
著者 発行年 論文名(書名) 雑誌名 発行所 巻号 ページ

桑島 安太郎 1933年 讃岐の諸島嶼　塩飽諸島　櫃石島 香川県地誌　上巻　地文編 香川県教育図書株式会社 73

アチックミューゼアム 1940年 櫃石島 瀬戸内海島嶼巡訪日記 アチックミューゼアム 30-34

布田 源之助 1952年 讃岐めぐり　櫃石島 随筆　瀬戸内海 海洋旅行株式会社 47

坂出市役所 1956年 櫃石島の話(1)　/武田 明 坂出市広報　9月号 坂出市役所 217 ーーー

坂出市役所 1956年 櫃石島の話(2)　/武田 明 坂出市広報　10月号 坂出市役所 218 ーーー

坂出市役所 1956年 櫃石島の話(3)　/武田 明 坂出市広報　10月号 坂出市役所 219 ーーー

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 櫃石島 離島　その現況と対策 全国離島振興協議会 304

倉敷考古館 1968年 ーーー
倉敷考古館研究集報　香川県坂出市櫃石島採
集の石器

倉敷考古館 4 44p

武田 明・高橋 克夫 1973年 坂出市櫃石島のモモテ祭 備讃瀬戸の民俗と風土 株式会社 木耳社 59-60

武田 明・高橋 克夫 1973年 櫃石島の共同井戸 備讃瀬戸の民俗と風土 株式会社 木耳社 61

宮本 常一 1973年 備讃の島　櫃石島 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 92-94

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

谷原 博信 1976年 (3)櫃石島の昔話 母から子への民話 ふるさと研究会 262-290

松下 功 1976年 櫃石島 備讃瀬戸大橋のつく島々 新日本印刷株式会社 5-20

香川県立坂出高等学校地歴部 1979年 櫃石島の伝説 せとうち 香川県立坂出高等学校地歴部 4 10p

瀬戸内の環境を守る連絡会 1979年 瀬戸大橋と櫃石島　/東山 包雄 瀬戸内海 瀬戸内の環境を守る連絡会 9 28-32

奈良本 辰也 1979年 第2章　坂出・丸亀・塩飽諸島　本島　櫃石島 日本の山河11　天と地の旅　香川 株式会社 図書刊行会 37

明治大学工学部 1979年 櫃石島集落における空間構成について　/松本 勝邦 明治大学工学部研究報告 明治大学工学部 36 113-127

香川県教育委員会 1980年 花見山遺跡 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 3-7

香川県教育委員会 1980年 がんど遺跡 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 8-12

香川県教育委員会 1980年 北浦遺跡 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 13-14

香川県広報協会 1980年 瀬戸大橋の架かる島　櫃石島 広報　香川 香川県広報協会 33(1) 8-9

香川県教育委員会 1981年 花見山遺跡 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 14-15

香川県教育委員会 1981年 大浦遺跡 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 16-17

香川県教育委員会 1981年 大浦浜遺跡 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 18-21

瀬戸内海歴史民俗資料館 1981年 櫃石島
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 99-120

瀬戸内海歴史民俗資料館 1981年 西原家文書（香川県坂出市櫃石島） 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 88

瀬戸内海歴史民俗資料館 1981年 東山包雄家文書（香川県坂出市櫃石町辰根） 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 89-91

自治体問題研究所 1981年
橋の下のまち・島にしないために　― 本四連絡橋瀬戸大橋の地
元から　/橋本 了一

住民と自治 自治体研究社 223 72-77

日本民俗学会 1981年 櫃石島のミサキギリ　/桜井 徳太郎 日本民俗学 日本民俗学会 138 65-66

香川県教育委員会 1982年 大浦浜遺跡 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 9-14

日本建築学会 1982年
集住体の領域及び境界の形成についての考察　その2　櫃石島・
沖の島・ 女木島　農村計画　/西島 隆・松本 勝邦・松崎 照明

学術講演梗概集　計画系 社団法人 日本建築学会 57 1603-1604
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香川県教育委員会 1983年 大浦浜遺跡（Ⅰ）　大浦浜南端調査区 香川県埋蔵文化財調査年報　昭和57年度 香川県教育委員会 47-50

香川県教育委員会 1983年 大浦浜遺跡（Ⅱ） 香川県埋蔵文化財調査年報　昭和57年度 香川県教育委員会 51-54

香川県教育委員会 1983年 ヤケヤマ遺跡 香川県埋蔵文化財調査年報　昭和57年度 香川県教育委員会 55-58

香川県教育委員会 1983年 長崎通り遺跡 香川県埋蔵文化財調査年報　昭和57年度 香川県教育委員会 59-62

香川県教育委員会 1983年 長崎遺跡 香川県埋蔵文化財調査年報　昭和57年度 香川県教育委員会 63-66

香川県広報協会 1984年 ももての里に大橋のつち音　坂出市櫃石 広報　香川 香川県広報協会 37(1) 8-9

四国新聞社 1984年 櫃石島　“漁業の島”の大橋で一変 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 211-213

團 伊玖磨 1984年 塩飽諸島　櫃石島 にっぽん島の旅　瀬戸内海の島々 株式会社 中央公論社 80

緑川 洋一 1984年 瀬戸の島々9　櫃石島 瀬戸内海 日本文教出版株式会社 14 68-69

日本教育社会学会 1986年
瀬戸大橋架橋下の地域社会の変化と教育意識の変容　― 坂出
市の与島・岩黒島・櫃石島の事例　/渡辺 安男・山田 知志・狩野
寿夫

日本教育社会学会大会発表要旨集録 日本教育社会学会 38 24-27

土木技術社 1987年 櫃石島橋上部工の架設　/金沢 克義 土木技術 土木技術社 42(7) 64-73

「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

香川大学教育学部地理学研究室 1992年 瀬戸大橋架橋諸島の空き家　/稲田 道彦・塩出 修一・原田 昇 地理学研究
香川大学教育学部地理学研究
室

41 38-49

桜井 徳太郎 1992年 櫃石島のミサキギリ 民俗探訪　日本列島・南への旅 株式会社 法蔵館 2 102-105

香川県企画部地域計画課 1993年 櫃石島 香川の離島 香川県企画部地域計画課 34-37

「SHIMADAS」編集委員会 1994年 櫃石島 島情報ガイド　SHIMADAS'94 財団法人 日本離島センター 206-207

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 櫃石の盆踊り　/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 144-147

香川県政策部地域振興課 2002年 漁師の島「櫃石」　/柳原 金一 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 176-187

香川県広聴広報課 2003年 瀬戸大橋を考える　光と影　満15歳 THEかがわ　4月号 香川県広聴広報課 2-5

瀬戸内海歴史民俗資料館 2003年
瀬戸大橋周辺島しょ部の民俗芸能　(5)櫃石島王子神社の百手祭
/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 16 16-20

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 櫃石島 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

京阪神エルマガジン 2006年 海列車から見えるあの島へ。　香川県櫃石島・岩黒島 西の旅
株式会社 京阪神エルマガジン
社

10

瀬戸内海歴史民俗資料館 2006年 櫃石の盆踊り（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 17 144-147

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 親子三代　櫃石の海に生きる 広報さかいで 坂出市総務部秘書課 1213 17

武田 寿 2008年 櫃石島の百々手 保存版　中讃・西讃今昔写真帖 株式会社 郷土出版社 158-159

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47年(1972)　瀬戸内海の島々（徳島県、香川県、愛媛県）　8
月14－17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 136-138
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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 櫃石島 原色　日本島図鑑 株式会社 新星出版社 102

坂出市総務部秘書課 2010年 さかいでむかし旅VOL.9　櫃石ももて祭 広報さかいで 坂出市総務部秘書課 1234 20

坂出市総務部秘書課 2010年 さかいでむかし旅VOL.10　櫃石の札場 広報さかいで 坂出市総務部秘書課 1235 24

草創の会 2010年
第3章　その他の歴史と物語　第4節　櫃石島　瀬戸大橋で大きく
変わってしまった島

讃岐の島の歴史と物語 草創の会 3 66-69

香川県広聴広報課 2011年 櫃石島のももて祭り（坂出市）　弓の腕競って厄落とし THEかがわ　3月号 香川県広聴広報課 733 11

香川大学瀬戸内圏研究センター 2011年 稲田ゼミ　島の住民に直撃インタビュー！！　/服部 達也 島へ行こうよ 株式会社 美巧社 113-116

香川大学瀬戸内圏研究センター 2011年 稲田ゼミ　石の島で生まれた信仰　/白潟 祐里 島へ行こうよ 株式会社 美巧社 117-121

香川大学瀬戸内圏研究センター 2011年 稲田ゼミ　島の消防団　/山木 詩穂子 島へ行こうよ 株式会社 美巧社 122-126


