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東京地学協会 1895年 小豆島の採石業　/鈴木 敏・相原 修 地学雑誌 社団法人 東京地学協会 7(9) 518-519

香川県 1909年 第3項　名勝古跡　 小豆郡 香川県史 香川県 2 127-147

森永 規六 1909年 小豆島 琴平道中記 浜田日報社 3-5

神懸山保勝会 1911年 ーーー 小豆島案内 神懸山保勝会 48p

小西 和 1911年 風骨非凡の小豆島 瀬戸内海論 文会堂書店 383-392

竹久 夢二 1915年 小豆島 草の実 株式会社 実業之日本社 201-205

香川県小豆郡役場 1921年 ーーー 小豆郡誌 香川県小豆郡役場 909p

多田 善樹 1928年 小豆島方面の遊覧地 さぬき高松 全国産業博覧会協賛会 30-33

三元社 1931年 小豆島昔話三篇　/川野 正雄 旅と伝説 株式会社 三元社 40 69-71

西亀 正夫 1931年 小豆島 島めぐり 厚生閣書店 53-65

日本地質学会 1932年 小豆島高松附近の地質　/佐藤 源郎 地質学雑誌 日本地質学会 39(469) 569-664

桑島 安太郎 1933年 瀬戸内島嶼　小豆島・備讃東部諸島・塩飽諸島 香川県地誌　上巻　地文編 香川県教育図書株式会社 23-24

桑島 安太郎 1933年 讃岐の諸島嶼　小豆島 香川県地誌　上巻　地文編 香川県教育図書株式会社 63-66

桑島 安太郎 1933年 果樹地帯　オリーブ 香川県地誌　中巻　経済地理編 香川県教育図書株式会社 70-71

三元社 1933年 各地の婚姻習俗　小豆島四海村　/今村 勝彦 旅と伝説 株式会社 三元社 61 130-131

杉山 鶴吉 1933年 誉の松 香川県天然記念物解説 香川県教育図書株式会社 1 5

杉山 鶴吉 1933年 竹生の一本松 香川県天然記念物解説 香川県教育図書株式会社 1 6

杉山 鶴吉 1933年 寳生院の柏槇 香川県天然記念物解説 香川県教育図書株式会社 1 23-25

杉山 鶴吉 1933年 聖願寺の蘇鉄 香川県天然記念物解説 香川県教育図書株式会社 1 28-29

杉山 鶴吉 1933年 片山邸の蘇鉄 香川県天然記念物解説 香川県教育図書株式会社 1 30

杉山 鶴吉 1933年 大町邸のナンテン（南天） 香川県天然記念物解説 香川県教育図書株式会社 1 46-47

杉山 鶴吉 1933年 皇子神社々叢 香川県天然記念物解説 香川県教育図書株式会社 1 57-60

杉山 鶴吉 1933年 福田の水晶山 香川県天然記念物解説 香川県教育図書株式会社 1 92-94

野口 文治 1933年 ーーー 海の国立公園点描 瀬戸内海国立公園新聞社 25-35

植田 常市 1934年 ーーー 国立公園小豆島案内 山陽精版印刷所営業部 35p

三元社 1936年 讃岐の塚伝説　白濱岬の犬塚　/草薙 武吉 旅と伝説 株式会社 三元社 99 25

三元社 1936年 讃岐の塚伝説2　神鏡塚　/草薙 武吉 旅と伝説 株式会社 三元社 104 23-24

高本 純一 1936年 ーーー 小豆島郷土読本 小豆郡小学校長会 27p

香川県 1939年 小豆島八幡宮五社由來記 香川叢書 香川県 1 606-610

香川県 1939年 小豆島肥土荘別宮八幡宮縁起 香川叢書 香川県 1 621-633

香川県 1939年 小豆島吉祥寺縁起 香川叢書 香川県 1 634-639

香川県 1939年 小豆島伊喜末大木戸兩宮縁起 香川叢書 香川県 1 640-646
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香川県 1939年 小豆島肥土山離宮八幡之縁起 香川叢書 香川県 1 647-649

三元社 1939年 讃岐伝説画集(1)　小豆島の強力男　/荒井 とみ三 旅と伝説 株式会社 三元社 139 39

香川県 1941年 小豆島御用船加子舊記之寫 香川叢書 香川県 2 472-489

香川県 1943年 小豆島名所図会 香川叢書 香川県 3 423-612

高松高等商業学校 1943年 江戸時代の小豆島　/松浦 正一 高松高商論叢
高松高等商業学校商工経済研
究室

18(1・2) 1-84

高松高等商業学校 1943年 近世小豆島の醤油釀造業　/児玉 洋一 高松高商論叢
高松高等商業学校商工経済研
究室

18(1・2) 85-128

松浦 正一 1943年 ーーー 江戸時代の小豆島 高松高等商業学校 84p

森 治蔵 1943年 ーーー 小豆郡略史　全 草壁町　小豆島史談会 200p

三元社 1944年 讃岐年中行事物考　小豆島之部　/三木 春露 旅と伝説 株式会社 三元社 190 40-49

三木 春露 1944年 小豆島 讃岐風土記 旅行文化社 164-175

三木 春露 1944年 讃岐の神社　小豆郡内 讃岐風土記 旅行文化社 267-271

日本地質学会 1950年 小豆島、高松附近のサヌカイト類の特性　/山口 勝 地質学雑誌 日本地質学会 56(656) 274

日本民俗学会 1950年 小豆島小江の若者組　/竹内 利美 民間伝承 日本民俗学会 14(9) 7-15

香川県教育委員会 1951年 小豆島の民俗（内海町苗羽） 香川県文化財調査報告 香川県教育委員会 1 70-76

香川県民俗調査会 1951年 小豆島池田祭 民俗採集報告　香川県祭事習俗調査報告 香川県教育委員会 2 11-14

声社 1951年 小豆島のキリシタン　/松田 毅一 声 声社 882 62-65

国立公園協会 1951年 小豆島の史蹟と自然美を語る　/板井 鳴潮 国立公園 財団法人 国立公園協会 16 13-16

日本地質学会 1951年 小豆島の火山地質　/山口 勝 地質学雑誌 日本地質学会 57(670) 317

日本地質学会 1952年 小豆島の火山活動　/山口 勝 地質学雑誌 日本地質学会 58(682) 267

布田 源之助 1952年 讃岐めぐり　寒霞渓 随筆　瀬戸内海 海洋旅行株式会社 69

下中 弥三郎 1953年 小豆島 綴方風土記　瀬戸内・四国篇 株式会社 平凡社 6 174-179

日本建築学会 1953年 小豆島における近世築城用採石について　/城戸 久 日本建築学会研究報告 社団法人 日本建築学会 22 173-174

兵庫地理学協会 1953年 小豆島の疫病地理　/垣内 秀雄 兵庫地理 兵庫地理学協会 2

松田 毅一 1953年 小豆島のキリシタン 関西学院短大英文科論叢 関西学院短期大学 2 71p

香川大学学芸学部地理学研究会 1955年 小豆島の概況　/川井 寿雄 地理学研究
香川大学学芸学部地理学研究
会

4 1-2

香川大学学芸学部地理学研究会 1955年 池田湾沿岸の海蝕礫　/高桑 糺 地理学研究
香川大学学芸学部地理学研究
会

4 3-5

香川大学学芸学部地理学研究会 1955年 小豆島主要三港の特性について　/小林 良昭 地理学研究
香川大学学芸学部地理学研究
会

4 6-12

香川大学学芸学部地理学研究会 1955年 電気利用よりみた小豆島　/池田 広子 地理学研究
香川大学学芸学部地理学研究
会

4 13－16

香川大学学芸学部地理学研究会 1955年 小豆島の醤油生産地域とその販売圏　/久米 千鶴子 地理学研究
香川大学学芸学部地理学研究
会

4 17-23

香川大学学芸学部地理学研究会 1955年 小豆島漁業の地域的性格　/斎藤 忠利 地理学研究
香川大学学芸学部地理学研究
会

4 24-28

香川大学学芸学部地理学研究会 1955年 交通より見た勢力圏　土庄町、内海町の場合　/中村 多美子 地理学研究
香川大学学芸学部地理学研究
会

4 29-33

香川大学学芸学部地理学研究会 1955年 小豆郡に於ける労力移動の一考察　/矢野 正篤 地理学研究
香川大学学芸学部地理学研究
会

4 34-41



著者 発行年 論文名(書名) 雑誌名 発行所 巻号 ページ

香川大学学芸学部地理学研究会 1955年 小豆島の石材業の研究　/片山 政夫 地理学研究
香川大学学芸学部地理学研究
会

4 42-45

香川大学学芸学部地理学研究会 1955年
絶体距離移動率　小豆島における縁組移動を例として　/玉井 一
郎

地理学研究
香川大学学芸学部地理学研究
会

4 46-47

専修大学地理学研究会 1955年
小豆島地域調査の概略　― 小豆島概説（人文編、自然編）　/加
山 真次・湯山 久徳

専修大学地理学研究会紀要 専修大学地理学研究会 2

専修大学地理学研究会 1955年
小豆島地域調査の概略　― 島内産業概説 ―　経済構造　/佐々
木 敏・小倉 恒彦

専修大学地理学研究会紀要 専修大学地理学研究会 2

専修大学地理学研究会 1955年
小豆島地域調査の概略　― 農家の構成と地域経済　/石田 貞
夫・大島 勲

専修大学地理学研究会紀要 専修大学地理学研究会 2

専修大学地理学研究会 1955年
小豆島地域調査の概略　― 二面の人口構成　/服部 豊・田中 康
計

専修大学地理学研究会紀要 専修大学地理学研究会 2

専修大学地理学研究会 1955年
小豆島地域調査の概略　― 村民の生活圏と生活実態 ―　二面
部落を中心として　/橋本 進・小形 明

専修大学地理学研究会紀要 専修大学地理学研究会 2

専修大学地理学研究会 1955年
小豆島地域調査の概略　― 二面に於ける傾斜地の利用　/細川
利男・山下 健夫

専修大学地理学研究会紀要 専修大学地理学研究会 2

専修大学地理学研究会 1955年
小豆島地域調査の概略　― オリーブに就いて　/早乙女 喜久治・
村山 幸雄

専修大学地理学研究会紀要 専修大学地理学研究会 2

日本経済研究所 1955年 ーーー
小豆島醤油業の実態と振興策に関する調査報告
書

香川県・香川県醤油業振興対策
協議会

65p

農林省四国農業試験場土地利用
部

1955年 小豆島における和牛の肥育経営　/高橋 虎雄 畜産研究
農林省四国農業試験場土地利
用部

9(7・8)

山田 毅一・山田 震一 1955年 小豆島の仙境　/山田 毅一 観光　瀬戸内海 山田毅一君遺稿発刊有志会 23-26

岩波書店編集部 1956年 ーーー 小豆島 株式会社 岩波書店 64p

香川県塩業組合連合会・愛媛県
塩業組合連合会

1956年 香川県の部　小豆島塩田 香川県・愛媛県塩業組合（会社）沿革史資料 香川県塩業組合連合会 1-23

関西学院高等部地歴部 1956年 高山右近と小豆島　/松田 毅一 甲山 関西学院高等部地歴部 9

兵庫地理学協会 1956年 年齢階層別職業構成よりみた小豆島　/垣内 秀雄 兵庫地理 兵庫地理学協会 4

日本文化出版社 1957年
寒霞渓・オリーブと石切りの島・「二十四の瞳」の小豆島　/高木 恒
雄

写真で見る日本　四国篇 日本文化出版株式会社 10 23-27

日本建築学会 1958年 小豆島の舞台群とその舞台の特色　/松崎 茂 日本建築学会論文報告集 社団法人 日本建築学会 60 633-636

中国新聞社 1959年 島の暮し編　小豆島（香川県小豆郡）　/満田 祐三 瀬戸内海　上巻 株式会社 中国新聞社 7-10

同志社大学旅行研究会 1960年 ーーー 小豆島　総合観光調査報告 同志社大学旅行研究会 148p

奈良本 辰也・名執 剛輔 1960年 小豆島　ロマンの島 瀬戸内海の魅力 淡交新社 35-54

宮本 常一 1960年 空から見る島々　小豆島 日本の離島 株式会社 未来社 1 125-126

中村 由信 1961年 小豆島 瀬戸内海の旅 社会思想研究会出版部 24-25

中村 由信 1961年 土庄（小豆島） 瀬戸内海の旅 社会思想研究会出版部 26-27

中村 由信 1961年 池田（小豆島） 瀬戸内海の旅 社会思想研究会出版部 28-29

中村 由信 1961年 島内八十八ヵ所めぐり（小豆島） 瀬戸内海の旅 社会思想研究会出版部 30-31

中村 由信 1961年 寒霞渓・銚子渓（小豆島） 瀬戸内海の旅 社会思想研究会出版部 32-33

中村 由信 1961年 坂手（小豆島） 瀬戸内海の旅 社会思想研究会出版部 34-35

法政大学史学会 1961年
慶応三年正月讃州小豆島西部六郷百姓一揆について　/川井 睦
夫

法政史学 法政大学史学会 14 112-123

草薙 金四郎 1962年 池田祭のこと 讃岐風土記 高松ブックセンター 1 7-16

朝日新聞社 1963年 小豆島　/山村 宗男 旅 株式会社 有紀書房 2

正宗 厳敬・ 里見 信生 1963年 ーーー 小豆島の植物 北陸の植物の会 69p
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香川大学学芸学部地理学研究会 1964年 大阪へむく小豆島　/合田 栄作 地理学研究
香川大学学芸学部地理学研究
会

13 2-9

香川大学学芸学部地理学研究会 1964年 小豆島の水資源　/高桑 糺 地理学研究
香川大学学芸学部地理学研究
会

13 10-13

香川大学学芸学部地理学研究会 1964年 観光事業と島経済　/坂口 良昭 地理学研究
香川大学学芸学部地理学研究
会

13 14-18

香川大学学芸学部地理学研究会 1964年 池田町の農業　/大川 洋子 地理学研究
香川大学学芸学部地理学研究
会

13 19-23

香川大学学芸学部地理学研究会 1964年 土庄町と内海町の地下水　/後藤 孝行 地理学研究
香川大学学芸学部地理学研究
会

13 24-28

香川大学学芸学部地理学研究会 1964年 小豆島の浅海養殖漁業　/滝沢 保治 地理学研究
香川大学学芸学部地理学研究
会

13 28-31

香川大学学芸学部地理学研究会 1964年 小豆島の観光旅館　/松田 捷 地理学研究
香川大学学芸学部地理学研究
会

13 32-36

香川大学学芸学部地理学研究会 1964年 小豆島の民家　/瓦家 順子 地理学研究
香川大学学芸学部地理学研究
会

13 36-41

香川大学学芸学部地理学研究会 1964年 小豆島の陸上及び海上交通　/坂本 弘道 地理学研究
香川大学学芸学部地理学研究
会

13 41-45

地方史研究協議会 1964年
中世に於ける瀬戸内小豆島の製塩　― 67号所載全稿の改正補
遺　/川野 正雄

地方史研究 地方史研究協議会 70 74-76

東大旅行研究会 1964年 小豆島 島の旅 株式会社 社会思想社 133-146

中村 由信 1965年 瀬戸うち　乗合自動車 瀬戸うちの人びと 株式会社 社会思想社 56-63

宮本 常一 1965年 土地均分　小豆島及び塩飽諸島 瀬戸内海の研究Ⅰ 株式会社 未来社 1 556-583

香川民俗学会 1966年 小豆島の砂子正蔵翁の伝承　/市原 輝士 香川の民俗 香川民俗学会 3 2-3

日本交通公社 1966年 ーーー
観光産業の経済効果　小豆島における理論的実
証的研究

財団法人 日本交通公社 19p

垣内 秀雄 1967年 小豆島の疾病地理 株式会社 地人書房 8p

地方史研究協議会 1967年 瀬戸内小豆島の商業と村役人の特権　/川野 正雄 地方史研究 地方史研究協議会 85 30-37

香川県教育委員会 1968年 小豆郡における考古学作業の略報　/森井 正 香川県文化財調査報告 香川県教育委員会 9 7-25

香川大学経済研究所 1968年 小豆島産ペカン油に関する研究　/平木 照男・川本 和明 香川大学経済論叢 香川大学経済学会 41(3) 1-11

香川民俗学会 1968年 小豆島の童戯とわらべ唄　/川野 正雄 香川の民俗 香川民俗学会 8 1-3

西村 望 1968年 小豆島 カラー　四国 株式会社 山と渓谷社 14-17

日本地誌研究会 1969年  観光資源とその利用形態　小豆島 日本地誌　香川県・愛媛県・徳島県・高知県 株式会社 二宮書店 18 52-53

岡山民俗学会・香川民俗学会 1970年 ーーー 小豆島の民俗 岡山民俗学会 228p

川野 正雄 1970年 ーーー 小豆島今昔　民俗を中心として 小豆島新聞社 252p

堀本 文次 1970年 ーーー 島の運輸大臣 株式会社 ダイヤモンド社 146p

三木 寿 1970年 ーーー 蛙子池関係文書 土庄町蛙子池土地改良区 130p

村上 兵衛 1970年 オリーブと陽光の島　“二十四の瞳”で売り出す にっぽん再発見　四国　香川・徳島・高知・愛媛 学習研究社 30-37

今 和次郎 1971年 小豆島の民家 民家採集　今和次郎集 株式会社 ドメス出版 3 368-373

香川県教育委員会 1971年 小豆郡西部六郷百姓一揆前夜　/川野 正雄 文化財協会報 香川県文化財保護協会 10 1-22

小豆郡教育会 1971年 ーーー わたしたちの小豆島 小豆郡教育会 106p

武田 明 1971年 小豆島のいわし網 日本の民俗　香川 第一法規株式会社 37 71

土庄町誌編集委員会 1971年 ーーー 土庄町誌 香川県小豆郡土庄町 1015p
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平幡 良雄 1971年 ーーー 小豆島八十八ヵ所 札所研究会 7 198p

安川 満俊 1971年 挽き臼　/左海 忠一 失われゆく郷土 讃岐写真作家の会 18-19

安川 満俊 1971年 島の軽便　/久内 栄次郎 失われゆく郷土 讃岐写真作家の会 20-21

安川 満俊 1971年 聞こえない水車のうた　/壺井 克己 失われゆく郷土 讃岐写真作家の会 44-45

安川 満俊 1971年 廃校になった岬の分校　/伊音 幸一 失われゆく郷土 讃岐写真作家の会 78-79

安川 満俊 1971年 小豆島の猪垣　/中村 勝利 失われゆく郷土 讃岐写真作家の会 80-81

安川 満俊 1971年 醤油のまち内海町　/宇民 成喜 失われゆく郷土 讃岐写真作家の会 82-83

安川 満俊 1971年 廃墟となった醤油倉　/岡田 義雄 失われゆく郷土 讃岐写真作家の会 84-85

安川 満俊 1971年 島のお遍路さん　/平地 豊 失われゆく郷土 讃岐写真作家の会 86-87

安川 満俊 1971年 醤油倉と島遍路　/内山 久三郎 失われゆく郷土 讃岐写真作家の会 88-89

香川歴史学会 1972年 香川県近世庶民史料目録1　小豆郡(1)　/徳山 久夫 香川史学 香川歴史学会 1 30-31

鹿島出版会 1972年 生活空間のモノグラフ研究6　桟敷（小豆島）　/上田 篤 SD 株式会社 鹿島出版会 99 111-118

大正大学 1972年 小豆島の夜念仏　/佐藤 米司 佛教と民俗 大正大学 9 74-83

中国新聞社 1972年 オリーブの島
瀬戸内からの報告　― 「公害」に蝕まれる人間と
自然

株式会社 未来社 243-246

奈良本 辰也 1972年 小豆島　ロマンの島 瀬戸内の旅情　その歴史と風土 株式会社 大和書房 28-35

浜田 一夫 1972年 ーーー 小豆島の方言 浜田 一夫 90p

川野 正雄 1973年 ーーー 近世小豆島社会経済史話 株式会社 未来社 414p

武田 明・高橋 克夫 1973年 島の干しもの 備讃瀬戸の民俗と風土 株式会社 木耳社 28-29

武田 明・高橋 克夫 1973年 小豆島四国 備讃瀬戸の民俗と風土 株式会社 木耳社 30-31

武田 明・高橋 克夫 1973年 小豆島渕崎の竹細工 備讃瀬戸の民俗と風土 株式会社 木耳社 32

武田 明・高橋 克夫 1973年 小海の石工 備讃瀬戸の民俗と風土 株式会社 木耳社 33

武田 明・高橋 克夫 1973年 大阪城の残石 備讃瀬戸の民俗と風土 株式会社 木耳社 34-35

武田 明・高橋 克夫 1973年 小豆島の芋づるかけ 備讃瀬戸の民俗と風土 株式会社 木耳社 36-37

武田 明・高橋 克夫 1973年 小豆島の農村歌舞伎 備讃瀬戸の民俗と風土 株式会社 木耳社 38-39

武田 明・高橋 克夫 1973年 小豆島四国のお接待 備讃瀬戸の民俗と風土 株式会社 木耳社 40-41

武田 明・高橋 克夫 1973年 小豆島池田のオイナワソーメン 備讃瀬戸の民俗と風土 株式会社 木耳社 42

武田 明・高橋 克夫 1973年 小豆島のガキメシ 備讃瀬戸の民俗と風土 株式会社 木耳社 43

武田 明・高橋 克夫 1973年 小豆島浄源坊の盆踊り 備讃瀬戸の民俗と風土 株式会社 木耳社 44-45

武田 明・高橋 克夫 1973年 小豆島の精霊棚 備讃瀬戸の民俗と風土 株式会社 木耳社 46-47

武田 明・高橋 克夫 1973年 小豆島長浜の仏迎え 備讃瀬戸の民俗と風土 株式会社 木耳社 48-49

武田 明・高橋 克夫 1973年 小豆島の夜念仏さん 備讃瀬戸の民俗と風土 株式会社 木耳社 50-51

武田 明・高橋 克夫 1973年 小豆島のそーめん 備讃瀬戸の民俗と風土 株式会社 木耳社 52-53
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武田 明・高橋 克夫 1973年 小豆島の池田祭り 備讃瀬戸の民俗と風土 株式会社 木耳社 54-55

武田 明・高橋 克夫 1973年 小豆島の義士祭 備讃瀬戸の民俗と風土 株式会社 木耳社 56

徳永 真一郎・十河 信善 1973年 ーーー
歴史の旅西国三十三札所　付小豆島八十八札
所

株式会社 秋田書店 182-278

浜田 一夫 1973年 ーーー 島のいしぶみ 浜田 一夫 76p

宮本 常一 1973年 小豆島 私の日本地図　瀬戸内海Ⅳ　備讃の瀬戸付近 株式会社 同友館 12 10-18

香川県教育委員会 1974年 ーーー 小豆島民俗芸能調査報告書 香川県教育委員会事務局 274p

川野 正雄 1974年 ーーー 内海町史 香川県小豆郡内海町 695p

古市 寛 1974年 小豆島の道　/横幕 胤行 讃岐の道 香川県土木部内「峠の会」 50-54

古市 寛 1974年 小豆島の文学みち　/佐々木 正夫 讃岐の道 香川県土木部内「峠の会」 80-87

安川 満俊 1974年 しょうゆうダルのマーク型紙　/平地 豊 讃岐の手仕事 讃岐写真作家の会 68-69

安川 満俊 1974年 神懸焼　/壺井 克己 讃岐の手仕事 讃岐写真作家の会 70-71

安川 満俊 1974年 道具師　/唐渡 進 讃岐の手仕事 讃岐写真作家の会 72-73

安川 満俊 1974年 手延べそうめん　/伊音 幸一・岡田 義雄・左海 忠一 讃岐の手仕事 讃岐写真作家の会 74-79

安川 満俊 1974年 小豆島の石　/内山 久三郎・黒島 浩 讃岐の手仕事 讃岐写真作家の会 80-83

安川 満俊 1974年 樽吹き　/守民 成喜 讃岐の手仕事 讃岐写真作家の会 84-85

香川県企画部 1975年 ーーー
小豆島観光開発地域　土地分類基本調査　高
松・草壁・西大寺・寒霞渓

香川県企画部 43p

香川歴史学会 1975年 幕末の村方騒動（小豆島の場合）　/川野 正雄 香川史学 香川歴史学会 4 1-7

柴口 成浩 1975年 小豆島・直島・塩飽諸島　香川県　/稲田 浩二 東瀬戸内の昔話 株式会社 日本放送出版協会 117-205

人文地理学会 1975年 小豆島における小地域集団の発生とその性格　/松本 博久 人文地理 ㈱古今書院 27(5) 467-500

人文地理学会 1975年
小豆島における切り花キク産地の形成過程とその生産構造　―
産地におけるキク作型分化を中心に　/西田 博嘉

人文地理 ㈱古今書院 27(6) 667-680

日本地域社会研究所 1975年 日本唯一の小豆島オリーブ　/三木 隼人 日本の郷土産業　中国・四国 株式会社 新人物往来社 5 231-238

峠の会 1975年 寺　小豆島八十八ヵ所 香川のもの知り事典 讃岐総合印刷出版部 1 212-214

立教大学史学会 1975年 慶応期小豆島一揆の一特質　/大石 庄一 史苑 立教大学史学会 36(1) 79-100

香川県自然保護課 1976年 ーーー さぬきの自然の旅　小豆島の自然 香川県自然保護課 48p

国土問題研究会 1976年 小豆島の土石流災害　/池田 碩・飯田 義正・天野 滋 国土問題 国土問題研究会 15 1-12

日本民俗建築学会 1976年 小豆島の民家　/鶴藤 鹿忠 民俗建築 日本民俗建築学会 72

香川県広報協会 1977年 秋祭り　/徳山 久夫 広報　香川 香川県広報協会 30(10) 15

香川大学教育学部 1977年 小豆島の地形と災害　/高桑 糺 香川大学教育学部研究報告　第1部 香川大学教育学部 42 1-21

香川大学小豆島災害調査研究班 1977年 ーーー
小豆島災害調査研究報告　7617号台風による災
害

香川大学小豆島災害調査研究
班

168p

瀬戸内海歴史民俗資料館 1977年 足守藩作成の小豆島延宝検地地図　/徳山 久夫 瀬戸内海歴史民俗資料館年報 瀬戸内海歴史民俗資料館 2 27-31

武田 明 1977年
村の共同作業と年齢集団　小豆島の若衆組剛志社（小豆郡土庄
町小江）

生きている民俗探訪　香川 第一法規株式会社 66-68

武田 明 1977年 昔ながらの年中行事　小豆島四国（小豆郡一円） 生きている民俗探訪　香川 第一法規株式会社 83-84

武田 明 1977年
昔ながらの年中行事　夜念仏さん（小豆郡池田町中山・土庄町肥
土山など）

生きている民俗探訪　香川 第一法規株式会社 99-100
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武田 明 1977年 昔ながらの年中行事　ガキメシ（小豆郡内海町上村） 生きている民俗探訪　香川 第一法規株式会社 100-102

武田 明 1977年
祭りと民俗芸能を訪ねる　小豆島の農村歌舞伎（小豆郡土庄町肥
土山・池田町中山）

生きている民俗探訪　香川 第一法規株式会社 126-128

武田 明 1977年 俗信の色々なもの　舟幽霊（小豆島および塩飽諸島一帯） 生きている民俗探訪　香川 第一法規株式会社 164-165

地学団体研究会 1977年
1974年7月の小豆島内海町での土石流災害について　/池田 碩・
志岐 常正・公文 富士夫・飯田 義正・山田 清

地球科学 地学団体研究会 31(1) 31-39

日本醸造協会 1977年 小豆島は醤油の産地です　/武部  一成 日本醸造協会雑誌 財団法人 日本醸造協会 72(8) 562-564

日本歴史学会 1977年 潜伏キリシタン　小豆島（歴史手帖）　/川野 正雄 日本歴史 株式会社 吉川弘文館 354 36-39

藤丸 昭 1977年 七五三・成年式　小豆島の若者組　/市原 輝士 四国の祝事　誕生・婚姻・年祝い 株式会社 明玄書房 69-71

香川大学教育学部地理学研究室 1978年 ーーー 戦後における小豆島手延素麺業の展開
香川大学教育学部地理学研究
室

ーーー

日本林業技術協会 1978年 小豆島災害（台風7617号と51.9豪雨）を考える　/安藤 照雄 林業技術 社団法人 日本林業技術協会 437 43-45

市原 輝士・宮田 忠彦 1979年 美女と小豆島を奪った佐々木信胤 郷土史事典　香川県 ㈱昌平社 61-63

市原 輝士・宮田 忠彦 1979年 大坂城を築いた小豆島の巨石 郷土史事典　香川県 ㈱昌平社 77-78

市原 輝士・宮田 忠彦 1979年 小豆島の農村歌舞伎の賑わい 郷土史事典　香川県 ㈱昌平社 147-149

市原 輝士・宮田 忠彦 1979年 小豆島のミニ万里の長城 郷土史事典　香川県 ㈱昌平社 149-150

香川県広報協会 1979年 オリーブとソーメンと農村歌舞伎 広報　香川 香川県広報協会 32(4) 8-9

香川県広報協会 1979年 岬と寺と文学散歩　田浦半島と大角鼻 広報　香川 香川県広報協会 32(11) 8-9

建設広報協議会 1979年
小豆島災害と水資源開発及び用水の有効利用について　/川北
四十二

建設月報 社団法人 建設広報協議会 32(7) 71-73

新編香川叢書刊行企画委員会 1979年 小豆島中寺社方由緒帳 新編　香川叢書　史料篇 新編香川叢書刊行企画委員会 1 187-223

地学団体研究会 1979年
1976年9月、台風17号豪雨による小豆島での災害について　/公
文 富士夫・池田 碩・天野 滋・志岐 常正・飯田 義正

地球科学 地学団体研究会 33(1) 26-42

奈良本 辰也 1979年 第5章　小豆島・直島 日本の山河　天と地の旅　香川 株式会社 図書刊行会 11 68-79

横山 昭市 1979年 農業と農民の生活　小豆島 瀬戸内海の産業と交通
社団法人 瀬戸内海環境保全協
会

3 40-42

池原 昭治 1980年 ーーー 絵本小豆島の札所 ㈱木馬書館 150p

香川歴史学会 1980年 歴史随想・備前国小豆島と肥前国小豆島　/川野 正雄 香川史学 香川歴史学会 9 57-63

小豆島佃煮協同組合 1980年 ーーー 25年のあゆみ 小豆島佃煮協同組合 319p

小豆島産業科学研究所 1980年 酵素剤利用によるしょうゆの製造 日本醤油研究所雑誌 ㈶日本醤油研究所 6(5) 184-187

松下 功 1980年 小豆島 せとうちの町並み 和広堂 66-69

安川 満俊 1980年 船灯　/平地 豊 続　讃岐の手仕事 讃岐写真作家の会 66-67

安川 満俊 1980年 コンブ巻　/伊音 幸一 続　讃岐の手仕事 讃岐写真作家の会 68-69

安川 満俊 1980年 手づくり帆船　/平地 豊 続　讃岐の手仕事 讃岐写真作家の会 70-71

安川 満俊 1980年 ミニダル　/伊音 幸一 続　讃岐の手仕事 讃岐写真作家の会 72-73

内海町教育委員会 1981年 ーーー 内海町の文化財 内海町教育委員会 60p

香川県広報協会 1981年 しょう油とつくだ煮 広報　香川 香川県広報協会 34(5) 10-11

香川県広報協会 1981年 手延べそうめん 広報　香川 香川県広報協会 34(7) 8-9

香川県広報協会 1981年 無料開放された寒霞渓有料道路 広報　香川 香川県広報協会 34(8) 4-5
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香川県県史編さん室 1981年 小豆島農村一揆 ～正徳元年の代表越訴～　/川野 正雄 香川の歴史 香川県 1 40-50

香川大学経済学部 1981年
小豆島の社会経済的分析　航路問題を中心として　/若林 政史・
土田 哲也・田中 嘉穂

地域経済と地場産業 香川大学経済学部 59-130

香川大学経済研究所 1981年
小豆島の社会経済的分析　航路問題を中心として　/若林 政史・
土田 哲也・田中 嘉穂

香川大学経済論叢 香川大学経済学部 53(3) 752-823

香川民俗学会 1981年 小豆郡土庄町伊喜末の葬送　/武田 明 香川の民俗 香川民俗学会 32 4-5

小豆島バス株式会社 1981年 ーーー
世界の視野に小豆島を　小豆島バス半世紀の展
開

小豆島バス株式会社 332p

瀬戸内海歴史民俗資料館 1981年 津山藩の資料による小豆島西部六郷年表(1)　/徳山 久夫 瀬戸内海歴史民俗資料館年報 瀬戸内海歴史民俗資料館 6 73-89

瀬戸内海歴史民俗資料館 1981年 須藤家文書（香川県小豆郡土庄町小江） 瀬戸内の海事史資料調査報告（香川県・岡山県） 瀬戸内海歴史民俗資料館 3 99-100

瀬戸内海歴史民俗資料館 1981年 土庄町立図書館所蔵文書（香川県小豆郡土庄町渕崎） 瀬戸内の海事史資料調査報告（香川県・岡山県） 瀬戸内海歴史民俗資料館 3 101

立命館大学文学部地理学教室・
立命館大学地理学同攷会

1981年 小豆島における1974・1976豪雨災と災害研究の動向　/池田 碩 地表空間の組織 ㈱古今書院

香川県広報協会 1982年
蛙子池に発し銚子の滝で落下　のどかな盆地を通り双子浦の海
に　伝法川

広報　香川 香川県広報協会 35(7) 8-9

川野 正雄 1982年 ーーー 近世小豆島の百姓一揆 小豆島新聞社 115p

佐々木 栄三郎 1982年 小豆島正徳一揆　平井兵左衛門 讃州百姓一揆史 株式会社 新人物往来社 20-33

佐々木 栄三郎 1982年 小豆島西部六郷一揆 讃州百姓一揆史 株式会社 新人物往来社 172-187

瀬戸内海総合研究会 1982年 漁村労働の特性　小豆島及豊島 瀬戸内海研究 株式会社 国書刊行会 4 198-200

瀬戸内海歴史民俗資料館 1982年 足守文庫の小豆島・直島三ヶ島の延宝検地地史料　/徳山 久夫 瀬戸内海歴史民俗資料館年報 瀬戸内海歴史民俗資料館 7 41-62

土庄町文化財保護委員会 1982年 ーーー 小豆島小江の若者組 土庄町教育委員会 680p

日本写真測量学会 1982年 小豆島（斜面崩壊と土石流災害） 空中写真に見る国土の変遷 株式会社 鹿島出版会 180-182

藤井 豊 1982年 ーーー 小豆島の絵本 小豆島新聞社 47p

香川県広報協会 1983年 かたくなに農村文化を守る里　土庄町肥土山 広報　香川 香川県広報協会 36(4) 8-9

瀬戸内の環境を守る連絡会 1983年
瀬戸内海賊史あれこれ(2)　小豆島における末裔たち　/久留島 義
忠

瀬戸内海 瀬戸内の環境を守る連絡会 13 54-59

日本地質学会 1983年 小豆島の火山地質　― 瀬戸内火山岩類の噴出環境　/巽 好幸 地質学雑誌 日本地質学会 89(12) 693-706

南 四郎 1983年 放哉の句碑の立つあたり　小豆島・土庄 わたしのふるさと地図 南四郎作品集刊行会 25-28

香川県広報協会 1984年 渡しと剛志舎と夜念仏と　土庄町小江・伊喜末 広報　香川 香川県広報協会 37(7) 8-9

香川県広報協会 1984年 農村歌舞伎の拍手が千枚田にひびく　池田町中山 広報　香川 香川県広報協会 37(9) 8-9

香川県広報協会 1984年 岬の分教場に「二十四の瞳」を見た　内海町田浦 広報　香川 香川県広報協会 37(12) 8-9

香川大学一般教育部 1984年
香川県小豆島における降水の流出量と貯水量に関する研究　/高
桑 糺

香川大学一般教育研究 香川大学一般教育部 25 131-152

香川大学一般教育部 1984年 小豆島大坂城石丁場関係文書　/木原 溥幸 香川大学一般教育研究 香川大学一般教育部 26 119-143

香川大学教育学部 1984年 小豆島の内海防災湖に関する地理学的研究　/高桑 糺 香川大学教育学部研究報告　第1部 香川大学教育学部 62 21-41

香川歴史学会 1984年
イギリス人による小豆島蒲生村幾太郎殺害事件関係史料　/徳山
久夫

香川史学 香川歴史学会 13 54-58

川野 正雄 1984年 ーーー 池田町史 香川県小豆郡池田町 845p

川野 正雄 1984年 ーーー 小豆島民俗誌 株式会社 名著出版 249p

首藤 一 1984年 小豆島四国八十八ヵ所霊場（香川県） 全国九ヵ所　島四国霊場めぐり 株式会社 創元社 57-89

四国新聞社 1984年 坂手　島観光の拠点、歴史刻み90年 港・みなと町　東瀬戸内海74港の探訪 株式会社 丸山学芸図書 35-37
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四国新聞社 1984年 土庄　活気あふれる観光小豆の顔 港・みなと町　東瀬戸内海74港の探訪 株式会社 丸山学芸図書 74-76

四国新聞社 1984年 池田　カモメが舞う島の“南玄関” 港・みなと町　東瀬戸内海74港の探訪 株式会社 丸山学芸図書 89-91

四国新聞社 1984年 福田　“石の町”にもレジャーの波 港・みなと町　東瀬戸内海74港の探訪 株式会社 丸山学芸図書 92-94

四国新聞社 1984年 内海　“産業の町”へフェリー往来 港・みなと町　東瀬戸内海74港の探訪 株式会社 丸山学芸図書 122-124

四国新聞社 1984年 大部　フェリー就航、観光の拠点に 港・みなと町　東瀬戸内海74港の探訪 株式会社 丸山学芸図書 220-222

人文地理学会 1984年 小豆島における写し霊場の成立　/小田 匡保 人文地理 ㈱古今書院 36(4) 347-361

団 伊玖磨 1984年 優シイ海ガ見エル　小豆島と尾崎放哉　/早坂 暁 にっぽん島の旅　瀬戸内海の島々 株式会社 中央公論社 3 45-48

団 伊玖磨 1984年 オリーブの島　/大野 勝夫 にっぽん島の旅　瀬戸内海の島々 株式会社 中央公論社 3 49

中国四国農政局 1984年 ーーー
淡水湖開発基本調査報告書　小豆島地区吉田
湾の海底地質　昭和58年度

中国四国農政局計画部 87p

毎日新聞社 1984年
香川県・小豆島　―“味覚と観光の島”への島おこし ―　多様な食
品産業　/池畠 恵治

エコノミスト 株式会社 毎日新聞社 62(1) 104-111

緑川 洋一 1984年 瀬戸の島々1　小豆島 瀬戸内海 日本文教出版株式会社 14 10-29

香川県広報協会 1985年 町並みはしょう油の香りが！！　内海町苗羽 広報　香川 香川県広報協会 38(8) 10-11

香川大学教育学部 1985年 小豆島の墓制の最近の変化　/稲田 道彦 香川大学教育学部研究報告　第1部 香川大学教育学部 64 1-17

香川民俗学会 1985年 小豆島福田八幡のまつり　/川野 正雄 香川の民俗 香川民俗学会 42 2-3

香川民俗学会 1985年 小豆島竹生の村祈禱　/徳山 久夫 香川の民俗 香川民俗学会 45 17-19

香川歴史学会 1985年 『兵庫北関入船納帳』における「嶋」について　/川野 正雄 香川史学 香川歴史学会 14 11-15

松島 正喜 1985年 ーーー 小豆島の四季　松島正喜記者写真集
株式会社 朝日新聞社高松支局
同人会

ーーー

山下 性太郎 1985年 壺井栄と小豆島 讃岐の民衆史 青磁社 159-170

山下 性太郎 1985年 「二十四の瞳」とモデル 讃岐の民衆史 青磁社 171-179

市原 輝士・合田 栄作 1986年 小豆島 文化誌日本　香川県 株式会社 講談社 346-370

香川県広報協会 1986年 菊とオリーブとそうめんと　池田町池田 広報　香川 香川県広報協会 39(10) 8-9

香川大学国文学会 1986年 小豆島方言の変遷　― 「おそろしい」と「すてる」　/山田 恵 香川大学国文研究 香川大学国文学会 11 30-39

倉掛 喜八郎 1986年 蚊取り線香の花（小豆島） ポンポン船の旅　瀬戸内漂泊 大阪書籍株式会社 74-75

瀬戸内海歴史民俗資料館 1986年
讃岐の歌舞伎(1)　農村舞台、掛小屋・商業劇場の分布と特色　/
徳山 久夫

瀬戸内海歴史民俗資料館紀要 瀬戸内海歴史民俗資料館 3 73-132

神戸大学近代発行会 1986年 尾崎放哉（承前）　小浜から小豆島へ　/本田 烈 近代 神戸大学近代発行会 62 77-120

武田 寅雄 1986年 ーーー 小豆島と五人の作家 株式会社 明治書院 243p

藤井 豊 1986年 ーーー 聖なる島 小豆島新聞社 90p

山岡 健 1986年
香川県小豆郡土庄町小江（小豆島）の若者組（名称、四海村青年
団小江分団）について

「若者組」の研究　― 年輩序列を基礎とした年齢
集団

株式会社 教育出版センター 42-48

東 昌史 1987年 3.小豆島　『二十四の瞳』壺井栄 ぶらり日本名作の旅 日本テレビ放送網株式会社 1 69-96

石坂 まさを 1987年
あなたの町にこんな歌どうですか　小豆島八十八ヶ所歌めぐり　香
川県土庄町

日本全国歌文化　― 石坂まさを一人旅して 株式会社 ぎょうせい 60-61

香川県県史編さん室 1987年 讃岐キリシタン史研究ノート　/溝渕 利博 香川の歴史 香川県 7 62-65

香川民俗学会 1987年
小豆島土庄町大部の民俗採訪　― 人生儀礼を中心に　/谷原 博
信

香川の民俗 香川民俗学会 48 14－16
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川野 正雄 1987年 ーーー 瀬戸内小豆島 株式会社 名著出版 269p

瀬戸内海地域史研究会 1987年
醤油醸造業の経営構造　― 明治期の小豆島土庄醤油会社を中
心に　/中山 正太郎

瀬戸内海地域史研究 株式会社 文献出版 345-382

高松市文化協会常任理事会・高
松市文化協会編集委員会

1987年 小豆島農村歌舞伎衣裳考序説　/薄井 八代子 文化高松 高松市文化協会 9 63-74

宮原 昭夫 1987年 瀬戸内海･家島･小豆島 ゴジラ丸船長　島めぐり 株式会社 毎日新聞社 21-60

香川県広報協会 1988年 地中海のロマン漂うオリーブ公園　小豆郡内海町西村 広報　香川 香川県広報協会 41(10) 8-9

加藤 庸二 1988年 小豆島 島の旅 株式会社 山と渓谷社 5 82-85

カモミール社 1988年 レポ-ト・小豆島演劇祭'88　/茨木 憲 テアトロ 株式会社 カモミール社 544 94-97

木原 溥幸 1988年 小豆島 古代の讃岐 株式会社 美巧社 156-157

国土社 1988年 小豆島演劇祭'88　― 島で見たこと考えたこと　/大原 寿美 月刊社会教育 株式会社 国土社 32(9) 70-75

駒沢大学史学会 1988年 中世小豆島における塩の生産　/橋詰 茂 駒沢史学 駒沢大学史学会 39・40 280-297

小豆島演劇祭'88記録集編集委員
会

1988年 ーーー 記録・小豆島演劇祭'88
小豆島演劇祭'88合同実行委員
会

128p

日本歴史学会 1988年 瀬戸内小豆島の呼称　/川野 正雄 日本歴史 株式会社 吉川弘文館 481 43-46

吉岡 敏光 1988年 ーーー 小豆島のまつり 吉岡 敏光 65p

大阪教育大学 1989年 「若者組」　小豆島・小江　/山岡 健 大阪教育大学教育研究所報 大阪教育大学 24(0) 31-46

香川県小豆島事務所 1989年 ーーー 小豆島のすがた 香川県小豆島事務所 40p

香川大学国文学会 1989年 香川県小豆島方言の語彙　/柴田 昭二 香川大学国文研究 香川大学国文学会 14 67-69

小豆島農業協同組合 1989年 ーーー 小豆島農業協同組合合併20年のあゆみ 小豆島農業協同組合 36p

小豆島の民俗を語る会 1989年 ーーー 小豆島の年中行事 オリ－ブの里協会 122p

安川 満俊 1989年
斜面に張りつく集落に縦横する小路が延びる　小豆郡内海町坂手
/坂東 尚武

香川写真文庫　讃岐の町並 讃岐写真作家の会 1 18-21

安川 満俊 1989年
醤油蔵の路地はアミノ酸の香り　小豆郡内海町苗羽　/岸本 慶三
郎

香川写真文庫　讃岐の町並 讃岐写真作家の会 1 22-25

香川県県史編さん室 1990年 備前国小豆島庄の本家と領家　/田中 健二 香川の歴史 香川県 10 35-40

望月 昭伸・友松 こずえ 1990年 瀬戸内海で見た生命力　高松・小豆島 日本ダイビング紀行 株式会社 新潮社 39-46

安川 満俊 1990年 多聞寺　虫おくりの松明の火は寺で採火　/宮武 則明 香川写真文庫　讃岐古寺巡礼・縁日の寺 讃岐写真作家の会 2 62-65

安川 満俊 1990年 西光寺　本堂では護摩供養、境内ではお接待　/高梁 忍 香川写真文庫　讃岐古寺巡礼・縁日の寺 讃岐写真作家の会 2 90-93

香川県広報協会 1991年 壺井栄の「二十四の瞳」の舞台は内海町 広報　香川 香川県広報協会 44(2) 8-9

香川県広報協会 1991年 荻原井泉水の「山荘雑記」の舞台は小豆島 広報　香川 香川県広報協会 44(7) 8-9

香川県広報協会 1991年 尾崎放哉の「入庵雑記」の舞台は小豆島の南郷庵 広報　香川 香川県広報協会 44(10) 8-9

安川 満俊 1991年
常光寺（内海町苗羽）　戦国のロマンあふれる寺は桜の名所　/岸
本 慶三郎

香川写真文庫　讃岐古寺巡礼・花の寺 讃岐写真作家の会 3 10-13

安川 満俊 1991年
極楽寺（内海町片城）　池面に桜の花が映える島四国16番の寺
/岸本 慶三郎

香川写真文庫　讃岐古寺巡礼・花の寺 讃岐写真作家の会 3 14-17

香川地理学会 1992年 小豆島巡検報告　/小松 昭夫 香川地理学会会報 香川地理学会 12 44-46

正司 敏江 1992年 ーーー 正司敏江のどつかれても踏まれても 恒友出版株式会社 238p

浄土 卓也 1992年 小豆島内海湾海軍特攻基地建設における強制連行 朝鮮人の強制連行と徴用 株式会社 社会評論社 216-221
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安川 満俊 1992年 都一の美女を嫁にした信胤の哀れ　/青木 健一 香川写真文庫　讃岐の伝説 讃岐写真作家の会 4 90-93

瀬戸内海歴史民俗資料館 1993年 3.海の道の確定の現状　小豆島 香川県歴史の道調査報告　海の道調査報告書 瀬戸内海歴史民俗資料館 11 41-47

冨永 航平 1993年 ーーー 小豆島八十八所遍路 株式会社 朱鷺書房 222p

日本離島センター 1993年 瀬戸の島々の景観　― 最近の旅から　/市原 輝士 しま 財団法人 日本離島センター 38(3) 91-92

香川県漁業史編さん協議会 1994年 小豆島のナマコ　図絵にみる讃岐のナマコ 香川県漁業史　通史編 香川県漁業史編さん協議会 92-96

香川県漁業史編さん協議会 1994年 揚浜塩田から入浜塩田へ　小豆島の塩浜 香川県漁業史　通史編 香川県漁業史編さん協議会 130-134

香川県広報協会 1994年 オリーブの花が香る半島は春からにぎわう　小豆郡池田町 広報　香川 香川県広報協会 47(3) 10-11

香川県広報協会 1994年 二十四の瞳の半島には分教場と映画村　小豆郡内海町 広報　香川 香川県広報協会 47(5) 10-11

香川県広報協会 1994年 小島が砂浜でつながる岬の果て　小豆郡土庄町 広報　香川 香川県広報協会 47(11) 6-7

香川大学教育学部地理学教室 1994年
小豆島の名水と水利用の特色　/新見 治・大出 理映・小西 貴恵・
高木 由紀・守屋 幸恵・山地 仁美

地理学研究 香川大学教育学部地理学教室 43 1-21

香川大学教育学部地理学教室 1994年
小豆島内海町における醤油産業の立地展開　/平 篤志・米沢 千
賀子・柳原 久栄・高原 葉子・石橋 育代・星野尾 真紀

地理学研究 香川大学教育学部地理学教室 43 22-33

香川大学教育学部地理学教室 1994年
小豆島内海町の海上交通・観光・島四国の遍路景観　/稲田 道
彦・浅井 智子・荒木 慎二・薄 洋美・田村 光伸・都甲 典子

地理学研究 香川大学教育学部地理学教室 43 34-61

香川地理学会 1994年 池田町と詫間町粟島の花き栽培　/山本 育代 香川地理学会会報 香川地理学会 14 33-42

河村 盛明 1994年 情熱香るオリーブの島　小豆島 海道を往く 株式会社 静山社 143-147

光洋精工株式会社 1994年 小豆島農村歌舞伎舞台の木製旋回座軸受を訪ねて　/稲毛 文弘 Koyo engineering journal 光洋精工株式会社 146 65-72

「SHIMADAS」編集委員会 1994年 小豆島 島情報ガイド　SHIMADAS'94 財団法人 日本離島センター 189-191

橋本 薫 1994年 ーーー 豆島讃花　小豆島の山野草 月刊「ぴ～ぷる」 205p

安川 満俊 1994年 星が城　ロマン花咲く星が城の悲劇　/石原 昭彦 香川写真文庫　讃岐の古城址 讃岐写真作家の会 5 14-17

大阪歴史学会 1995年 小豆島塩業の展開と大坂城御詰塩　/落合 功 ヒストリア 学術研究団体 大阪歴史学会 147 24-41

沖縄国際大学教養部 1995年 小豆島における電照菊生産地域の形成と構造　/小川 護 沖縄国際大学教養部紀要 沖縄国際大学教養部 20(22) 19-38

香川県広報協会 1995年 備讃瀬戸と播磨灘の波が寄せ来る岬　小豆郡内海町 広報　香川 香川県広報協会 48(1) 10-11

新日本文学会 1995年 高松、脇町、小豆島…　/中野 武彦 新日本文学 新日本文学会 50(8) 34-44

土庄町文化財保護審議会 1995年 ーーー 土庄町の文化財 土庄町教育委員会 91p

早坂 暁 1995年 ーーー 首人形　放哉の島 株式会社 河出書房新社 126p

矢作 俊彦 1995年 第50景　奥歯の思い出　香川県・土庄町 新ニッポン百景 株式会社 小学館 210-213

天野 武 1996年 イナムシ送り　香川県小豆郡土庄町肥土山 子どもの歳時記　祭りと儀礼 岩田書院

天野 武 1996年 カワメシ　香川県小豆郡内海町草壁神懸通 子どもの歳時記　祭りと儀礼 岩田書院

岡田 良平 1996年 オリーブ薫る小豆島 文学と歴史の旅 株式会社 近代文芸社

香川県広報協会 1996年 入り海にオリーブの故郷思う　内海町 県政だより　香川 香川県広報協会 50(3) 2-3

香川地理学会 1996年 小豆島池田町谷尻集落のその後（予報）　/坂口 良昭 香川地理学会会報 香川地理学会 16 61-62

加藤 庸二 1996年 物語の舞台を歩く　小豆島（香川県） 「島」へ。　日本を縁取る別天地 株式会社 講談社 93

建築思潮研究所 1996年 町づくりと民家　奈良・小豆島・内子・結城 住宅建築 株式会社 建築資料研究社 260 58-133
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農山漁村文化協会 1996年
第1章　自治と助け合いの中で　(4)日本全国に進出した讃岐の廻
船　小豆島内海の買積船“太神丸”　/丸尾 寛

江戸時代人づくり風土記　ふるさとの人と知恵
香川

社団法人 農山漁村文化協会 37 49-50

農山漁村文化協会 1996年
第3章　瀬戸内の島々の暮らしと文化　(1)小豆島の逢坂城石丁場
― 徳川大坂城と岩ヶ谷石丁場　/後藤 安弥

江戸時代人づくり風土記　ふるさとの人と知恵
香川

社団法人 農山漁村文化協会 37 134-139

農山漁村文化協会 1996年
第3章　瀬戸内の島々の暮らしと文化　(2)小豆島の石垣とさつま
いもと水不足　/石井 信雄

江戸時代人づくり風土記　ふるさとの人と知恵
香川

社団法人 農山漁村文化協会 37 140-162

農山漁村文化協会 1996年
第3章　瀬戸内の島々の暮らしと文化　(3)漁業に恵まれた瀬戸内
の島々の漁業　/千葉 幸伸

江戸時代人づくり風土記　ふるさとの人と知恵
香川

社団法人 農山漁村文化協会 37 163-169

農山漁村文化協会 1996年
第3章　瀬戸内の島々の暮らしと文化　(4)小豆島の農村歌舞伎と
若衆組　/水野 一典

江戸時代人づくり風土記　ふるさとの人と知恵
香川

社団法人 農山漁村文化協会 37 170-176

農山漁村文化協会 1996年
第3章　瀬戸内の島々の暮らしと文化　(6)今に生きる江戸時代の
産業、塩・素麺・醤油　/徳山 久夫

江戸時代人づくり風土記　ふるさとの人と知恵
香川

社団法人 農山漁村文化協会 37 184-190

農山漁村文化協会 1996年
第3章　瀬戸内の島々の暮らしと文化　(8)小豆島の越許と百姓一
揆　― 平井兵左衛門と世直し　/徳山 久夫

江戸時代人づくり風土記　ふるさとの人と知恵
香川

社団法人 農山漁村文化協会 37 197-200

真野 俊和 1996年 地方巡礼の隆盛　小豆島における写し霊場の成立　/小田 匡保 講座日本の巡礼 株式会社 雄山閣 3 169-193

広島史学研究会 1996年
中世後期内海島嶼地域における塩荘園の在地構造　― 小豆島
草加部荘の事例　/畑野 順子

史学研究 広島史学研究会 211 1-19

小泉 実 1997年 小豆島 スケッチで綴る島へんろ 株式会社 日本図書刊行会

香川県広報協会 1997年 全国の池田を結ぶ同盟の緑　池田町 県政だより　香川 香川県広報協会 51(3) 2-3

香川県自然科学館 1997年 香川県小豆島の土庄層群産植物化石について　/岡根 裕之 香川県自然科学館研究報告 香川県自然科学館 19 27-34

香川民俗学会 1997年 小豆島中山地区における特徴ある芸能について　/吉仲 一徳 香川の民俗 香川民俗学会 61 33-35

木原 溥幸・丹羽 祐一・田中 健
二・和田 仁

1997年 小豆島の大坂城石丁場跡 香川県の歴史 株式会社 山川出版社 149

木原 溥幸・丹羽 祐一・田中 健
二・和田 仁

1997年 小豆島西部六郷一揆 香川県の歴史 株式会社 山川出版社 227-230

至文堂 1997年 壷井栄と小豆島　児童文学に視座をすえて　/大藤 幹夫 国文学解釈と鑑賞 ㈱至文堂 62(10) 24-28

徳山 久夫 1997年 ーーー 小豆島手延素麺のあゆみ 小豆島手延素麺協同組合 615p

樋口 真二 1997年 小豆島の風土に育まれた優しさ、つよさ　壺井栄 探訪女たちの墓 株式会社 けやき出版 52-55

船井 幸雄 1997年 小豆島の醤油づくりに生きる　/武部 一成 生き方の座標軸 株式会社 ビジネス社 48-59

稲田 道彦 1998年 小豆島内海町の海上交通・観光・島四国の遍路景観 香川の地域点描 アート印刷株式会社 21-48

香川県広報協会 1998年 文人が眠る島に世界一の海峡　土庄町 県政だより　香川 香川県広報協会 52(3) 2-3

瀬戸内海歴史民俗資料館 1998年 小部の獅子舞　/石井 信雄
香川県の民俗芸能　平成8・9年度香川県民俗芸
能緊急調査報告書

瀬戸内海歴史民俗資料館 56-59

瀬戸内海歴史民俗資料館 1998年 肥土山の歌舞伎・三番叟　/三木 寿・川井 和朗
香川県の民俗芸能　平成8・9年度香川県民俗芸
能緊急調査報告書

瀬戸内海歴史民俗資料館 136-140

瀬戸内海歴史民俗資料館 1998年 えいと節　/三木 寿・川井 和朗
香川県の民俗芸能　平成8・9年度香川県民俗芸
能緊急調査報告書

瀬戸内海歴史民俗資料館 159-161

瀬戸内海歴史民俗資料館 1998年 伊喜末祭りの御座船　/三木 寿・川井 和朗
香川県の民俗芸能　平成8・9年度香川県民俗芸
能緊急調査報告書

瀬戸内海歴史民俗資料館 201-205

瀬戸内海歴史民俗資料館 1998年 幟さし　/石井 信雄
香川県の民俗芸能　平成8・9年度香川県民俗芸
能緊急調査報告書

瀬戸内海歴史民俗資料館 237-240

瀬戸内海歴史民俗資料館 1998年 夜念仏　/三木 寿・川井 和朗
香川県の民俗芸能　平成8・9年度香川県民俗芸
能緊急調査報告書

瀬戸内海歴史民俗資料館 248-251

瀬戸内海歴史民俗資料館 1998年 入部の亥の子　/徳山 久夫
香川県の民俗芸能　平成8・9年度香川県民俗芸
能緊急調査報告書

瀬戸内海歴史民俗資料館 262-264

瀬戸内海歴史民俗資料館 1998年 蒲生のハリバタ　/吉仲 一徳
香川県の民俗芸能　平成8・9年度香川県民俗芸
能緊急調査報告書

瀬戸内海歴史民俗資料館 273-274

中国新聞社「瀬戸内海を歩く」取
材斑

1998年 種を残す 瀬戸内を歩く　上巻　産業編 株式会社 中国新聞社 97-99

徳島文理大学文学部コミュニケー
ション学科

1998年 小豆島の自然環境　/寺戸 恒夫 徳島文理大学文学部共同研究「小豆島」
徳島文理大学文学部コミュニ
ケーション学科

30p

友成 才 1998年 寒霞渓（国名勝） 日本列島ロマンの旅　景勝・奇岩地学探訪 株式会社 東洋館出版社 163-166

藤井 豊 1998年 ーーー 太鼓台　小豆島の秋まつり 月刊「ぴ～ぷる」 210p
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山と渓谷社 1998年 にっぽん島の頂で(25)最終回　小豆島・星ガ城　/向 一陽 山と渓谷 株式会社 山と渓谷社 759 220-224

香川県立文書館 1999年
土庄町富丘八幡神社蔵「小豆島肥土庄八幡宮縁起」について　/
田中 健二・三枝 直幹

香川県立文書館紀要 香川県立文書館 3 117-125

岸本 半蔵 1999年 第三章　小豆島の巻 田舎眼医者の歯ぎしり 株式会社 新風舎 93-120

土居 忠行 1999年 ーーー オリーブの島の盲導犬オルガ 株式会社 吉備人出版 320p

鳴門教育大学 1999年
瀬戸内海小豆島及び豊島の土庄層群について　/奥村 清・佐藤
昭義

鳴門教育大学研究紀要 鳴門教育大学 14 1-14

林 玲子・天野 雅敏 1999年
後発醤油産地の発展過程　― 明治期の小豆島の事例を中心にし
て

東と西の醤油史 株式会社 吉川弘文館 256-284

向 一陽 1999年 今も続く列島改造　小豆島・星ガ城 島のてっぺんから島を見る　島の山探訪記 株式会社 山と渓谷社 160-172

室山 敏昭・藤原 与一 1999年 小豆島を中心とした内海東部域の方言の動態　/佐藤 虎男 瀬戸内海圏環境言語学 合名会社 武蔵野書院 80-124

越智 熙 2000年 ーーー 小豆島の山なみ 小豆島ロータリークラブ 16p

香川県経済研究所 2000年 ーーー 小豆島地域振興に関する調査 財団法人 香川県経済研究所 82p

香川県広報協会 2000年 四百年の歴史を見つめる巨石群　大坂城残石記念公園（土庄町） 県政だより　香川 香川県広報協会 53(11) 8-9

香川県広報協会 2000年 ハーブの風薫るオリーブの里　小豆島オリーブ公園（内海町） 県政だより　香川 香川県広報協会 54(5) 2-3

香川県広報協会 2000年
素麺延ばしも体験できるファミリーリゾート　小豆島ふるさと村（池
田町）

県政だより　香川 香川県広報協会 54(8) 8-9

香川大学教育学部 2000年 香川県小豆島の電照菊栽培の成立と経営実態　/篠原 重則 香川大学教育学部研究報告　第1部 香川大学教育学部 109 1-22

香川大学教育学部 2000年 小豆島西中山の千枚田の景観と灌漑システム　/篠原 重則 香川大学教育学部研究報告　第1部 香川大学教育学部 110 1-13

香川民俗学会 2000年 お盆行事の聞き書き　/谷原 博信 香川の民俗 香川民俗学会 63 8-9

川井 和朗 2000年 ーーー 小豆島のうた 川井 和朗 8-9

木原 溥幸 2000年 小豆島 近世の讃岐 株式会社 美巧社 296p

木原 溥幸 2000年 紀州漁民の小豆島入漁 近世の讃岐 株式会社 美巧社 152-153

木原 溥幸 2000年 小豆島越訴と平井平左衛門 近世の讃岐 株式会社 美巧社 238-239

木原 溥幸 2000年 小豆島西部六郷百姓一揆 近世の讃岐 株式会社 美巧社 262-263

木原 溥幸 2000年 塩飽・小豆島のキリシタン 近世の讃岐 株式会社 美巧社 294-295

「全国霊場大事典」編纂室 2000年 小豆島八十八ヶ所霊場　/尾園 忠幸 全国霊場大事典 株式会社 六月書房 710-714

辻川 季三郎 2000年 丁頭仏（でうす）の信仰 隠れキリシタンこぼれ話（下） 辻川 季三郎 292p

日本障害者雇用促進協会広報課 2000年 グラビア　島で働く ― 香川県小豆島　/小山 博孝 働く広場 雇用問題研究会 274 17-20

山と渓谷社 大阪支局 2000年 涙の記憶をたどりあの島へ　/中尾 彬 瀬戸内こころの旅路 株式会社 山と渓谷社 110-114

山と渓谷社 大阪支局 2000年 二十四の瞳たちの海と空　/森崎 和江 瀬戸内こころの旅路 株式会社 山と渓谷社 159-168

吉村 昭 2000年 尾崎放哉と小豆島　― 平成5年4月7日小豆島土庄町にて講演 私の好きな悪い癖 株式会社 講談社 215-240

和田 仁 2000年 ーーー 目で見る　小豆島の100年 株式会社 郷土出版社 146p

香川民俗学会 2001年 小豆島旧中山村伊谷家の正月行事　伊谷武重翁談　/吉仲 一徳 香川の民俗 香川民俗学会 64 26-28

香川民俗学会 2001年 小豆島の方言調査からの発見　/島田 治 香川の民俗 香川民俗学会 64 75-77

四国学院文化学会 2001年 壺井栄「大根の葉」論　子供と小豆島方言の発見　/須浪 敏子 四国学院大学論集 四国学院文化学会 106 1-15
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小豆島醤油協同組合 2001年 ーーー 醤の郷　小豆島 小豆島醤油協同組合 171p

小豆島の民俗を語る会 2001年 ーーー 小豆島の方言集 小豆島民俗資料館 107p

瀬戸内・海の路ネットワーク推進
協議会

2001年 内海の最高峰であり要害の地　内海町 時をめぐる海の路　新瀬戸内紀行
瀬戸内・海の路ネットワーク推進
協議会

101

瀬戸内・海の路ネットワーク推進
協議会

2001年 自然にも恵まれた島の玄関　土庄町 時をめぐる海の路　新瀬戸内紀行
瀬戸内・海の路ネットワーク推進
協議会

144

瀬戸内短期大学 2001年
高齢者の精神的健康の研究　― 小豆島八十八ケ所巡りの検討
/中川 賢幸・大林 實温・奥田 紀久子

瀬戸内短期大学紀要 瀬戸内短期大学 32 57-61

香川県政策部地域振興課 2002年 島re住（しまリズム）　/岡田 卓也 平成13年度さぬき瀬戸塾報告書 香川県政策部地域振興課 23-31

香川県政策部地域振興課 2002年 オリーブ彩に　つややかに　かがやけ小豆島！　/空井 昌彬 平成13年度さぬき瀬戸塾報告書 香川県政策部地域振興課 77-91

香川県政策部地域振興課 2002年 誰もが憧れる小豆島に！　/竹内 加奈子 平成13年度さぬき瀬戸塾報告書 香川県政策部地域振興課 92-102

香川県政策部地域振興課 2002年 私は小豆島が嫌いです　/西内 由香 平成13年度さぬき瀬戸塾報告書 香川県政策部地域振興課 134-144

香川地理学会 2002年 小豆島池田町谷尻集落のその後　/坂口 良昭 讃岐地図散歩 香川地理学会 22-23

香川地理学会 2002年 小豆島を歩く　/小松 昭夫 讃岐地図散歩 香川地理学会 24-29

香川歴史学会 2002年 絵師三木文柳考　/松岡 明子 香川史学 香川歴史学会 29 56-79

高松市文化協会 2002年 讃岐を彩った女性たち　第2話大石先生　/妹尾 共子 文化たかまつ 高松市文化協会 30 23

日本放哉学会編集委員会 2002年 放哉の来た道　― 京都から土庄まで　/森 克允 放哉研究 日本放哉学会編集委員会 2 63-81

日本離島センター 2002年 小豆島に住みながら家族を看護するということ　/西内 由香 しま 財団法人 日本離島センター 48(1) 36-43

ブルーガイドニッポン編集部 2002年 小豆島　きらめく陽光にオリーブの花が揺れる夢のアイランド ブルーガイドニッポン　四国 実業之日本社 36 32-35

沖浦 和光 2003年 瀬戸内海・小豆島の「かわや」 瀬戸内の被差別部落　その歴史・文化・民俗 ㈱解放出版社 108-113

香川県広聴広報課 2003年 小さな満足の風景(9)　権太と節一　花寿波島　池田町 THEかがわ　12月号 香川県広聴広報課 14-15

古今書院 2003年
猪鹿垣を調べる　― 小豆島・旧大部村（現土庄町内）におけるそ
の現状と特色　/港 誠吾

地理 ㈱古今書院 48(1) 95-101

平凡社 2003年 伝説の島をたずねて　小豆島　/沢野 ひとし
別冊太陽　日本の島　島宇宙が育む日本文化、
再発見

株式会社 平凡社 48-55

地方財務協会 2003年
小豆島・内海町（うちのみちょう）オリーブ振興特区による新しい産
業の確立にむけて　/石井 富男

地方財政 地方財務協会 42(9) 162-167

地中海歴史風土研究所 2003年 小豆島・地中海・日本人の生活習慣病　/百瀬 春生 地中海歴史風土研究誌 地中海歴史風土研究所 17 81-86

富永 航平 2003年 ーーー 小豆島遍路と旅 株式会社 朱鷺書房 218p

日本海事広報協会 2003年 醤油　小豆島～神戸　内海港運マルキン丸 ラメ－ル 財団法人 日本海事広報協会 168 8-11

日本放哉学会編集委員会 2003年 放哉の来た島(2)　小豆島上陸から入庵以前まで　/森 克允 放哉研究 日本放哉学会編集委員会 3 1-39

野村 祐三 2003年
小豆島　瀬戸内海の美味なクロメバルを伝統漁法で獲り漁師流に
料理する

島に行ってうまい魚を食う本 東京書籍株式会社 156-161

林 巍 2003年 洞雲山　内海町 里山に遊ぶ　さぬきの里山88話 里山悠遊クラブ・自然探訪の会 18-19

林 巍 2003年 皇踏山　土庄町 里山に遊ぶ　さぬきの里山88話 里山悠遊クラブ・自然探訪の会 26-27

林 巍 2003年 吉田富士　内海町 里山に遊ぶ　さぬきの里山88話 里山悠遊クラブ・自然探訪の会 36-37

林 巍 2003年 星ヶ城・寒霞渓　内海町 里山に遊ぶ　さぬきの里山88話 里山悠遊クラブ・自然探訪の会 60-61

林 巍 2003年 白浜山　池田町 里山に遊ぶ　さぬきの里山88話 里山悠遊クラブ・自然探訪の会 172-173

浅井 愼平 2004年 小豆島 風の中の島々 株式会社 山と渓谷社
62-65/102-
103

香川県広聴広報課 2004年 特区は地域活性化の起爆剤 THEかがわ　2月号 香川県広聴広報課 2-5
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香川県広聴広報課 2004年 小さな満足の風景(11)　裏八景の岩　石門洞周辺　内海町 THEかがわ　2月号 香川県広聴広報課 14-15

香川県商工労働部観光交流局に
ぎわい創出課

2004年 土庄町　池田町　内海町 香川県内[アート]の夢先案内　夢巡り読本
香川県商工労働部観光交流局
にぎわい創出課

60-65

香川県立文書館 2004年 御布告留について　/小山 泰弘 香川県立文書館紀要 香川県立文書館 8 59-73

自然公園財団 2004年 小豆島
瀬戸内海国立公園パークガイド　瀬戸内海東部
地域（備讃・鳴門・六甲・紀淡）

一般財団法人 自然公園財団

小豆島調理食品工業協同組合 2004年 ーーー ありがとう50年 小豆島調理食品工業協同組合 379p

高松大学経営学部 2004年
黒島傳治、壼井繁治、壼井栄の未発表書簡の翻刻について　/松
本 昭雄

高松大学紀要　第2部 高松大学経営学部 42 1-14

農耕と園芸編集部 2004年
香川県小豆島・内海町オリーブ振興特区　栽培・加工への企業参
入

農耕と園芸 株式会社 誠文堂新光社 59(7) 154-157

輸入食糧協議会事務局 2004年 小豆島（しょうどしま）　/岡田 直記 輸入食糧協議会報 輸入食糧協議会事務局 668 47-51

ANA 2005年 小豆島の千枚田農家 翼の王国 ANA 436 23

香川県教育委員会 2005年
第3章　香川県の近代化遺産(1)産業・商業　9：香川県内の漁港
形態と展開過程

香川県の近代化遺産　― 香川県近代化遺産（建
造物等）総合調査報告

香川県教育委員会 77-78

香川県教育委員会 2005年
第3章　香川県の近代化遺産(1)産業・商業　16：小豆島の漁港(1)
四海漁港

香川県の近代化遺産　― 香川県近代化遺産（建
造物等）総合調査報告

香川県教育委員会 94-96

香川県教育委員会 2005年
第3章　香川県の近代化遺産(1)産業・商業　17：小豆島の漁港(2)
岩谷漁港

香川県の近代化遺産　― 香川県近代化遺産（建
造物等）総合調査報告

香川県教育委員会 97-99

香川県教育委員会 2005年
第3章　香川県の近代化遺産(1)産業・商業　20：旧丸金醤油工場
15号諸味蔵

香川県の近代化遺産　― 香川県近代化遺産（建
造物等）総合調査報告

香川県教育委員会 107-108

香川県教育委員会 2005年
第3章　香川県の近代化遺産(1)産業・商業　22：旧東洋紡績渕崎
工場事務所

香川県の近代化遺産　― 香川県近代化遺産（建
造物等）総合調査報告

香川県教育委員会 111-112

香川県教育委員会 2005年 第4章　香川県の近代化遺産(2)交通　51：高坂隧道
香川県の近代化遺産　― 香川県近代化遺産（建
造物等）総合調査報告

香川県教育委員会 190-191

香川県教育委員会 2005年
第4章　香川県の近代化遺産(2)交通　62：県内のRC桁橋(3)遊仙
橋

香川県の近代化遺産　― 香川県近代化遺産（建
造物等）総合調査報告

香川県教育委員会 206

香川県教育委員会 2005年
第5章　香川県の近代化遺産(3)行政・生活　79：吉田川支流の治
山堰堤

香川県の近代化遺産　― 香川県近代化遺産（建
造物等）総合調査報告

香川県教育委員会 241-242

香川県教育委員会 2005年 第5章　香川県の近代化遺産(3)行政・生活　95：旧三木医院
香川県の近代化遺産　― 香川県近代化遺産（建
造物等）総合調査報告

香川県教育委員会 273-274

香川県広聴広報課 2005年 昔、こんな人が　郷土の先人(3)　壺井栄 THEかがわ　8月号 香川県広聴広報課 23

香川県広聴広報課 2005年 香川の挑戦　小豆島の夢を乗せて　オリーブを全国ブランドに THEかがわ　9月号 香川県広聴広報課 13

香川県広聴広報課 2005年 小豆島　色とりどりに織りなす紅葉の中へ出掛けよう THEかがわ　11月号 香川県広聴広報課 16-17

ぎょうせい 2005年 豊かな島　香川県・小豆島　/宮嶋 康彦 悠 株式会社 ぎょうせい 22(3) 3-5

京都女子大学・京都女子大学短
期大学部

2005年
小豆島　農村歌舞伎小屋実測調査（2004年7月28日～7月31日）
/川本ゼミ

生活造形
京都女子大学・京都女子大学短
期大学部

50 27-30

沢 美也子・田中 まこと 2005年 小豆島の農村歌舞伎 にほん全国芝居小屋巡り
株式会社 阪急コミュニケーショ
ンズ

38-43

ラッセル・クーツ 2005年 ラッセル・クーツ航海記その4　小豆島　寒霞渓　銚子渓 ラッセル・クーツが見た紀州・瀬戸の海 どりむ社 52-53

香川県広聴広報課 2006年 かがわシネマ館(1)　時を忘れて、懐かしさと遊ぶ場所 THEかがわ　6月号 香川県広聴広報課 12-13

ぎょうせい 2006年
農地リース　香川県内海町（現小豆島町）　/小林 良彰・石上 泰
州

地方財務 株式会社 ぎょうせい 627 67-78

小豆島町企画財政課 2006年 小豆島農村歌舞伎の紹介 町広報　しょうどしま 小豆島町企画財政課 7 2-3

瀬戸内海歴史民俗資料館 2006年 小部の獅子舞（土庄町）
日本の民俗芸能調査報告書集成　四国地方の
民俗芸能1　香川

㈲海路書院 17 56-59

瀬戸内海歴史民俗資料館 2006年 肥土山の歌舞伎・三番叟（土庄町）
日本の民俗芸能調査報告書集成　四国地方の
民俗芸能1　香川

㈲海路書院 17 136-140

瀬戸内海歴史民俗資料館 2006年 えいと節（土庄町）
日本の民俗芸能調査報告書集成　四国地方の
民俗芸能1　香川

㈲海路書院 17 159-161

瀬戸内海歴史民俗資料館 2006年 伊喜末祭りの御座船（土庄町）
日本の民俗芸能調査報告書集成　四国地方の
民俗芸能1　香川

㈲海路書院 17 201-205

瀬戸内海歴史民俗資料館 2006年 幟さし（内海町）
日本の民俗芸能調査報告書集成　四国地方の
民俗芸能1　香川

㈲海路書院 17 237-240
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瀬戸内海歴史民俗資料館 2006年 夜念仏（土庄町）
日本の民俗芸能調査報告書集成　四国地方の
民俗芸能1　香川

㈲海路書院 17 248-252

瀬戸内海歴史民俗資料館 2006年 入部の亥の子（池田町）
日本の民俗芸能調査報告書集成　四国地方の
民俗芸能1　香川

㈲海路書院 17 262-264

瀬戸内海歴史民俗資料館 2006年 蒲生のハリバタ（池田町）
日本の民俗芸能調査報告書集成　四国地方の
民俗芸能1　香川

㈲海路書院 17 273-274

草創の会 2006年 累々と横たわる「大阪城残石」 金毘羅参詣道　草創シリーズ 草創の会 1 15-17

地学団体研究会 2006年 香川県庵治町・小豆島の石工たち　/大森 昌衛 地学教育と科学運動 地学団体研究会 51 53-57

中川 重年 2006年 瀬戸内海に浮かぶオリーブの里（香川県小豆島）
訪ねるふれあう　日本の里山日本の里海　伝統
を受け継ぐ里

社団法人 農山漁村文化協会 2

宮嶋 康彦 2006年 小豆島　香川県小豆郡小豆島町神懸通 写真家の旅　原日本、産土を旅ゆく。 株式会社 日経ＢＰ 172-177

山と渓谷社 2006年 小豆島 地図帳　日本の島100 株式会社 山と渓谷社 120-123

浅井 建爾 2007年
瀬戸内海に浮かぶ小豆島は讃岐か備前か？小豆島にはふたつ
の県が存在していた

知らなかった！驚いた！日本全国「県境」の謎 株式会社 実業之日本社 75-77

香川県広聴広報課 2007年 まち歩き楽しもう(3)　小豆島・醤の郷　「馬木散策路」 THEかがわ　12月号 香川県広聴広報課 10-11

香川民俗学会 2007年 夜念仏聞書（土庄町肥土山）　/水野 一典 香川の民俗 香川民俗学会 70 7-8

香川民俗学会 2007年 小豆島の昔話　/川井 和朗 香川の民俗 香川民俗学会 70 13-14

香川歴史学会 2007年 津山藩領の小豆島西部六郷　/徳山 久夫 香川史学 香川歴史学会 34 49-69

北川 建・関 太郎・高橋 衞・印南
敏秀・佐竹 昭・町 博光・三浦 正
幸

2007年 海を渡る御影石　/鈴木 盛久 瀬戸内海事典 南々社 89

北川 建・関 太郎・高橋 衞・印南
敏秀・佐竹 昭・町 博光・三浦 正
幸

2007年 濃口醤油　/奥村 彪生 瀬戸内海事典 南々社 211

北川 建・関 太郎・高橋 衞・印南
敏秀・佐竹 昭・町 博光・三浦 正
幸

2007年 小豆島の農村歌舞伎　/印南 敏秀 瀬戸内海事典 南々社 261-262

北川 建・関 太郎・高橋 衞・印南
敏秀・佐竹 昭・町 博光・三浦 正
幸

2007年 小豆島「島四国」　/川井 和朗 瀬戸内海事典 南々社 332-334

京阪神エルマガジン 2007年 名作のわだち　壷井栄「ニ十四の瞳」　香川県小豆島 西の旅
株式会社 京阪神エルマガジン
社

13 114-115

国井 律子 2007年 温かくて、優しい（'04年4月小豆島）
国井律子のハーレー日本一周　20代最後のひと
り旅

株式会社 小学館 38-50

黒田 茂行 2007年 大石先生と二十四の瞳が愛した島　小豆島　ゆったり島旅 にっぽんの旅　四国・小豆島・淡路島 株式会社 昭文社 17 66-70

小豆島町企画財政課 2007年 幟さしの紹介 町広報　しょうどしま 小豆島町企画財政課 19 2-3

瀬戸内海歴史民俗資料館 2007年
小豆島北部の祭りと獅子舞　― 民俗芸能調査ノートから　/溝渕
茂樹

瀬戸内海歴史民俗資料館紀要 瀬戸内海歴史民俗資料館 20 3-12

和田 仁 2007年 第3章　小豆島
写真で見る懐かしい昭和の記憶　昭和30年頃の
香川県

アーカイブス出版株式会社 149-171

aromatopia 編集部 2008年
Free Theme Article オリーブの島・小豆島を訪ねて　/榎本 三枝
子

Aromatopia
有限会社 フレグランスジャーナ
ル社

90 62-64

tao. 2008年 さぬきのアオ色を見つけに・・・。空の蒼、海の青 IKUNAS 株式会社 tao. 6 16-21

井上 正夫 2008年 3.「二十四の瞳」の世界 ～「大日本職業別明細図」～
古地図で歩く香川の歴史～さぬきで息ぬき～　高
松城下に遊び、二十四の瞳の世界をさまよう

㈱同成社 44-81

井上 正夫 2008年 4.昭和三年を歩く　(1)土庄町(2)池田村
古地図で歩く香川の歴史～さぬきで息ぬき～　高
松城下に遊び、二十四の瞳の世界をさまよう

㈱同成社 82-85

海風舎 2008年 Setonai 海の真珠 小豆島・前島 おもしろいぞ。この小さな島 島へ 株式会社 海風舎 43

香川経済研究所 2008年 地域レポート　オリーブ百年祭からの小豆島　/塩田 洋介 調査月報 財団法人 香川経済研究所 256 2-11

香川経済研究所 2008年 小豆島の活性化について 　/立花 律子 調査月報 財団法人 香川経済研究所 261 2-9

香川県広聴広報課 2008年
まち歩き楽しもう(9)　オリーブ百年祭イベント　小豆島・オリーブの
丘めぐり

THEかがわ　6月号 香川県広聴広報課 10-11

香川民俗学会 2008年 夜念仏聞き書き　土庄町屋崎　/加島 あき子 香川の民俗 香川民俗学会 71 32-33



著者 発行年 論文名(書名) 雑誌名 発行所 巻号 ページ

香川民俗学会 2008年 小豆島の夜念仏　/高木 萌 香川の民俗 香川民俗学会 71 72-75

香川民俗学会 2008年 小豆島の盆棚調査報告　/阿部 健造 香川の民俗 香川民俗学会 71 76-78

香川民俗学会 2008年 小豆島の精霊棚調査報告　/中井 恵理 香川の民俗 香川民俗学会 71 79-80

香川歴史学会 2008年
備中足守藩の「木下家文書」にみる小豆島・直島三ヶ島の延宝検
地史料　/徳山 久夫

香川史学 香川歴史学会 35 81-106

神奈川大学日本常民文化研究所 2008年 小豆島に劇場があった　池田劇場の再現　/西 和夫 歴史と民俗 株式会社 平凡社 24 149-169

木原 溥幸 2008年 第5章　小豆島 讃岐・江戸時代の町、村、島 株式会社 文芸社 200-243

ぎょうせい 2008年 香川県小豆島町 オリーブを活用して　/井上 繁 地方財務 株式会社 ぎょうせい 654 144-151

四国民俗学会 2008年 小豆島民俗聞書抄　/水野 一典 四国民俗 四国民俗学会 41 87-90

土庄町誌続編編集委員会 2008年 ーーー 土庄町誌　続編 土庄町 503p

田中 茂春 2008年 北村西望「平和の女神」　小豆島町の坂手港 アートな散歩道　香川の野外彫刻53選 株式会社 美巧社 9-12

田中 茂春 2008年 矢野秀徳「平和の群像」　土庄町の土庄港前広場 アートな散歩道　香川の野外彫刻53選 株式会社 美巧社 65-67

田中 茂春 2008年 環境造形Q「八十八ヶ所」　小豆島町の坂手港ターミナル広場 アートな散歩道　香川の野外彫刻53選 株式会社 美巧社 148-150

横山 拓也 2008年 ーーー 小豆島八十八ヵ所ガイド 株式会社 朱鷺書房 228p

海風舎 2009年 瀬戸内海の島々 島へ 株式会社 海風舎 50

香川経済研究所 2009年 小豆島を愛して　/黒島 良栄 調査月報 財団法人 香川経済研究所 268 2-7

香川県広聴広報課 2009年
昔、こんな人が　郷土の先人51　太田伊左衛門典徳　肥土山村の
治水事業に成功

THEかがわ　8月号 香川県広聴広報課 714 11

香川大学教育学部地理学研究室 2009年
小豆島における地域社会の変容　― 社会集団と社会組織に注目
して　/森 春奈

地理学研究
香川大学教育学部地理学研究
室

58 43-45

四国民俗学会 2009年 讃岐の地芝居　― 聞書から見た地芝居の諸相　/水野 一典 四国民俗 四国民俗学会 42 31-36

小豆島町企画財政課 2009年 オリーブ百年祭　100年目を振り返る 町広報　しょうどしま 小豆島町企画財政課 37 2-5

小豆島町企画財政課 2009年 小豆島アーティスト・イン・レジデンス 町広報　しょうどしま 小豆島町企画財政課 40 2-3

真言宗豊山派教化センター総合
研究院紀要編集委員会

2009年 小豆島八十八ヶ所霊場調査 真言宗豊山派総合研究院紀要 真言宗豊山派総合研究院 14 113-125

瀬戸内海環境保全協会 2009年
海と島の復権にむけて　― 瀬戸内国際芸術祭とさぬきの島々(2)
小豆島、豊島　/岡市 友利

瀬戸内海
社団法人 瀬戸内海環境保全協
会

57 25-29

鷹取 洋二 2009年 「二十四の瞳」　香川県・小豆島 瀬戸内シネマ散歩 株式会社 吉備人出版 152-162

地方財務協会 2009年
せせらぎ　魅力いっぱいのオリーブアイランド小豆島町　/大川 昭
彦

地方税 財団法人 地方財務協会 60(8) 75-79

福武学術文化振興財団 2009年
小豆島に生きる人たちの暮らしと文化を伝える「小豆島紙芝居」
/立花 律子

第3回瀬戸内海文化研究・活動支援助成報告書
平成20年度

財団法人 福武学術文化振興財
団

72-74

福武学術文化振興財団 2009年
小豆島オリーブ探検隊プロジェクト　醤の郷＝地場産業・文化・自
然体験型観光による地域活性化事業　/久留島 克彦

第3回瀬戸内海文化研究・活動支援助成報告書
平成20年度

財団法人 福武学術文化振興財
団

80-83

福武学術文化振興財団 2009年 小豆島ワールド・ピース・キャンプ　/萩本 篤義
第3回瀬戸内海文化研究・活動支援助成報告書
平成20年度

財団法人 福武学術文化振興財
団

84-86

福武学術文化振興財団 2009年 中山春日神社奉納歌舞伎　/矢田 常寿
第3回瀬戸内海文化研究・活動支援助成報告書
平成20年度

財団法人 福武学術文化振興財
団

92-94

御影史学研究会 2009年 小豆島・内海八幡神社の石燈籠と鳴尾の辰馬家　/細木 ひとみ 御影史学論集 御影史学研究会 34 59-74

Discover Japan 編集部 2010年 秘密の島旅　歴史と自然の島、小豆島 Discover Japan 株式会社 枻出版社 2(4) 62-63

石井 研士 2010年 過疎化と神社　― 小豆島の事例から　/冬月 律 神道はどこへいくか 株式会社 ぺりかん社 160-173

海風舎 2010年 ふるさとの情景　小豆島（香川県） 島へ 株式会社 海風舎 54



著者 発行年 論文名(書名) 雑誌名 発行所 巻号 ページ

海風舎 2010年 移住体験ツアーレポート　小豆島（香川県） 島へ 株式会社 海風舎 56

香川県広聴広報課 2010年 移住者を入れて活性化　呼び込もう新しい風 THEかがわ　2月号 香川県広聴広報課 720 2-5

香川大学瀬戸内圏研究センター 2010年 第4章　学び場としての小豆島遍路　/大賀研究室 瀬戸内圏の地域文化の発見と観光資源の創造 香川大学瀬戸内圏研究センター 77-158

「学童疎開の記録」編集委員会 2010年 ーーー
小豆島（草壁・安田）の学童集団疎開　― 川北国
民学校（大阪・西淀川区）の児童たち

小豆島九条の会 135p

加藤 庸二 2010年 小豆島 原色　日本島図鑑 株式会社 新星出版社 88-89

北川 フラム・瀬戸内国際芸術祭
実行委員会

2010年 小豆島
瀬戸内国際芸術祭2010公式ガイドブック　アート
をめぐる旅・完全ガイド　美術手帖2010年6月増
刊

株式会社 美術出版社 62(638) 108-125

木原 溥幸 2010年 小豆島大坂城石丁場跡文書 史料にみる讃岐の近世 株式会社 美巧社 2-22

小豆島町企画財政課 2010年 瀬戸内国際芸術祭2010　作家紹介1.王文志 町広報　しょうどしま 小豆島町企画財政課 49 11

小豆島町企画財政課 2010年 瀬戸内国際芸術祭2010　作家紹介2.ダダン・クリスタント 町広報　しょうどしま 小豆島町企画財政課 50 5

小豆島町企画財政課 2010年 瀬戸内国際芸術祭2010　作家紹介3.センス・アート・スタジオ 町広報　しょうどしま 小豆島町企画財政課 51 16

小豆島町企画財政課 2010年 瀬戸内国際芸術祭2010　作家紹介4.丹治嘉彦、安岐理加 町広報　しょうどしま 小豆島町企画財政課 52 7

新潮社 2010年
瀬戸内海小さな島の大きな宝4章　小豆島、お遍路スケッチ紀行
/飯野 和好

芸術新潮 株式会社 新潮社 61(9) 58-69

新潮社 2010年
瀬戸内海小さな島の大きな宝5章　アートを探して　島めぐり　瀬戸
内国際芸術祭2010

芸術新潮 株式会社 新潮社 61(9) 74-87

新潮社 2010年 島はおいしい4　新生郷土料理　小豆島　/平松 洋子 芸術新潮 株式会社 新潮社 61(9) 70-71

神道研究集録編集委員会 2010年
社会構造変動と神社神道　「過疎地域」の小豆島土庄町を事例に
/冬月 律

神道研究集録
国学院大学大学院神道学専攻
学生会

24 49-72

草創の会 2010年 第1章　小豆島　今も応神天皇と佐々木信胤が生きる島 讃岐の島の歴史と物語 草創の会 3 1-33

湊文社 2010年
香川の「オリーブハマチ」、ブランド化への手応え　香川県/オリー
ブハマチ生産者グループ　小豆島産のオリーブ葉で身質改善、県
ぐるみのPR

アクアネット 有限会社 湊文社 13(1) 6-10

高松市広報課 2010年
瀬戸内国際芸術祭2010　会場となる島々の紹介　小豆島：地域資
源の活用

広報たかまつ 高松市広報課 1432 6

谷岡 稔 2010年 ーーー 保存版　小豆島・豊島今昔写真帖 株式会社 郷土出版社 222p

日本地域開発センター 2010年 小豆島プログラム　新しい瀬戸内の観光文化 地域開発
財団法人 日本地域開発セン
ター

259 15-33

美術手帖編集部 2010年
見どころ作品を一挙紹介！　直島、豊島、小豆島、男木島、女木
島、犬島、大島　/新川 貴詩・小西 智都子

美術手帖 株式会社 美術出版社 62 28-49

福武学術文化振興財団 2010年 中山春日神社奉納歌舞伎　/矢田 徹
第4回瀬戸内海文化研究・活動支援助成報告書
平成21年度

財団法人 福武学術文化振興財
団

60-61

南堀 英二 2010年 小豆島 奇跡の医師 株式会社 光人社 305-348

香川大学 2011年
ケース・小豆島オリーブ産業　― 新技術の事業化と産業の意味づ
けの変化・発展プロセス　/奥山 恭平・山田 仁一郎

Working Paper Series 香川大学 160 25p

香川大学 2011年
ケース・井上誠耕園の経営者交代と事業観　― 小豆島・オリーブ
産業における事業システムの変化　/奥山 恭平・山田 仁一郎

Working Paper Series 香川大学 168 47p

香川大学瀬戸内圏研究センター 2011年 稲田ゼミ　小豆島と関西テレビ　/山口 華澄 島へ行こうよ 株式会社 美巧社 61-64

香川大学瀬戸内圏研究センター 2011年 大賀ゼミ　小豆島遍路の歴史的変遷　/西山 優樹・宮内 祟匡 島へ行こうよ 株式会社 美巧社 182-211

香川大学瀬戸内圏研究センター 2011年 金ゼミ　属性による回遊行動の違い　/木口 友里 島へ行こうよ 株式会社 美巧社 239-257

香川大学瀬戸内圏研究センター 2011年 金ゼミ　小豆島における観光者の発地情報の影響　/橋本 由加里 島へ行こうよ 株式会社 美巧社 258-272

香川民俗学会 2011年 小豆島の猪鹿垣　/川井 和朗 香川の民俗 香川民俗学会 73 27-29

宮本 常一 2011年 四国　小豆島 宮本常一　旅の手帖〈ふるさとの栞〉 八坂書房 152-155


