらえる神社のうち 115 社を厳選して紹介した御朱印集めを楽しむための

ガイドブック。主祭神のほか、交通アクセス、御利益についての記載もあり、実際に参拝する時

に役立つ情報が得られます。 



調べ方案内（パスファインダー） 

（４）古い記録を探す 

※千葉県文書館所蔵の『千葉県神社明細帳』は、明治期に作成された資料で、神社の祭神由緒・

社殿・境内・氏子等について書かれており、神社・寺院の変遷をたどることができます。 

【連絡先】千葉県文書館（公文書、古文書の閲覧）電話 043-227-7556 

 

４ 新聞・雑誌記事を探す 
●菜の花ライブラリー https://www.library.pref.chiba.lg.jp/nanohana/ 

千葉県立図書館が作成した「千葉県歴史関係雑誌記事索引」、「千葉県関係新聞・雑誌記事

索引」から千葉県に関する新聞・雑誌の記事を探すことができます。 

【こんな記事が見つかります】 

キーワード「神社 銚子」で検索。⇒ 郡光胤「豊玉姫神社式年銚子大神幸祭について」

（『会報』 東庄郷土史研究会 通巻 5号 1989.9）p3-35 <中央・東部図書館所蔵> 

５ インターネットで調べる 
●千葉県神社庁ホームページ http://www.jinjacho.or.jp/ 

「千葉県の神社」で確認したい地域をクリックすると、該当地域にある神社を検索できま

す。千葉県内の神社（本務 202社、兼務 2955社）を対象に交通アクセスや御朱印の有無など

を調べることができます。検索の際に「自動車の御祓ができる」「神前結婚式ができる」とい

った、こだわり条件を設定することもできます。 

●宗教法人名簿

https://www.pref.chiba.lg.jp/gakuji/shuukyou/houjin/houjinmeibo.html 

千葉県ホームページ内にある宗教法人名簿では、千葉県内にある神社の所在地や法人名、

代表者などを調べることができます。名簿は市町村別になっており、PDFや Excelファイル

をダウンロードすることもできます。 

(インターネット最終確認日：2022年 12月 27日) 

書名 出版情報 所蔵情報 

神道大系 神社編 18 安房・上総・下総・常陸国 神道大系編纂会 1990 中 1708/SH69/VI-18 

『神道大系』は、神道に関する古記録・古文書等を収録した叢書です。神道に関する文献

を網羅すべくつくられ、『神道大系』全 120巻、『続神道大系』全 50巻が刊行されています。

本編では安房・上総・下総・常陸国の神社に関する古文書等を掲載しています。 

神道大系 神社編 22 香取・鹿嶋 神道大系編纂会 1984 中 1708/SH69/VI-22 

本編では香取・鹿島の神社に関する縁起、文書、記録等が収録されています。 

改訂房総叢書 第 1輯 

 

改訂房総叢書刊行会 1959 
 

中 C08/KA21/1-1 

西 C0800/2/1 

千葉県郷土資料刊行会  1972 東 C08/3/1 

『房総叢書』は房総関係の地誌・軍記・古文書をはじめとする基本史料を集大成したもの

で、第 1～5輯と別巻があります。第 1輯の縁起、古文書の項目に神社の資料や文書が掲載さ

れています。千葉県立図書館ホームページ内「菜の花ライブラリー」から、デジタルデータ

でも見ることができます。 

下総名勝図絵 
宮負定雄著  

国書刊行会 1990 

中 C293/MI81/2 

西 C2930/14 

東 C293/3 

下総国の名所旧跡について書かれた地誌『吾嬬免具理 下総國の部』に、同著者が自ら描

いた挿絵を付したものです。社寺に関する記述が多くあります。豊富な挿絵には、社寺がど

のように建っていたのか、周囲の景色とともに描かれています。 

香取群書集成 
香取神宮社務所  

1943-2017 

中 C175/19/1-9 

東 C1759/1/1-9 

香取神宮に関する古記録・古文書、下総の国学者による著作等を収録した叢書です。全 9

巻からなり、収録されている古文書の多くは香取神宮で保管されていたものです。神社を中

心とする郷土の歴史を明らかにすることなどを目的に刊行されました。 

https://www.library.pref.chiba.lg.jp/nanohana/
http://www.jinjacho.or.jp/
https://www.pref.chiba.lg.jp/gakuji/shuukyou/houjin/houjinmeibo.html

