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桑島 安太郎 1933年 讃岐の諸島嶼　雌雄島 香川県地誌　上巻　地文編 香川県教育図書株式会社 68-69

アチックミューゼアム 1940年 男木島 瀬戸内海島嶼巡訪日記 アチックミューゼアム 171-176

西村 望 1958年 ーーー 男木島の歴史 男木島の歴史出版委員会 287p

日本離島センター 1960年 男木島と女木島　/市原 輝士 しま 財団法人 日本離島センター 23

中村 由信 1961年 男木島 瀬戸内海の旅 社会思想研究会出版部 42-43

離島実態調査委員会 1966年 女木島・男木島 離島　その現況と対策 全国離島振興協議会 298-299

安川 満俊 1971年 農耕馬　/橋本 忠義 失われゆく郷土 讃岐写真作家の会 52

香川大学教育学部地理学研究室 1972年
高松市新市域の基礎研究都市近郊地域の特性と問題点　女木・
男木地区　/内海 巧

地理学研究
香川大学教育学部地理学研究
室

21 123-127

武田 明・高橋 克夫 1973年 男木島の石垣道 備讃瀬戸の民俗と風土 株式会社 木耳社 26-27

武田 明・高橋 克夫 1973年 男木・女木島の頭上運搬 備讃瀬戸の民俗と風土 株式会社 木耳社 150-151

高松市文化財保護委員会 1975年 ーーー 高松市の文化財（女木・男木島の民俗） 高松市文化財保護協会 2 118p

香川郷土文化研究会 1976年 讃岐郷土文化の性格　/角 節郎 讃岐郷土の文化と風土 香川県教育委員会 1-93

香川郷土文化研究会 1976年 讃岐の郷土食　― 男木島の食生活調査　/末沢 幸子 讃岐郷土の文化と風土 香川県教育委員会 201-214

谷原 博信 1976年 (2)男木島の昔話 母から子への民話 ふるさと研究会 220-260

武田 明 1977年
生きている口承文芸と民俗資料　生きている昔話の話者たち（高
松市男木島）

生きている民俗探訪　香川 第一法規株式会社 170-172

武田 明 1978年 男木島の老女 四国おんな聞書 株式会社 未来社 13-20

香川県広報協会 1980年 石垣の民家と石積みの灯台　男木島 広報　香川 香川県広報協会 33(4) 8-9

松下 功 1980年 雌雄島 せとうちの町並み 和広堂 74-81

瀬戸内海総合研究会 1982年 福武丸の思出（創刊号）　/岡 長平 瀬戸内海研究 株式会社 国書刊行会 1 7-10

宮田 忠彦 1982年 男木島灯台 写真集　明治大正昭和　高松 株式会社 国書刊行会 251 14

四国新聞社 1984年 男木　島と高松結び続けるきずな 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 229-231

團 伊玖磨 1984年 消えた足音　― 男木島、女木島の思い出　/西村 望 にっぽん島の旅　瀬戸内海の島々 株式会社 中央公論社 50-53

團 伊玖磨 1984年 男木島、女木島の夏祭り　/北条 令子 にっぽん島の旅　瀬戸内海の島々 株式会社 中央公論社 54

緑川 洋一 1984年 瀬戸の島々6　男木島 瀬戸内海 日本文教出版株式会社 14 56-61

倉掛 喜八郎 1986年 ヒトデを肥料に花づくり（男木島） ポンポン船の旅　瀬戸内漂泊 大阪書籍株式会社 76-79

加藤 庸二 1988年 男木島 島の旅 株式会社 山と渓谷社 5 104

香川大学教育学部地理学教室 1989年
男木島で見つけたこと　1988年度人文地理学野外実習の報告　/
稲田 道彦

地理学研究 香川大学教育学部地理学教室 38 43-49

安川 満俊 1989年 屋敷内の牛舎に借耕牛の面影が　高松市男木町　/青木 健一 香川写真文庫　讃岐の町並 讃岐写真作家の会 1 42-45

港湾空間高度化センター 1991年 ーーー 女木島・男木島の整備計画基本調査報告書
財団法人 港湾空間高度化セン
ター

44p

瀬戸内海歴史民俗資料館 1991年
運搬具の形態と様々な視点　― 背負縄、背負梯子と棒を中心に
2.生活環境と運搬具　(1)雌雄島の様々な運搬方法とその変遷　/
織野 英史

瀬戸内海歴史民俗資料館紀要 瀬戸内海歴史民俗資料館 6 7-19

香川大学教育学部地理学教室 1992年 備讃瀬戸地域の島嶼における集落立地と風　/青山 茂行 地理学研究 香川大学教育学部地理学教室 41 72-73

神奈川大学日本常民文化研究所 1992年 雌雄島の生活と運搬具　/織野 英史
神奈川大学日本常民文化研究所調査報告　運
搬具　― 背負う・提げる・載せる･曳く

株式会社 平凡社 16 127-168

安川 満俊 1992年 山幸彦と結婚した豊玉姫はワニだった　/木伏 香織 香川写真文庫　讃岐の伝説 讃岐写真作家の会 4 46-49
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香川県企画部地域計画課 1993年 男木島 香川の離島 香川県企画部地域計画課 26-29

「SHIMADAS」編集委員会 1994年 男木島 島情報ガイド　SHIMADAS'94 財団法人 日本離島センター 196-197

香川大学教育学部地理学教室 1995年 香川県島嶼の水利用体系と水需要の変化　/石橋 育代 地理学研究 香川大学教育学部地理学教室 44 88-89

高松市広報課 1996年 わたしの学校30　男木小学校 広報たかまつ 高松市広報課 1103 16

香川大学教育学部地理学教室 1997年
過疎地域における地方自治体の福祉行政と老人会の役割　― 高
松市の離島・男木島を例にして　/宗定 雅之

地理学研究 香川大学教育学部地理学教室 46 51-52

高松市広報課 1997年 わたしの学校56　男木中学校 広報たかまつ 高松市広報課 1129 8

稲田 道彦 1998年 男木島で見つけたこと 香川の地域点描 アート印刷株式会社 79-85

高松市広報課 1998年 男木島の柱状節理と岩海（男木町） 広報たかまつ 高松市広報課 1143 8

日本離島センター 1998年
飛躍する瀬戸の都に浮かぶお伽の島（女木島、鬼ヶ島）と青年の
島（男木島）　/柳 信三

しま 財団法人 日本離島センター 43(4) 91-96

香川県政策部地域振興課 2002年 男木島へ　感謝の気持ちを込めて　/喜田 晃暢 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 55-62

香川県政策部地域振興課 2002年
さぬき瀬戸塾への参加記録　― 男木島の振興施策検討を通じて
/中條 耕二

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 109-120

香川大学教育学部地理学研究室 2000年
2001年度地理学実習Ⅰ高松市男木島における野外調査実習の
概要　/新見 治

地理学研究
香川大学教育学部地理学研究
室

51 54-55

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　(2)男木島の夏祭り（宵祭り）
/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 8-11

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　(3)男木島の盆踊り　/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 11-13

高松市広報課 2003年 海瀕舟路図 広報たかまつ 高松市広報課 1273 8

野村 祐三 2003年 男木島　逃げてきた鬼も味わったか　滋味豊かな島の料理の数々 島に行ってうまい魚を食う本 東京書籍株式会社 162-167

林 巍 2003年 コミ山　高松市男木島 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 138-139

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

高松市文化協会 2004年 高松歴史21景8　男木島灯台　/藤井 雄三 文化たかまつ 高松市文化協会 36 32

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　75：男木島灯台と退息所
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 226-229

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　109：男木島集落の石
垣

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 299

建設コンサルタンツ協会 2005年
土木遺産の香第37回　総御影石造りの灯台・男木島灯台　/上野
淳人

Civil engineering consultant
社団法人 建設コンサルタンツ協
会

229 56-57

高松市広報課 2005年 校区を歩く9　男木小学校 広報たかまつ 高松市広報課 1322 16

山と渓谷社 2006年 男木島 地図帳　日本の島100 株式会社 山と渓谷社 124-125

香川経済研究所 2007年 男木島の豊玉姫　/妹尾 共子 調査月報 財団法人 香川経済研究所 242 35-37

香川県広聴広報課 2006年 かがわシネマ館(9)　男木島、女木島に息づく素朴な優しさ THEかがわ　2月号 香川県広聴広報課 12-13

香川大学　瀬戸内海島嶼研究会 2007年 男木島のすばらしき環境　/横畠 充
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

53-58

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 島の防風垣　/塚本 修 瀬戸内海事典 南々社 34-35

高松市文化協会 2007年 雌雄島　女木と男木 文化たかまつ 高松市文化協会 47 4-15

福武学術文化振興財団 2007年
男木島に古来より自生する日本水仙を遊歩道周辺地に移植し、
日本有数の水仙郷をつくる活動　/中條 慎也

平成18年度瀬戸内海文化研究・活動支援助成報
告

財団法人 福武学術文化振興財
団

63-67

高松市広報課 2008年 たかまつ古今東西6　男木島 広報たかまつ 高松市広報課 1381 16

徳山 久夫 2008年 男木の集落、船着場 保存版　高松今昔写真帖 株式会社 郷土出版社 52

徳山 久夫 2008年 空から見た男木島の全景 保存版　高松今昔写真帖 株式会社 郷土出版社 53
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徳山 久夫 2008年 男木島での瀬曳網によるサワラ漁 保存版　高松今昔写真帖 株式会社 郷土出版社 134

徳山 久夫 2008年 頭上運搬 保存版　高松今昔写真帖 株式会社 郷土出版社 136

徳山 久夫 2008年 男木中学校 保存版　高松今昔写真帖 株式会社 郷土出版社 198-199

海風舎 2009年 島のヒミツ　男木島・女木島（香川県） 島へ 株式会社 海風舎 51

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(3)　男
木島、女木島、大島　/岡市 友利

瀬戸内海
社団法人 瀬戸内海環境保全協
会

57 29-33

鷹取 洋二 2009年 「喜びも悲しみも幾歳月」　香川県・男木島 瀬戸内シネマ散歩 株式会社 吉備人出版 164-168

福武学術文化振興財団 2009年
古来より男木島に自生する日本水仙を男木島灯台から連なる遊
歩道周辺地に移植し、日本有数の水仙郷をつくる活動　/濱坂 忠
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

87-88

Discover Japan 編集部 2010年 秘密の島旅　迷うのが楽しい島　男木島へようこそ Discover Japan 株式会社 枻出版社 2(4) 58-61

井内 京子 2010年 めおん いやされてももたろう　シネマパラダイス 井内 京子 12-13

海風舎 2010年 瀬戸内の食と芸術の秋　急傾斜の細道で出会うアート　男木島 島へ 株式会社 海風舎 56

加藤 庸二 2010年 男木島 原色　日本島図鑑 株式会社 新星出版社 100

北川 フラム・瀬戸内国際芸術祭
実行委員会

2010年 男木島
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) 94-107

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5　ふだんのごはん　伊吹島・男木島　/平松 洋子 芸術新潮 株式会社 新潮社 61(9) 88-89

草創の会 2010年
第3章その他の歴史と物語　第4節　男木島　日本有数の国際航
路をのぞむ灯台と水仙の島

讃岐の島の歴史と物語 草創の会 3 58-61

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　男木島：漁村の
生活を体感

広報たかまつ 高松市広報課 1430 6

高松市広報課 2010年 写真で振り返る高松の120年　電灯と男木島灯台 広報たかまつ 高松市広報課 1435 16

高松市広報課 2010年 瀬戸内国際芸術祭2010　男木島 広報たかまつ 高松市広報課 1441 3

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
古来より男木島に自生する日本水仙を男木島灯台から連なる遊
歩道周辺地に移植し、日本有数の水仙郷をつくる活動（移植最終
事業年度）　/濱坂 忠義

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

54-55

香川大学瀬戸内圏研究センター 2011年 稲田ゼミ　男木島の美的景観　/神原 実 島へ行こうよ 株式会社 美巧社 90-99


