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一般向けパスファインダー 

杉並区の神社・寺院について調べる 

古来より人々が集い、日々の暮らしを営んできた土地・杉並区。 

区内には、約 30の神社と、約 80もの寺院※があります。ご近所

にあるそれらの寺社の歴史や由来を知ると、きっと地域での暮らし

が、ますます彩り豊かになるでしょう。今回は、区内の神社や寺院

について調べるにあたり、よい手引きとなる資料をご紹介します。 

※『杉並の神社』・『新修・杉並の寺院』（詳細は P.4参照）より 

   

★各資料の詳細は、蔵書検索システム（OPAC）でご確認ください。 

（所蔵館によって、出版年や分類番号が異なる場合があります） 

杉並区立中央図書館 
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杉並区立図書館では、杉並区や東京都、都内の各自治体に関する資料

（郷土資料、行政資料）を「杉並資料」として所蔵しています。 

背表紙のラベルの分類番号が、「S」で始まるものが杉並資料です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 今回のテーマでは、主に次のような分類番号の本を調べます。 

 

 

 

 

 

 

 

★杉並区立図書館で採用している分類やラベルのルールについて、さらに詳しく知り

たいときには、図書館ホームページ（トップ＞パスファインダー）の「パスファイン

ダー 基礎編その1」のページをご覧ください。 

★目的の本が見つからないときは、図書館のスタッフにお声がけください。

①  杉並のことを知りたいときには、まず「杉並資料」を！ 

S11.17～18 ： 神道・仏教 

S11.21 ： 地理・歴史 

 

2 段目： 

『日本十進分類法』の 

上 2 桁と著者の頭文字を 

示す番号。 

1 段目： 

「S11」は杉並区を示す

番号。「SM」は地図。

「SA/SB/SC」は阿佐ヶ

谷文士村の資料。 

S11.70 ： 芸術・美術 
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図書館の本は、蔵書検索システム（OPAC）を使って調べられます。 

OPACは、図書館内の端末機か、図書館ホームページから利用できます。 

 

＜図書館内の端末機から検索するとき＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜図書館ホームページから検索するとき＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★OPAC の詳しい使いかたを知りたいときは、画面右上の「？」マークのところに

あるヘルプページ、または、図書館ホームページ（トップ＞パスファインダー）の

「パスファインダー 基礎編その 1」のページをご覧ください。 

 

ここに、お好みの「キーワード」

を入れてください。 

ここに、お好みの「キーワード」

を入れてください。 

詳しい使いかたはこちら 

② 蔵書検索システム（OPAC）で調べるには 
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杉並にどんな神社や寺院があるかという全体像を知りたいときには、

区で刊行している「文化財シリーズ」や『杉並区史』が便利です。 

 

『文化財シリーズ 24 杉並の神社』 

杉並区教育委員会／編集・発行、1980 年（S11.70 フ） 

杉並区にある主な神社を一覧できる。各社の概要・沿革とあわせて、

各社の「祭神」「由緒」「社殿間数」「境内坪数」「境内末社」「境外所

有地」「氏子戸数」などを掲載。境内略図と写真も参照できる。 

  『文化財シリーズ 43 新修・杉並の寺院』 

杉並区教育委員会／編集・発行、2009 年（S11.70 フ） 

杉並区にある主な寺院を、宗派ごとに一覧できる。本書刊行当時の

調査に基づく「開創」「開山」「世代」「本寺」「本尊」「仏像」「本堂」

「堂塔」「災害」「文化財」「有名墓碑」などのほか、写真も多数掲載。 

  『新修 杉並区史 資料編』 

東京都杉並区役所／編集・発行、1982 年（S11.21 ス） 

『新修 杉並区史』別巻の資料編（本編は上・中・下巻の三冊構成）

には、杉並区の「神社誌」と「寺院誌」が掲載されている。各神社・

寺院の分類一覧と個別の解説、それらの調査にあたって使用された主

な史料などの詳細を確認できる。 

なお、『新修 杉並区史』の下巻には、杉並区における民間信仰の歴史

（氏神信仰や稲荷信仰など）についての記載があり、旧村落における

鎮守社やその行事などについて調べることもできる。 

③ 杉並にある神社・寺院について知りたいときは 
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●「文化財シリーズ」について● 

 

杉並区教育委員会が編集・発行する「文化財シリーズ」には、前頁で

ご紹介したもののほかにも、神社・寺院やその周辺を散策・調査する上

で参考になる、次のような資料があります。ぜひご利用ください。 

 

■『文化財シリーズ 13 杉並の仏像Ⅰ』（1975 年） 

『文化財シリーズ 15 杉並の仏像Ⅱ』（1976 年） 

 区内にある仏像の写真とその詳細を掲載。 

 仏教彫刻の成立と展開や、仏像の分類、 

 仏像の時代別特徴なども解説。 

■『文化財シリーズ 33 新修・杉並の板碑』（1986 年） 

区内にある板碑の拓本とその詳細を掲載。 

板碑の意味や研究史も収録。 

■『文化財シリーズ  杉並の石造物』 

「民間信仰」（文化財シリーズ 6、1973 年）、「記念碑等」（同 28、 

1983 年）、「墓碑」（同 35、1989 年）、「鳥居・狛犬（神使）・石

祠・百度石」（同 40、1995年）、「吉祥院・鳳林寺地蔵菩薩像」（同

42、2006 年）、「燈籠・水盤」（同 44、2015年）がある。 

それぞれ、区内にある石造物の写真とその詳細を掲載しており、 

神社・寺院の敷地内にあるものも多く取り上げられている。 

 

■『文化財シリーズ 36 杉並の石仏と石塔』（1991 年） 

   区内にある石仏・石塔の写真と銘文を掲載。 
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杉並の神社・寺院の散策コースを考えたり、その場所の歴史について

思いを巡らせたりするために、手引きとなりそうな資料をご紹介します。 

 

『杉並区史探訪 杉並郷土史叢書 1』 

森泰樹／著、杉並郷土史会／発行、1974 年（S11.21 モ） 

郷土史家の著者が、区内の古老に話を聞きながら編んだ「区史の庶民

版」というべき資料。たとえば、 ＜初午の日に高円寺の「田中稲荷」

で赤飯のおむすびを作り、それを鶏に食べさせて狐に盗られないよう

お祓いをした＞ など、杉並の人々がその生活の中で神社・寺院とどう

関わってきたのかが、身近な視点で記録されている。 

  『東京史跡ガイド 15 杉並区史跡散歩』 

大谷光男・嗣永芳照／著、学生社／発行、1992 年（S11.21 オ） 

東京都 23 区内の史跡・文化財を広く取り上げて解説し、地図ととも

に散歩コースを紹介するシリーズの杉並版。たとえば、JR 荻窪駅北口

を出て、天沼八幡神社、荻窪白山神社、光明院などの神社・寺院を経、

荻外荘や中央図書館を回って荻窪駅南口に戻るコース（「5 章 荻窪駅

を中心に」）など、全部で 10のコースが紹介されている。写真が多く、

距離や時間についても記述があり、小型の本なので、散歩のおともに

はぴったり。 

④ 杉並の神社・寺院散策の手引きがほしいときは 
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『すぎなみの神社 お散歩ガイドブック』 

近代出版社／編集、『すぎなみの神社 お散歩ガイドブック』制作委員会

／発行、2007 年（S11.17 ス） 

杉並にある主な神社のデータを、桃園川、善福寺川、神田川の 3 本の

川沿いの散歩コースに沿って紹介するフルカラー版パンフレット。付録

には、イラスト入りのお散歩マップもついている。 

杉並にあった旧村の地名の由来や歴史、それぞれの氏神様などについて

の読みもの、「すぎなみ物語」も収録。 

『杉並区史跡散歩地図』 

杉並区教育委員会／編集・発行（SM） 

杉並の史跡を巡るロードマップを紹介するリーフレット。コンパクト

なフルカラー版で、散策コースの道順とともに、神社・寺院などの史跡・

文化財の位置、バス路線などが書き込まれた大判の地図を掲載。 

なお、本資料は杉並区教育委員会のホームページ（下記 URL 参照）で

も閲覧できる。 

（ https://www.city.suginami.tokyo.jp/kyouiku/bunkazai/sanp

o/index.html） 
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『すぎなみ景観ある区マップ』 

杉並区都市整備部まちづくり推進課／編集・発行（SM） 

「荻窪北・下井草編」「高井戸・浜田山編」「永福・和泉編」など、杉並

区を9つの地域に分けて、各地域の散策モデルコースを紹介するコンパ

クトな地図。神社・寺院はもちろん、それぞれの地域の特徴的な注目

スポットも多数掲載。 

なお、本資料は杉並区ホームページ（下記URL参照）でも閲覧できる。 

（ https://www.city.suginami.tokyo.jp/suginamishoukai/miruar

uku/sansaku/1013453.html） 
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ある神社や寺院を狭く深く調べたいときには、それぞれの神社や寺院

が直接編集や発行に関与した、社史や寺史などの資料が便利です。また

は、郷土博物館が発行している資料なども参考になります。 

 

『大宮八幡宮史』 

岡田米夫／著、大宮八幡宮史編纂刊行委員会／発行、1977 年 

（S11.17 オ） 

区内最大の神社・大宮八幡宮の神社史。鎮座地の「海田郷」と、その

住人であった「海人族」の由来、大宮八幡宮の由緒や勧進説話、八幡

信仰に関する論考などまで、広く掲載されている。 

『井草八幡宮誌』 

井草八幡宮誌刊行委員会／編集・発行、1982 年（S11.17 イ） 

大宮八幡宮と並ぶ古大社で、流鏑馬でも有名な、井草八幡宮の神社誌。

草創期～江戸から、明治・大正・昭和と、時系列順に史料がまとめら

れている。そのほか、お囃子、神楽、氏子に伝わる昔話などについて

の記録も別稿として収録。 

『今川氏と観泉寺』 

観泉寺史編纂刊行委員会／編集、吉川弘文館／発行、1974 年 

（S11.18 カ） 

今川氏の菩提寺である観泉寺の古文書、古記録を収集したもの。今川

氏の系譜や近隣の村々の生活などについてもまとめられている。 

※ 杉並区立郷土博物館の企画展図録『今川氏と杉並の観泉寺―観泉

寺所蔵文書を中心として』（杉並区立郷土博物館／編集・発行、1994

年（S11.18 キ））も、参考にどうぞ。 

⑤ 特定の神社・寺院について調べたいときは 
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  『堀之内妙法寺史料』 

庄司寿完／編集、日円山妙法寺／発行、1974 年（S11.18 シ） 

堀之内にある妙法寺の関連史料を集成したもの。法会・法要の記録や、

由緒書、証文、書簡など、広範な記録を収録している。1986 年に

続編も刊行。 

※ 杉並区立郷土博物館の特別展図録『霊宝開帳と妙法寺の文化財展』

（杉並区立郷土博物館／編集・発行、2000 年（S11.70 キ））も、参考に

どうぞ。妙法寺に伝わる寺宝が、ふんだんに掲載されています。 

  『長龍寺史』 

長龍寺／発行、1993 年（S11.18 チ） 

高円寺にある長龍寺の寺史。時系列順に各年代の歴史がまとめられて

おり、主要な檀徒の家譜などの史料も詳しい。そのほか、門前の「豆腐

地蔵」のユニークな伝説なども。 

  

――「井草民俗資料館・文華殿」について―― 

 

井草八幡宮には、周辺地域の人々が明治・大正・昭和初期までに

実際に使用していた民具等、約 600点を収蔵展示する「井草民俗

資料館」が付設されています。ホームページ

（https://igusahachimangu.jp/index2.html）で公開日を確認の

上、足を運んでみてはいかがでしょうか。 

また、9月30日～10月1日の例祭日には、井草八幡宮に伝わる

宝物や、境内付近で出土した土器や石器・武具・奉納額などを納

める文華殿が公開されています。 
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神社や寺院については、インターネット上にも、参考情報がたくさん

あります。また、各神社・寺院が、個別に公式サイトを作成・公開する

例も多くなりました。お祭りや行事などの最新の情報については、直接

そういった個々のサイトを確認するとよいでしょう。 
 

杉並区教育委員会 

公式サイト 

（https://www.city.sugina

mi.tokyo.jp/kyouiku/） 

トップページからリンクしている「区の

歴史・文化財」のコーナーでは、杉並区

の歴史や、区の指定・登録文化財の一覧、

先に紹介した「史跡散歩地図」の Web

版、また、「文化財シリーズ」などを含む、

文化財関係出版物の一覧などを見ること

ができる。 

杉並区立郷土博物館 

公式サイト 

（https://www.city.sugina

mi.tokyo.jp/histmus/） 

郷土博物館で所蔵する文化財（井草八幡

宮の祭礼で担がれていたお神輿など）の

一部の紹介や、これまでの企画展の一覧

などが掲載されている。博物館に直接足

を運ぶ前の参考にどうぞ。 

すぎなみ学倶楽部 

（https://www. 

suginamigaku.org） 

杉並区が設置・運営し、区民の皆さまの

参加と協力のもと、杉並の魅力を発信す

るウェブサイト。「文化・雑学（Culture）」

内の「杉並の寺社」コーナーでは、杉並

区内の神社と寺のうち、30 社以上の

歴史や見どころなどを写真・地図ととも

に詳しく解説。 

⑥ インターネットで調べたいときは 
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