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p.9  伝説、由来 

■妙顕寺の所在地、宗派、山号、創建由来、年中行事等を全体的に調べるときは、全国的なも

のだけでなく、埼玉県及び戸田市の宗教、歴史、地誌について調べられる資料を探しましょ

う。次ページ以降のリストは、各項目とも本がある場所ごとに分類記号順に並んでいます。 
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レ
ミ
さ
ん 

妙顕寺は、戸田市で唯一の日蓮宗の寺院です。市内の寺院の中では歴史が古く、創建

は鎌倉時代にさかのぼるといわれています。妙顕寺に伝わる「日蓮
にちれん

上人
しょうにん

墨跡
ぼくせき

及び

日向記
に こ う き

」は、昭和 29 年（1954）３月埼玉県の指定文化財になっています。 

みょうけんじ 

「妙顕寺」について調べるためのキーワード 

妙顕寺、新曽
に い ぞ

村、戸田市、日蓮宗、子安
こ や す

曼荼羅
ま ん だ ら

、日向記
に こ う き

 

 オンライン目録（OPAC）、インターネット及び各種データベースを検索する際の参考にしてください。 

 

テーマの棚に行って本を探す 

●図書館の本は一冊ずつ分類記号が付いています。棚の本は分類記号の番号順に並んでいます。「妙顕寺」

に関する資料には、以下の分類記号が付いています。本を探すときの目安にしてください。                                                             

             「妙顕寺」に関する主な分類記号  ※これがすべてではありません。 

069 博物館 185 寺院 213.4 埼玉県の歴史 

291.34 埼玉県の地誌 388.1 日本の伝説、民話 709.1 日本の文化財 
 

 

https://library.toda.saitama.jp/


 

2 

 

所在地、電話番号 

書  名 出版者 出版年 分類 本がある場所 

『日本寺院名鑑』 上巻 

名著普及会 1982 R185.0 本館２階・参考資料室 

p.295「戸田市－妙顕寺」 

宗派、所在地及び代表者名を調べられます。 

検索のヒント：本編は都道府県別に分かれています。「埼玉県」を開き、「戸田

市」のページを探しましょう。 

『埼玉のお寺』 

千秋社 2001 T185.9 本館２階・郷土資料架 

p.147「妙顕寺」 

妙顕寺の宗派、所在地、電話番号及び交通機関を紹介しています。 

検索のヒント：戸田市は「北足立地方」に入ります。 

『タウンページ』 埼玉県

戸田市版 2017 年 12

月職業別 

東日本電信電話 2017 T694.6 本館２階・戸田市関連郷土資料 

p.154「戸田市（048）－妙顕寺」 

電話番号及び所在地を調べられます。電話帳の最新版は、2 階電話帳コー

ナーにもあります。 

検索のヒント：本編は職業名の 50 音順です。「寺院」を探しましょう。 

宗派、由来、行事等 

◆寺院関係の本 

書  名 出版者 出版年 分類 本がある場所 

『全国寺院名鑑』  北海

道・東北・関東篇 

全日本仏教会 1970 R185.9 本館２階・参考資料室 

p.224「妙顕寺」 

妙顕寺の所在地、宗派、本尊、境内面積、寺宝、創建由来、住職及び代表者

名を調べられます。                ★項目ごとに分かれています。 

検索のヒント：本編は都道府県別に分かれています。「関東地方」の中から「埼

玉県」のページを調べ、「埼玉県」の目次で「戸田市」を探しましょう。 

『日蓮宗事典』 

日蓮宗宗務院 1981 R188.9 本館２階・参考資料室 

p.724「みょうけんじ 妙顕寺」 

妙顕寺の所在地（市域のみ）、山号、創建由来、寺宝等を調べられます。 

検索のヒント：50 音順です。「みょうけんじ」を探しましょう。 

◆地名辞典 

書  名 出版者 出版年 分類 本がある場所 

『角川日本地名大辞典』 

11 

角川書店 1980 R291.0 本館２階・参考資料室 

p.840「みょうけんじ 妙顕寺<戸田市>」 

所在地（市及び字名まで）、宗派、山号、本尊、開山開基、創建由来、寺宝を

調べられます。 

検索のヒント：50 音順です。「みょうけんじ」を探しましょう。 

▲ページのトップに戻る。 
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『日本歴史地名大系』 

11 

平凡社 1993 R291.0 本館２階・参考資料室 

p.207「妙顕寺」 

妙顕寺の山号、宗派、創建由来及び江戸時代の様子を調べられます。 

検索のヒント：索引で「妙顕寺」のページを探しましょう。 

『大日本地名辞書』増補

版 第 6巻 

冨山房 1980 R291.0 本館２階・参考資料室 

p.525「新曽」 

江戸時代における妙顕寺の寺領及び寺宝の由来について書かれています。 

検索のヒント：新曽は、「坂東」の中の「武蔵国北足立郡」に入ります。 

◆埼玉県関連の郷土資料 

［百科事典で調べる。］ 

書  名 出版者 出版年 分類 本がある場所 

『埼玉大百科事典』 5 

埼玉新聞社 1981 T031 本館２階・郷土資料架 

p.73「みょうけんじ 妙顕寺」 

妙顕寺の宗派、山号、創建由来、寺宝等を紹介しています。 

検索のヒント：50 音順です。 

［寺院関係の本で調べる。］ 

書  名 出版者 出版年 分類 本がある場所 

『埼玉のお寺』 

千秋社 2001 T185.9 本館２階・郷土資料架 

p.147「妙顕寺」 

妙顕寺の宗派、山号、本尊、寺宝、年中行事、創建由来、住職名、所在地等を

紹介しています。                  ★項目ごとに分かれています。 

検索のヒント：戸田市は、「北足立地方」に入ります。 

『埼玉の寺』 2 

埼玉新聞社 1981 T185.9 本館２階・郷土資料架 

p.64-69「長誓山妙顕寺」 

妙顕寺の山号、創建由来、埼玉県指定文化財となっている宗法、所在地及び

住職名を調べられます。    検索のヒント：目次で「妙顕寺」を探します。 

『訪ねてみたい埼玉のお

寺』 

インデックス 2006 T185.9 本館２階・郷土資料架 

p.80-81「長誓山妙顕寺」 

妙顕寺の宗派、山号、所在地、縁起、寺宝、年中行事等を調べられます。 

★項目ごとに分かれています。 検索のヒント：目次で「妙顕寺」を探します。 

［文化財関係の本で調べる。］ 

書  名 出版者 出版年 分類 本がある場所 

『さいたまの文化財』 

瑞光舎 1982 T709.1 本館２階・郷土資料架 

p.112「戸田市楼門」 

妙顕寺の開山開基の伝承を紹介しています。 

▲ページのトップに戻る。 



 

4 

 

◆戸田市関連の郷土資料 

［寺院関係の本で調べる。］ 

書  名 出版者 出版年 分類 本がある場所 

『戸田市の寺社』 

戸田市教育委員会 1985 T185.9 本館２階・戸田市関連郷土資料 

p.28-29「11妙顕寺」 

妙顕寺の所在地、山号・院号、宗派、本寺、開山、現住職名、檀家数、行事及び

関連史料を調べられます。 

検索のヒント：寺院の中から新曽にある「妙顕寺」を探します。 

『妙顕寺』 

さきたま出版会 1990 T188.9 本館２階・戸田市関連郷土資料 

p.14-16「妙顕寺その昔…」 

さまざまな史料から分かる妙顕寺の創建由来を紹介しています。 

［埼玉県の歴史の本で調べる。］ 

書  名 出版者 出版年 分類 本がある場所 

『戸田市史』 通史編 上 

戸田市 1986 T213.4 本館2階・戸田市関連郷土資料 

p.1151-1153「日蓮宗の寺院」 

さまざまな史料から分かる妙顕寺の由緒及び江戸時代の様子を紹介していま

す。 

検索のヒント：妙顕寺を調べるときは、目次で「近世」の「宗教」を確認します。 

『戸田市史』 民俗編 

戸田市 1983 T213.4 本館２階・戸田市関連郷土資料 

p.985表 3「寺堂資料対照表」（「寺堂の変遷」内） 

妙顕寺のあった旧村名、ホラ名、江戸時代と明治時代の地誌に登場する寺

院名、宗派及び現存しているかどうかを表にまとめたものです。 

p.991-993「村の寺」 

妙顕寺の由緒及び年中行事を紹介しています。 

検索のヒント：妙顕寺を調べるときは、「信仰」を探します。 

『戸田むかし史
ふみ

ある記』 

戸田市教育委員会 1982 T213.4 本館２階・戸田市関連郷土資料 

p.46-47「妙顕寺と隅田
す だ

五郎時光」 

妙顕寺の創建由来及び寺宝を紹介しています。 

検索のヒント：妙顕寺は「新曽地区」にあります。 

『伝承戸田』 

伝承戸田刊行会 1959 T213.4 本館２階・戸田市関連郷土資料 

p.5「妙顕寺縁起」 

妙顕寺の創建由来を紹介しています。 

『戸田市史年表』 

戸田市 1991 T213.4 本館２階・戸田市関連郷土資料 

p.10「建治元乙亥 1275」、「弘安元戊寅 1278」、「弘安 2 己卯 1279」、「弘安 4

辛巳 1281」、p.63「嘉永 3庚戌 1850」 

妙顕寺の寺宝である「題目曼荼羅」「日向記」が書かれた年、新倉で妙顕寺

が開かれた年及び妙顕寺の祖師像が江戸で開帳された年が分かります。 

 ▲ページのトップに戻る。 
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伝説、昔話 ※妙顕寺の創建に関する伝承を含みます。 

◆戸田市関連の郷土資料 
［埼玉県の歴史の本で調べる。］ 

書  名 出版者 出版年 分類 本がある場所 

『戸田むかし史
ふみ

ある記』 

戸田市教育委員会 1982 T213.4 本館２階・戸田市関連郷土資料 

p.46-47「妙顕寺と隅田
す だ

五郎時光」 

妙顕寺の創建にまつわる伝説を紹介しています。 

検索のヒント：妙顕寺は「新曽地区」にあります。 

『戸田市史』 民俗編 

戸田市 1983 T213.4 本館２階・戸田市関連郷土資料 

p.1300「子安
こ や す

曼荼羅
ま ん だ ら

*」（「第 3節伝説-5祠堂の部」内） 

妙顕寺の創建にまつわる伝説及び「日蓮上人駒つなぎのケヤキ」について紹

介しています。 

検索のヒント：目次で「伝説」を探します。 

［広報で調べる。］ 

書  名 出版者 出版年 分類 本がある場所 

『こども広報あおぞら』 №

8（創刊号～№11合本所収） 

戸田市役所秘書課 1978 T318.2 本館２階・戸田市関連郷土資料 

p.6「郷土の伝説 子安まんだら」 

妙顕寺の創建にまつわる伝説及び「日蓮上人駒つなぎの欅
けやき

」について紹介し

ています。子供でも使いやすいようフリガナが付いています。 

［民俗関係の本で調べる。］ 

書  名 出版者 出版年 分類 本がある場所 

『新曽・上戸田の民俗』   

戸田市 1987 T382.1 本館２階・戸田市関連郷土資料 

p.337-338「妙顕寺の子安曼荼羅」（「3伝説」内） 

妙顕寺の創建にまつわる伝説及び「日蓮上人駒つなぎのケヤキ」について紹

介しています。 

p.339「弘法大師と石芋」（「3伝説」内） 

弘法大師ではなく、日蓮上人又は浦和の二度栗山の話という説もあります。 

検索のヒント：目次で「伝説」を探します。 

『絵本戸田の昔話』 

戸田市役所秘書課 1981 T388.1 本館２階・戸田市関連郷土資料 

第 4話「日蓮上人と石芋」※ページがありません。 

佐渡に向う途中の日蓮上人にまつわるお話を紹介しています。 

『絵本戸田の伝説』 

戸田市役所秘書課 1981 T388.1 本館２階・戸田市関連郷土資料 

第 6話「子安まんだら」※ページがありません。 

妙顕寺の創建にまつわる伝説を紹介しています。 

*「子安曼荼羅」は、妙顕寺に伝わる掛け軸です。妙顕寺創建の伝承に関係しています。 

 ▲ページのトップに戻る。 
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～資料の紹介について～ 

●紹介した資料は、当館が把握しているすべての資料ではありません。今回は、戸田市立

図書館で所蔵している資料に限りました。 

●戸田市立図書館内で複本資料がある場合は、本館 2 階の郷土資料を優先して紹介しまし

た。郷土資料は貸出しできません。貸出しできる資料があるか、分館及び分室で所蔵して

いる資料があるか等複本の確認が必要な場合は、OPACで検索してください。 

▲ページのトップに戻る。 


