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正文舎 1903年 7.学校及図書館　(1)香川県三豊郡立粟島航海学校 地方事績雑爼 正文舎 1 263-271

永嶺 忠宣 1908年 ーーー 現行海上衝突予防法評註並其応用 粟島村 99p

永嶺 忠宣 1909年 ーーー 航海術受験の栞 粟島村 460p

桑島 安太郎 1933年 讃岐の諸島嶼　塩飽諸島　粟島 香川県地誌　上巻　地文編 香川県教育図書株式会社 74-75

三元社 1937年 讃岐土俗伝説誌其ノ三　雉と土龍のいない粟島　/草薙 金四郎 旅と伝説 株式会 三元社 116 51

日本社会地理協会 1950年 孤島の農業　― 飛島と粟島の場合　/長井 政太郎 社会地理 日本地図 24 5-8

香川県民俗調査会 1951年 三豊郡粟島村におけるモモテ祭 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 35-44

布田 源之助 1952年 随筆・瀬戸内海　粟島 随筆　瀬戸内海 海洋旅行株式会社 257-259

香川大学教育学部地理学研究室 1953年 地理的にみた粟島　/千葉 武司 地理学研究
香川大学教育学部地理学研究
室

2 52

下中 弥三郎 1953年 粟島 綴方風土記　瀬戸内・四国篇 株式会社 平凡社 6 179-185

香川県教育委員会 1956年 ーーー 香川県文化財調査報告　栗島遺跡発掘調査 香川県教育委員会 4 40p

香川県教育委員会 1962年 モモテ　/武田 明 香川県文化財調査報告 香川県教育委員会 7 17-20

離島実態調査委員会 1966年 粟島 離島　その現況と対策 全国離島振興協議会 306-307

詫間町誌編集委員会 1971年 ーーー 新修　詫間町誌 詫間町役場 1007p

香川県立観音寺第一高等学校地
歴部

1972年 粟島レポート 地歴の窓 香川県立観音寺第一高等学校 6 34p

立命館大学地理学研究会 1972年 ーーー 粟島 立命館大学地理学研究会 69p

香川大学教育学部地理学教室 1974年 人口移動からみた粟島海員学校の機能　/合田 栄作 地理学研究 香川大学教育学部地理学教室 23 1-8

香川大学教育学部地理学教室 1974年 粟島・志々島の自然と上水道問題　/高桑 糺 地理学研究 香川大学教育学部地理学教室 23 9-20

香川大学教育学部地理学教室 1974年 粟島・志々島の農業　/内山 幸久 地理学研究 香川大学教育学部地理学教室 23 20-27

香川大学教育学部地理学教室 1974年 粟島の海浜堆積物からみた沿岸流　/鎌田 芳一 地理学研究 香川大学教育学部地理学教室 23 27-30

香川大学教育学部地理学教室 1974年 粟島・志々島の地下水の現状　/五島 文子 地理学研究 香川大学教育学部地理学教室 23 31-39

香川大学教育学部地理学教室 1974年 人口からみた過疎化現象　/遠藤 昌美 地理学研究 香川大学教育学部地理学教室 23 39-44

香川大学教育学部地理学教室 1974年 空家からみた集落の過疎化　/広実 和子 地理学研究 香川大学教育学部地理学教室 23 45-52

香川大学教育学部地理学教室 1974年 粟島・志々島の漁業　/山西 規代 地理学研究 香川大学教育学部地理学教室 23 53-59

香川大学教育学部地理学教室 1974年 粟島における観光産業　/山本 昌子 地理学研究 香川大学教育学部地理学教室 23 60-63

香川大学教育学部地理学教室 1974年 離島の交通　/大谷 悦子 地理学研究 香川大学教育学部地理学教室 23 64-69

香川大学教育学部地理学教室 1974年 粟島の商圏と商店　/高見 順子 地理学研究 香川大学教育学部地理学教室 23 70-131

詫間町文化財保護委員会 1976年 神社の部　粟島地区 詫間町の文化財　町の神社・仏閣を訪ねて 詫間町教育委員会 4 20-24

詫間町文化財保護委員会 1976年 仏閣の部　粟島地区 詫間町の文化財　町の神社・仏閣を訪ねて 詫間町教育委員会 4 31-33

詫間町文化財保護委員会 1977年 粟島地区 詫間町の文化財　「碑」 詫間町教育委員会 5 26-30

詫間町文化財保護委員会 1978年 粟島地区　/紀 豊 詫間町の文化財　民話と伝説 詫間町教育委員会 6 45-50

武田 明 1978年 粟島の口寄せ婆さま 四国おんな聞書 株式会社 未来社 29-36

紀 豊 1979年 粟島航海学校 詫間町歴史散歩
香川県三豊郡詫間町文化財保
護委員会

95-97
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奈良本 辰也 1979年 第3章　多度津・観音寺　粟島　志々島 日本の山河　天と地の旅　香川 株式会社 図書刊行会 11 47

横山 昭市 1979年 農業と農民の生活　塩飽諸島（粟島・志々島の例） 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 44-46

瀬戸内海総合研究会 1982年 内海島嶼探訪記（第二号）　/谷口 澄夫 瀬戸内海研究 株式会社 国書刊行会 2 43-50

香川大学教育学部 1984年 香川県西部島しょ部住民の水意識と水利用　/新見 治 香川大学教育学部研究報告　第1部 香川大学教育学部 60 219-267

香川地理学会 1985年 詫間町の両墓制　/開口 雅彦 香川地理学会会報 香川地理学会 5 27-30

瀬戸内海歴史民俗資料館 1985年
瀬戸内地方の海港調査報告　Ⅴ.近世・近代の讃岐の諸港　10.粟
島　/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 2 117-123

JTBパブリッシング 1988年 海の幸と自然の宝庫粟島 るるぶ ㈱JTBパブリッシング

香川民俗学会・武田 明 1989年 ーーー 香川県三豊郡詫間町　粟島の民俗 香川民俗学会 194p

彰国社 1991年
ル・ポール粟島　粟島海洋記念公園　― 生まれ,生きる“もの”のこ
ころを求めて　/多田 善昭

建築文化 株式会社 彰国社 541 75-92

竹内 秀馬 1992年 ーーー オールドヨットマンのソロ航海記 株式会社 成山堂書店 241p

香川県企画部地域計画課 1993年 粟島 香川の離島 香川県企画部地域計画課 76-79

瀬戸内海歴史民俗資料館 1993年 3.海の道の確定の現状　粟島 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 53-54

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

「SHIMADAS」編集委員会 1994年 粟島 島情報ガイド　SHIMADAS'94 財団法人 日本離島センター 224-225

西日本漁業経済学会 1994年
香川県粟島における養殖業の展開　― 外航船員との関連におい
て　/河原 典史

漁業経済論集 西日本漁業経済学会 35(1) 101-114

立命館大学人文科学研究所 1994年
Ⅰ.船員の島・粟島をとりまく立地環境と空間構造の変化　/戸所
隆

立命館大学人文科学研究所紀要 立命館大学人文科学研究所 62 1-37

立命館大学人文科学研究所 1994年
Ⅱ.粟島における人口構造の変化　― 海員学校閉鎖のインパクト
/香川 貴志

立命館大学人文科学研究所紀要 立命館大学人文科学研究所 62 39-61

立命館大学人文科学研究所 1994年
Ⅲ.粟島における生活空間の構造　― 経済基盤との関連において
/山下 博樹

立命館大学人文科学研究所紀要 立命館大学人文科学研究所 62 63-88

立命館大学人文科学研究所 1994年 Ⅳ.粟島における耕地の増減と土地条件　/青木 哲哉 立命館大学人文科学研究所紀要 立命館大学人文科学研究所 62 89-105

立命館大学人文科学研究所 1994年
Ⅴ.粟島における海運業の展開　― 近世後期から近代前期を中心
に　/河原 典史

立命館大学人文科学研究所紀要 立命館大学人文科学研究所 62 107-140

立命館大学人文科学研究所 1994年 Ⅵ.粟島におけるリゾート開発と余暇活動　/古賀 慎二 立命館大学人文科学研究所紀要 立命館大学人文科学研究所 62 141-160

安藤 潔 1996年 瀬戸内海の｢粟島｣ 「もう一つの粟島」紀行　少彦名命の謎に触れて 株式会社 近代文芸社

香川地理学会 1996年 粟島巡検　/稲田 道彦・平 篤志 香川地理学会会報 香川地理学会 16 73-74

香川県広報協会 1998年 瀬戸内海に開く浦島伝説の里　詫間町 県政だより　香川 香川県広報協会 51(10) 4-5

香川大学教育学部地理学研究室 1998年
志々島と粟島　島の景観変化、高齢社会、観光開発　/新見 治・
井手 淳司・井下 佳子・小林 裕和・篠原 曜子・千代 保幸・山田 治
生

地理学研究
香川大学教育学部地理学研究
室

47 1-9

瀬戸内海歴史民俗資料館 1998年 庄内神楽　/田尾 壽男
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 124-125

和田 仁 2000年 海上から粟島航海学校を望む 目で見る　中讃・西讃の100年 株式会社 郷土出版社 46

和田 仁 2000年 粟島国民学校の学芸会 目で見る　中讃・西讃の100年 株式会社 郷土出版社 86

写真でつづる詫間の20世紀編集
委員会

2001年 海に浮かぶ島ふたつ 写真でつづる詫間の20世紀　わがふるさと 詫間町教育委員会 34-35

写真でつづる詫間の20世紀編集
委員会

2001年 島の定期便 写真でつづる詫間の20世紀　わがふるさと 詫間町教育委員会 54

写真でつづる詫間の20世紀編集
委員会

2001年 島の学校 写真でつづる詫間の20世紀　わがふるさと 詫間町教育委員会 76

写真でつづる詫間の20世紀編集
委員会

2001年 粟島航海学校 写真でつづる詫間の20世紀　わがふるさと 詫間町教育委員会 77

写真でつづる詫間の20世紀編集
委員会

2001年 鍛える　粟島航海学校の生徒 写真でつづる詫間の20世紀　わがふるさと 詫間町教育委員会 86
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香川県政策部地域振興課 2002年 ウミホタルを活かした島づくり　/合田 貴憲 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 63-76

香川地理学会 2002年 粟島での見聞　/稲田 道彦 讃岐地図散歩 香川地理学会 167-171

日本離島センター 2002年
島外の子供たちが島に元気を運んでくれる「粟島生活体験宿泊」
「粟島留学制度」への取り組み　/西山 恵司

しま 財団法人 日本離島センター 48(1) 52-57

女性民俗学研究会 2003年
葬制墓制の変化についての一考察　― 香川県三豊郡詫間町粟
島上新田地区の事例から　/村尾 美江

女性と経験 女性民俗学研究会 28 84-93

林 巍 2003年 城山　詫間町粟島 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 94-95

香川県広聴広報課 2004年 粟島海洋記念公園 THEかがわ　6月号 香川県広聴広報課 6-7

香川県商工労働部観光交流局に
ぎわい創出課

2004年 詫間町　仁尾町　高瀬町 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

80-83

自然公園財団 2004年 女木島・男木島/与島/本島・広島/紫雲出山・粟島
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

御影史学研究会 2004年
イヤダニマイリの変容　― 粟島・志々島・仁尾町の事例を中心に
/多田 厚子

御影史学論集 御影史学研究会 29 41-56

園田学園女子大学 2004年 香川県三豊郡の葬送・墓制　/多田 厚子 史園 園田学園女子大学 5 145-166

詫間町役場総務課 2004年 映画「機関車先生」の公開始まる 広報たくま 詫間町役場総務課 517 2-3

安田 憲司 2004年 ーーー 近世讃岐粟島の海運 集大成出版 359p

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　23：粟島の達磨窯
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 113-117

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　91：旧粟島海員学校
本館

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 265-266

香川県広聴広報課 2005年
香川の挑戦　ピンチをチャンスに島おこし　合併メリットを生かす
粟島の試み！

THEかがわ　7月号 香川県広聴広報課 13

詫間町役場総務課 2005年 ありがとう粟島小学校　132年の歴史に休止符 広報たくま 詫間町役場総務課 527 6-7

平岡 昭利 2005年 香川県・粟島における基盤産業の変容　― 海運業から養殖業へ 離島研究Ⅱ 海青社 97-112

ラッセル・クーツ 2005年 ラッセル・クーツ航海記　その6粟島　海員学校跡 ラッセル・クーツが見た紀州・瀬戸の海 どりむ社 64-65

ラッセル・クーツ 2005年 瀬戸内ちょっと寄り道　塩飽諸島・粟島をゆく ラッセル・クーツが見た紀州・瀬戸の海 どりむ社 66-67

香川県広聴広報課 2006年 かがわシネマ館(2)　大きな、優しさに包まれるひととき THEかがわ　7月号 香川県広聴広報課 12-13

草創の会 2006年 海運と船員養成の島「粟島港」 金毘羅参詣道　草創シリーズ 草創の会 1 17-18

兵庫県立大学経済経営研究所 2007年
離島の超高齢地域社会について　香川県粟島の場合　/秋吉 一
郎・井内 善臣・植野 和文・木村 良夫・松浦 昭・前川 昌子

研究資料 兵庫県立大学経済経営研究所 215 69p

兵庫県立大学神戸学園都市キャ
ンパス学術研究会

2007年 超高齢化地域・香川県粟島への来訪者の動向調査　/秋吉 一郎 商大論集
兵庫県立大学神戸学園都市
キャンパス学術研究会

58(4) 317-341

三豊市役所 2008年 みとよDEネットウォーク　粟島・城ノ山 広報みとよ 三豊市役所 29 16-17

三豊市役所 2009年 みとよDEネットウォーク　島めぐり粟島・志々島ウォーク 広報みとよ 三豊市役所 41 18-19

三豊市役所 2009年 後世に伝える　三豊市の文化財　粟島ももて祭保存会 広報みとよ 三豊市役所 47 8

海風舎 2010年 瀬戸内の食と芸術の秋　笑顔のオブジェが点在する 粟島 島へ 株式会社 海風舎 56

加藤 庸二 2010年 粟島 原色　日本島図鑑 株式会社 新星出版社 112

瀬戸内海環境保全協会 2010年
塩飽諸島の島々(2)粟島　海ホタル・ブイブイ人形・映画宅配便　/
岡市 友利・宮本 昌臣

瀬戸内海
社団法人 瀬戸内海環境保全協
会

59 42-47

草創の会 2010年
第3章その他の歴史と物語　第4節　粟島　日本最古の海員養成
学校があった島

讃岐の島の歴史と物語 草創の会 3 90-93

兵庫地理学協会 2010年
島嶼部における高齢化と人口移動　― 香川県粟島を例として　/
前川 昌子

兵庫地理 兵庫地理学協会 55 15-28

福武学術文化振興財団 2010年
船員の島・粟島の変化から見た瀬戸内海地域の文化と地域づくり
の新たな方向性　/戸所 隆

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

26-27

三豊市役所 2010年 文化財を訪ねて11　粟島達磨釜 ～市民がはぐくむ文化財～ 広報みとよ 三豊市役所 58 28
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三豊市役所 2010年 粟島芸術家村 ～Artist in Residence～ 広報みとよ 三豊市役所 60 2-5

三豊市役所 2011年 粟島芸術家村アーティスト・イン・レジデンズ2011春 広報みとよ 三豊市役所 65 6


