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アチックミューゼアム 1940年 與島 瀬戸内海島嶼巡訪日記 アチックミューゼアム 20-23

香川県教育委員会 1962年 坂出市師楽式与島貝塚　/森井 正 香川県文化財調査報告 香川県教育委員会 7 39-64

多度津町文化財保護協会 1965年 旧石器時代の讃岐　/今井 豊一 多度津町文化財 多度津町文化財保護協会 2 2-3

離島実態調査委員会 1966年 与島 離島　その現況と対策 全国離島振興協議会 304

香川県 1972年 与島畠方名よせ能帳 香川叢書 香川県 2 441-471

武田 明・高橋 克夫 1973年 与島の石船 備讃瀬戸の民俗と風土 株式会社 木耳社 63

香川県教育委員会 1975年 ーーー
民俗資料緊急調査報告書　塩飽諸島のうち本
島・与島・櫃石島

香川県教育委員会事務局 72p

香川県教育委員会 1976年 ーーー 与島西方地区調査概要 香川県教育委員会事務局 14p

松下 功 1976年 与島 備讃瀬戸大橋のつく島々 新日本印刷株式会社 37-50

瀬戸内海研究同好会 1978年 潮騒　鍋島灯台と瀬戸大橋　/かもめ生 瀬戸内海 瀬戸内海研究同好会 11 5-6

武田 明 1978年 与島の嫁入り 四国おんな聞書 株式会社 未来社 37-44

香川県教育委員会 1979年 ーーー
瀬戸大橋建設に伴う埋蔵文化財調査報告(Ⅰ)与
島西方遺跡

香川県教育委員会 37p

香川県教育委員会 1979年 西方遺跡 香川県埋蔵文化財調査年報　昭和53年度 香川県教育委員会 5-9

香川県教育委員会 1979年 羽佐島遺跡 香川県埋蔵文化財調査年報　昭和53年度 香川県教育委員会 10-13

奈良本 辰也 1979年 第2章　坂出・丸亀・塩飽諸島　与島　海賊・水軍の島 ― 塩飽 日本の山河　天と地の旅　香川 株式会社 図書刊行会 11 36

香川県教育委員会 1980年 羽佐島遺跡 香川県埋蔵文化財調査年報　昭和54年度 香川県教育委員会 15-19

香川県教育委員会 1980年 塩浜遺跡 香川県埋蔵文化財調査年報　昭和54年度 香川県教育委員会 20-21

香川県広報協会 1980年 御影石の灯台と採石の島　与島 広報　香川 香川県広報協会 33(10) 8-9

松下 功 1980年 与島 せとうちの町並み 和広堂 82-85

香川県教育委員会 1981年 塩浜遺跡　A地区 香川県埋蔵文化財調査年報　昭和55年度 香川県教育委員会 6-8

香川県教育委員会 1981年 塩浜遺跡　C地区 香川県埋蔵文化財調査年報　昭和55年度 香川県教育委員会 9-10

香川県教育委員会 1981年 西方遺跡　C1地区 香川県埋蔵文化財調査年報　昭和55年度 香川県教育委員会 11-13

瀬戸内海歴史民俗資料館 1981年 与島
本四架橋に伴う島しょ部民俗文化財調査報告
（第1年次）

瀬戸内海歴史民俗資料館 41-64

香川県教育委員会 1982年 西方遺跡　C2地区（第1期、第2期調査） 香川県埋蔵文化財調査年報　昭和56年度 香川県教育委員会 6-8

香川県教育委員会 1982年 羽佐島遺跡 香川県埋蔵文化財調査年報　昭和56年度 香川県教育委員会 47-51

香川県文化財保護協会坂出支部 1982年 ーーー
大洲遺跡発掘調査概報　坂出市与島町大洲所
在旧石器遺跡の調査

香川県文化財保護協会坂出支
部

27p

四国新聞社 1984年 与島　“石村”すたれ往時の姿なく 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 128-130

緑川 洋一 1984年 瀬戸の島々13　与島 瀬戸内海 日本文教出版株式会社 14 80-83

香川歴史学会 1986年 近世備讃瀬戸の漁場　/千葉 幸伸 香川史学 香川歴史学会 15 9-15

倉掛 喜八郎 1986年 見果てぬ夢（与島） ポンポン船の旅　瀬戸内漂泊 大阪書籍株式会社 146-147

瀬戸大橋の島与島研究委員会 1988年 ーーー 瀬戸大橋の島　与島 坂出市立与島小学校 64p

船舶技術協会 1988年
瀬戸大橋・与島周遊航路に就航　旅客船“かん臨丸”・“かん臨丸
2”の概要

船の科学 財団法人 船舶技術協会 41(6) 28-34

毎日新聞社 1988年 橋脚の与島　採石から観光のメッカへ　/中西 満 エコノミスト 株式会社 毎日新聞社 66(18) 65
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奥田 憲昭 1989年 第7章　瀬戸大橋と島民生活への影響　― 与島の場合 現代地方都市論　海橋のまち坂出市と住民生活 株式会社 恒星社厚生閣 231-253

第三文明社 1990年
島から見たニッポン　瀬戸大橋で変わった島の生活「橋脚の島」与
島・岩黒島の明暗　/早川 登

第三文明 株式会社 第三文明社 347

「日本の地理」編集委員会 1990年
〈第4話〉塩の町から工業都市へ　― 坂出　(4)本州四国連絡橋と
坂出

日本の地理　中国・四国 株式会社 あゆみ出版 3 79-83

中嶋 明勲・渡辺 安男 1991年
第Ⅱ部　現状分析と展望　第7章　子どもの生活構造の変容と教
育

変貌する地域社会の生活と教育 ミネルヴァ書房 133-159

本木 修次 1991年 瀬戸大橋下の島々 島の博士423島を行く　離島めぐり15万キロ ㈱古今書院 16-18

香川大学教育学部地理学教室 1992年 瀬戸大橋架橋と地域の水利用　/新見 治・丹羽 香津美 地理学研究 香川大学教育学部地理学教室 41 1-13

香川県企画部地域計画課 1993年 与島・小与島・鍋島 香川の離島 香川県企画部地域計画課 42-47

由比浜 省吾 1993年 本四架橋と地域開発・環境問題　/橋本 了一 地域構造の変容と地域開発 大明堂 128-138

「SHIMADAS」編集委員会 1994年 与島 島情報ガイド　SHIMADAS'94 財団法人 日本離島センター 210-211

全日本建設技術協会 1994年
地域の個性を生かした公共事業　― 与島港の活性化と公共事業
/神高 賢二

月刊建設 社団法人 全日本建設技術協会 38(10) 34-36

稲田 道彦・塩出 修一 1998年 瀬戸内海架橋諸島の空き家 香川の地域点描 アート印刷株式会社 117-130

瀬戸内海歴史民俗資料館 1998年 与島の灯籠踊り　/津山 昭
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 148-150

椎名 誠 2000年 瀬戸内きまぐれジグザグ旅 にっぽん・海風魚旅　怪し火さすらい編 株式会社 講談社 123-158

和田 仁 2000年 与島の石切り 目で見る　中讃・西讃の100年 株式会社 郷土出版社 82

坂出市教育委員会 2001年 小与島石器散布地発掘調査
坂出市内遺跡発掘調査報告書　H12年度国庫補
助事業報告書

坂出市教育委員会 3-6

坂出市立与島中学校 2001年 ーーー Rsearch 与島　2001年（平成12年度） 坂出市立与島中学校 78p

あしあと与島編集委員会 2002年 ーーー あしあと与島
あしあと与島記念誌出版実行委
員会

116p

香川県環境保健研究センター 2004年 与島における瀬戸大橋鉄道騒音について　/田村 章・串田 光祥 香川県環境保健研究センター所報 香川県環境保健研究センター 3 154-156

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

海風舎 2005年 瀬戸内グラフィティ（香川県与島） 島へ 株式会社 海風舎 26

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　74：鍋島灯台と退息所
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 224-225

瀬戸内海歴史民俗資料館 2005年 中部瀬戸内・位牌を背負う盆踊りの覚え書き　/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 18 3-13

高田 昭雄 2005年 与島 高田昭雄写真集　橋脚になった島 1972－2004 アトリエぶどうぱん社 ーーー

瀬戸内海歴史民俗資料館 2006年 与島の灯籠踊り（坂出市）
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 17 148-150

草創の会 2006年 境界決定に「樽流し」 金毘羅参詣道　草創シリーズ 草創の会 1 12-14

香川大学　瀬戸内海島嶼研究会 2007年 与島　瀬戸大橋の架かる島　/萩原 祐介
平成18年度瀬戸内海文化研究・活動支援に係る
成果報告書　備讃瀬戸地域の島嶼における生活
の近代化と文化変容

財団法人 福武学術文化振興財
団

77-82

香川大学教育学部 2008年
瀬戸大橋の橋脚の島の人々の生活と教育と地域課題　― 開通か
ら満20周年を目前にして　/渡辺 安男・崎浜 聡・渡辺 友明

香川大学教育学部研究報告　第1部 香川大学教育学部 130 63-74

坂出市総務部秘書課 2008年 瀬戸大橋開通20周年　与島の郷土料理教室復活 広報さかいで 坂出市総務部秘書課 1214 9

日本離島センター 2008年
本州と四国を繋ぐ橋脚にされた島々の20年　― 与島・小与島・岩
黒島・櫃石島　/齋藤 潤

しま 財団法人 日本離島センター 54(2) 136-161

宮本 常一 2009年 昭和48年(1973)　瀬戸内海の島々（香川県）　8月17－18日
宮本常一が撮った昭和の情景　下巻　昭和40年
－昭和55年

株式会社 毎日新聞社 156

加藤 庸二 2010年 与島 原色　日本島図鑑 株式会社 新星出版社 104

山元 一 2010年 与島 四国・くるま遍路記 文藝書房 12-15


