
＋税本体562円
通常定価：

＋税本体276円
創刊号特別定価：

ラインナップ一覧『日本の神社』
週刊

号数 主な神社 所在地

1号 出雲大社 島根県

2号 伊勢神宮・内宮 三重県

3号 熊野三山 和歌山県

4号 厳島神社 広島県

5号 日光東照宮・二荒山神社 栃木県

6号 北野天満宮 京都府

7号 大神神社 奈良県

8号 富士山本宮浅間大社 静岡県

9号 伊勢神宮・外宮 三重県

10号 春日大社 奈良県

11号 出羽三山（月山神社・出羽神社・湯殿山神社） 山形県

12号 宗像大社 福岡県

13号 上賀茂神社・下鴨神社 京都府

14号 太宰府天満宮 福岡県

15号 金刀比羅宮 香川県

16号 伏見稲荷大社 京都府

17号 宇佐神宮 大分県

18号 鹿島神宮・香取神宮 茨城県
千葉県

19号 石清水八幡宮 京都府

20号 熱田神宮 愛知県

21号 八坂神社 京都府

22号 住吉大社 大阪府

23号 吉備津神社（備中）・吉備津彦神社（備前）・
吉備津神社（備後） 岡山県

号数 主な神社 所在地

24号 明治神宮 東京都

25号 鶴岡八幡宮 神奈川県

26号 阿蘇神社 熊本県

27号 三嶋大社・伊豆山神社・箱根神社 静岡県
神奈川県

28号 日枝神社・神田神社・富岡八幡宮・浅草神社 東京都

29号 彌彦神社 新潟県

30号 気多大社 石川県

31号 氷川神社 埼玉県

32号 多賀大社 滋賀県

33号 気比神宮 福井県

34号 日吉大社・建部大社 滋賀県

35号 岩木山神社 青森県

36号 香椎宮・宮地嶽神社 福岡県

37号 寒川神社 神奈川県

38号 伊曽乃神社・石鎚神社 愛媛県

39号 古四王神社・太平山三吉神社 秋田県

40号 一之宮貫前神社 群馬県

41号 石上神宮 奈良県

42号 白山比咩神社 石川県

43号 秩父三社 埼玉県

44号 霧島神宮・鹿児島神宮 鹿児島県

45号 飯野八幡宮・隠津島神社 福島県

46号 多度大社・敢国神社 三重県

日本の神話と歴史にゆかりの深い名社を
毎号一社取り上げ、その魅力を徹底解説。
神社の由来から、建造物、ご神宝、お祭りや
四季折々の様子などを、臨場感あふれる
ビジュアルとともに紹介します。

裏面につづく…

（熊野本宮大社・熊野速玉大社・
熊野那智大社）
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※未刊分のラインナップは、都合により予告なく変更する場合があります。（2015年9月作成）

号数 主な神社 所在地

47号 真清田神社・大縣神社・砥鹿神社 愛知県

48号 伊弉諾神宮・海神社 兵庫県

49号 宮崎神宮・鵜戸神宮・高千穂神社 宮崎県

50号 丹生川上神社（中社・上社・下社） 奈良県

51号 熊野大社・美保神社・佐太神社 島根県

52号 久能山東照宮・小國神社・
秋葉山本宮秋葉神社 静岡県

53号 物部神社・太鼓谷稲荷神社 島根県

54号 生島足島神社・戸隠神社・
御嶽神社（王滝口・黒沢口） 長野県

55号 浅間神社・北口本宮冨士浅間神社 山梨県

56号 土佐神社 高知県

57号 駒形神社・盛岡八幡宮・志和稲荷神社 岩手県

58号 出石神社・伊和神社・粟鹿神社 兵庫県

59号 枚岡神社・水無瀬神宮・阿部野神社 大阪府

60号 波上宮 沖縄県

61号 松尾大社・平野神社 京都府

62号 安房神社・玉前神社 千葉県

63号 生田神社・長田神社・湊川神社 兵庫県

64号 宇倍神社・大神山神社・倭文神社 鳥取県

65号 大國魂神社・武蔵御嶽神社 東京都

66号 筥崎宮・高良大社 福岡県

67号 忌部神社・大麻比古神社 徳島県

68号 生國魂神社・大阪天満宮・
今宮戎神社 大阪府

69号 英彦山神宮・宝満宮竈門神社 福岡県

70号 靖國神社 東京都

71号 北海道神宮・函館八幡宮 北海道

72号 南宮大社・飛騨一宮水無神社・
伊奈波神社 岐阜県

73号 廣田神社・西宮神社 兵庫県

号数 主な神社 所在地

74号 大山祇神社 愛媛県

75号 水若酢神社 島根県

76号 赤間神宮・住吉神社・玉祖神社 山口県

77号 亀戸天神社・湯島天満宮・根津神社 東京都

78号 丹生都比売神社・竃山神社・
伊太祁曽神社 和歌山県

79号 田島神社・千栗八幡宮・
祐徳稲荷神社・佐嘉神社 佐賀県

80号 射水神社 富山県

81号 籠神社 京都府

82号 平安神宮 京都府

83号 貴船神社・梅宮大社・愛宕神社 京都府

84号 吉田神社・大原野神社 京都府

85号 豊国神社・建勲神社・護王神社・梨木神社 京都府

86号 鎮西大社諏訪神社・住吉神社（壱岐） 長崎県

87号 鳥海山大物忌神社 山形県

88号 住吉神社（筑前）・志賀海神社 福岡県

89号 坐摩神社・四條畷神社・
高津宮・杭全神社 大阪府

90号 日前神宮・國懸神宮 和歌山県

91号 龍田大社・廣瀬大社 奈良県

92号 大洗磯前神社・酒列磯前神社 茨城県

93号 江島神社・平塚八幡宮・
大山阿夫利神社 神奈川県

94号 意富比神社（船橋大神宮）・
流山諏訪神社・千葉神社 千葉県

95号 椿大神社・二見興玉神社 三重県

96号 金崎宮・劔神社 福井県

97号 志波彦神社・鹽竈神社 宮城県

98号 橿原神宮・吉野神宮・談山神社 奈良県

99号 猿田彦神社・結城神社・北畠神社 三重県

100号 都都古別神社・霊山神社 福島県
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