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桑島 安太郎 1933年 讃岐の諸島嶼　燧灘の島嶼 香川県地誌　上巻　地文編 香川県教育図書株式会社 75

柳田 国男・比嘉 春潮 1933年 讃州伊吹島の習俗　/横田 實 嶋 一誠社 1(4) 65-68

四国地理学会 1934年 伊吹島の景観地理　/小畑 功 四国地理学会論文集 四国教育図書株式会社 1 9-18

アチックミューゼアム 1940年 伊吹島 瀬戸内海島嶼巡訪日記 アチックミューゼアム 103-112

教育社会学会 1950年 伊吹島の教育実態　/村上 節太郎 社会と学校 株式会社 金子書房 4(4) 22-28

香川県立観音寺第二高等学校社
会部

1952年 ーーー 伊吹島総合調査
香川県立観音寺第二高等学校
社会部

26p

香川大学学芸学部地理学研究会 1952年 伊吹島の地理的考察　/近藤 行雄 地理学研究
香川大学学芸学部地理学研究
会

1 36-41

香川大学学芸学部地理学研究会 1952年 伊吹島の地形と地質　/高桑 糺 地理学研究
香川大学学芸学部地理学研究
会

1 45-46

四国地方綜合開発審議会 1952年 漁村不況実態調査　― 香川県三豊郡伊吹村を中心として 四国地方経済復興開発資料 四国地方綜合開発調査所 17 57p

布田 源之助 1952年 随筆・瀬戸内海　伊吹島 随筆　瀬戸内海 海洋旅行株式会社 265-267

早稲田大学アジア太平洋研究セ
ンター

1958年
離れ島・漁村の社会システム　― 瀬戸内海伊吹島の場合　/武田
良三

社会科学討究
早稲田大学アジア太平洋研究
センター

3(1) 154p

香川県観音寺市教育委員会事務
局

1959年 ーーー
離れ島漁村の学習の記録　伊吹島におけるPTA
を主体とした社会学級

香川県観音寺市教育委員会 58p

中村 由信 1961年 伊吹島 瀬戸内海の旅 社会思想研究会出版部 68-69

香川民俗学会 1966年 伊吹島の豆たぬき　/三好 孝一 香川の民俗 香川民俗学会 2 7-8

国学院大学国語研究会 1966年 第一次アクセントの発見　伊吹島　/和田 実 国語研究 国学院大学国語研究会 22 24-28

離島実態調査委員会 1966年 伊吹島 離島　その現況と対策 全国離島振興協議会 307-308

日本地誌研究会 1969年  島嶼生活の変容 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 96-99

香川大学教育学部地理学研究室 1971年 伊吹島の地誌　/杢三 文作 地理学研究
香川大学教育学部地理学研究
室

20 32-38

安川 満俊 1971年 伊吹島のあれこれ　/坂井 福太郎 失われゆく郷土 讃岐写真作家の会 32-33

香川県観音寺市立伊吹小学校 1974年 ーーー 教育資料　伊吹島のことば 香川県観音寺市立伊吹小学校 1 24p

四国女子大学・四国女子短期大
学

1976年 伊吹島の農業　/横畠 康吉 四国女子大学・四国女子短期大学研究紀要
四国女子大学・四国女子短期大
学

19 13-17

漁業経済学会 1977年
瀬戸内海におけるイワシ漁業の立地　― 川之江と伊吹島との経
営比較　/外間 源治

漁業経済研究 漁業経済学会 23(3・4) 23-35

国語学会 1977年 伊吹島方言諸相　/十河 直樹 国語学 国語学会 111 105-106

瀬戸内海研究同好会 1977年 伊吹島方言　― 逆業に関する語彙から　/十河 直樹 瀬戸内海 瀬戸内海研究同好会 10 34-42

十河 直樹 1977年 ーーー 伊吹島方言　漁業に関する語彙から 十河 直樹 10p

武田 明 1977年 村の共同作業と年齢集団　伊吹島の連（観音寺市伊吹島） 生きている民俗探訪　香川 第一法規株式会社 68-69

武田 明 1977年 人の一生の民俗をさぐる　伊吹島のデベヤ（観音寺市伊吹町） 生きている民俗探訪　香川 第一法規株式会社 140-141

藤丸 昭 1977年 七五三・成年式　伊吹島の連　/市原 輝士 四国の祝事　誕生・婚姻・年祝い 株式会社 明玄書房 68

香川県広報協会 1980年 カタクチイワシのとれる島　伊吹島 広報　香川 香川県広報協会 33(7) 8-9

香川民俗学会 1980年 伊吹島の聞書　/中原 耕男 香川の民俗 香川民俗学会 3 3-4

高瀬町社会科副読本編集委員会 1980年 島にすむ人びとのくらし（伊吹島） わたしたちの町 高瀬町教育委員会 64-73

三野 貫一 1980年 青年訓練所査閲 写真集　明治大正昭和　観音寺 株式会社 国書刊行会 129 16-17

三野 貫一 1980年 伊吹中学校 写真集　明治大正昭和　観音寺 株式会社 国書刊行会 129 19
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三野 貫一 1980年 みこし船 写真集　明治大正昭和　観音寺 株式会社 国書刊行会 129 40-41

三野 貫一 1980年 戦没者の市葬 写真集　明治大正昭和　観音寺 株式会社 国書刊行会 129 46

三野 貫一 1980年 第六伊吹丸 写真集　明治大正昭和　観音寺 株式会社 国書刊行会 129 59

三野 貫一 1980年 伊吹漁港 写真集　明治大正昭和　観音寺 株式会社 国書刊行会 129 62-63

三野 貫一 1980年 伊吹産院（出部屋） 写真集　明治大正昭和　観音寺 株式会社 国書刊行会 129 77

香川民俗学会 1982年 伊吹島の婚姻　/藤井 洋一 香川の民俗 香川民俗学会 35 3-4

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

香川地理学会 1983年 身近な地域の野外観察　/高家 和彦 香川地理学会会報 香川地理学会 3 36-38

香川民俗学会 1983年 伊吹島の葬送と弔祭　/中原 耕男 香川の民俗 香川民俗学会 37 2-4

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

四国新聞社 1984年 真浦　改修に終止符、島の死活握る 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 193-195

国語学会 1985年 香川県伊吹島方言のアクセント体系を考える　/佐藤 栄作 国語学 国語学会 140 82-109

日本学士院 1985年 香川県伊吹島方言のアクセント　/上野 善道 日本学士院紀要 日本学士院 40(2) 75-179

観音寺市誌増補改訂版編集員会 1986年 原始・古代編　伊吹の旧石器 観音寺市誌　通史誌 香川県観音寺市 15-16

観音寺市誌増補改訂版編集員会 1986年 近代編　伊吹航路 観音寺市誌　通史誌 香川県観音寺市 395-397

観音寺市誌増補改訂版編集員会 1986年 近代編　伊吹漁港 観音寺市誌　通史誌 香川県観音寺市 397-399

観音寺市誌増補改訂版編集員会 1986年 近代編　伊吹島の水 観音寺市誌　通史誌 香川県観音寺市 410-411

観音寺市誌増補改訂版編集員会 1986年 伊吹の生活・民俗編 観音寺市誌　通史誌 香川県観音寺市 909-981

倉掛 喜八郎 1986年 半年寝て暮らす（伊吹島） ポンポン船の旅　瀬戸内漂泊 大阪書籍株式会社 116-118

東京大学文学部言語学研究室 1986年 伊吹島方言のアクセント核の担い手　/上野 善道 東京大学言語学論集 東京大学文学部言語学研究室 7 15-44

山岡 健 1986年 瀬戸内海の離島、香川県観音寺市伊吹町の“連”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 21-25

香川民俗学会 1987年 伊吹島の産育　/内藤 敏典 香川の民俗 香川民俗学会 48 21-22

観音寺市郷土資料館 1987年 ーーー 伊吹島の民俗　― 漁業を中心として 観音寺市郷土資料館 12p

安川 満俊 1989年 野面石垣に船板を張った民家が　観音寺市伊吹町　/植田 孝 香川写真文庫　讃岐の町並 讃岐写真作家の会 1 82-85

山崎 和・稲田 道彦・新見 治 1989年
瀬戸内海東部島嶼部地域の変貌に関する基礎的研究　― 香川
県伊吹島の事例を中心に

昭和62年度福武学術文化振興財団研究助成研
究成果報告書

財団法人 福武学術文化振興財
団

68p

大阪教育大学 1990年 「若者組」讃岐・伊吹島　/山岡 健 大阪教育大学教育研究所報 大阪教育大学 25 17-23

香川民俗学会 1990年 伊吹島の調査概観　/谷原 博信 香川の民俗 香川民俗学会 52 9-12

香川民俗学会 1990年 伊吹島食物聞き書き　/丸山 恵子 香川の民俗 香川民俗学会 53 11-12

観音寺市文化財保護協会 1990年 ーーー
文化財協会報　伊吹島の民俗　― 写真を中心と
して

観音寺市文化財保護協会 34p

女性民俗学研究会 1990年 デービヤでのたべもの　香川県観音寺市伊吹町　/北條 令子 女性と経験 女性民俗学研究会 15

大林 太良 1991年
瀬戸内の漁撈と海民の世界1　内海の漁民と島々の生活史　(2)伊
吹島の漁業今昔　/三尾 裕子

海と列島文化　瀬戸内の海人文化 株式会社 小学館 9 434-446

香川民俗学会 1991年 ーーー 伊吹島の民俗　特集号 香川民俗学会 260p

香川県企画部地域計画課 1993年 伊吹島 香川の離島 香川県企画部地域計画課 84-87
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瀬戸内海歴史民俗資料館 1993年 3.海の道の確定の現状　伊吹島 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 55-56

香川県漁業史編さん協議会 1994年 伊吹島の概観 香川県漁業史　通史編 香川県漁業史編さん協議会 359-363

香川県漁業史編さん協議会 1994年 伊吹島の共同施設 香川県漁業史　通史編 香川県漁業史編さん協議会 413-415

香川県漁業史編さん協議会 1994年 伊吹島の若衆と連 香川県漁業史　通史編 香川県漁業史編さん協議会 522-523

「SHIMADAS」編集委員会 1994年 伊吹島 島情報ガイド　SHIMADAS'94 財団法人 日本離島センター 226-227

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

東京大学文学部言語学研究室 1995年 伊吹島方言アクセントの年齢別変化　/上野 善道 東京大学言語学論集 東京大学文学部言語学研究室 14 99-200

香川大学教育学部地理学教室 1997年
有明浜と伊吹島の景観　/新見 治・竹原 千奈理・宮田 優子・森高
寛行・山本 綾子

地理学研究 香川大学教育学部地理学教室 46 1-13

京都地域研究会 1998年
伊吹島漁民のはしけ運輸業への大阪港周辺の地域的変化との関
連において　/河原 典史

京都地域研究
立命館大学人文科学研究所京
都地域研究会

13 147-159

瀬戸内海歴史民俗資料館 1998年 伊吹の神楽　/井元 滝雄
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 102-104

中国新聞社「瀬戸内海を歩く」取
材斑

1998年 いりこの島 瀬戸内を歩く　上巻　産業編 株式会社 中国新聞社 24-26

中国新聞社「瀬戸内海を歩く」取
材斑

1998年 夢再び 瀬戸内を歩く　上巻　産業編 株式会社 中国新聞社 26-28

中国新聞社「瀬戸内海を歩く」取
材斑

1998年 本籍人口 瀬戸内を歩く　下巻　環境・地誌編 株式会社 中国新聞社 188-190

中国新聞社「瀬戸内海を歩く」取
材斑

1998年 パラオ漂着 瀬戸内を歩く　下巻　環境・地誌編 株式会社 中国新聞社 194-196

環瀬戸内海会議 2000年 瀬戸内のシャコ　/浜野 龍夫 住民が見た瀬戸内海　海をわれらの手に 技術と人間 114-120

東京大学文学部言語学研究室 2000年
伊吹島方言の複合動詞のアクセント規則　付3モーラ体言のアク
セント資料　/上野 善道

東京大学言語学論集 東京大学文学部言語学研究室 19 3-92

和田 仁 2000年 お遍路に行った伊吹島の娘さんたち 目で見る　中讃・西讃の100年 株式会社 郷土出版社 69

和田 仁 2000年 伊吹島の縛り網 目で見る　中讃・西讃の100年 株式会社 郷土出版社 83

和田 仁 2000年 ふるさとの島　伊吹島の生活誌 目で見る　中讃・西讃の100年 株式会社 郷土出版社 128-132

香川地理学会 2001年 伊吹島巡検報告（2009年度第2回研究会）　/新見 治 香川地理学会会報 香川地理学会 21 65-66

東京大学文学部言語学研究室 2001年 伊吹島方言の４拍体言のアクセント　/上野 善道
東京大学言語学論集　湯川恭敏先生退官記念
号

東京大学文学部言語学研究室 20 3-119

日本語学会 2001年 伊吹島アクセントに重大な疑問　/山口 幸洋・名倉 仁美 国語学 日本語学会 52(3) 100-101

吉越 昭久 2001年 漁民の移動性　― 香川県伊吹島の事例　/河原 典史 人間活動と環境変化 ㈱古今書院

香川県政策部地域振興課 2002年 いりこの島の将来　/伊瀬 啓 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 7-14

香川県政策部地域振興課 2002年 地域差の是正と老人問題　/三好 美喜子 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 154-165

香川地理学会 2002年 伊吹島を歩く ～イリコの島の生活と民俗　/新見 治 讃岐地図散歩 香川地理学会 172-177

近代語学会 2002年
「伊吹島」アクセントの背景　社会言語学的事情と比較言語学的
理論　/山口 幸洋

近代語研究 合名会社 武蔵野書院 11 409-424

日本離島センター 2002年 伊吹島　イリコを中心に回る島　/齋藤 潤 しま 財団法人 日本離島センター 48(1) 28-35

早稲田大学国語学会 2002年
アクセント型の許容からみる伊吹島アクセントの3式　― 伊吹島と
観音寺の中学生の比較　/佐藤 栄作

早稲田日本語研究 株式会社 ひつじ書房 10 11-22

海風舎 2003年 瀬戸内グラフィティ（香川県・伊吹島） 島へ 株式会社 海風舎 13

河原 典史 2003年 伊吹島からの漁民の移動と展開 離島研究 海青社 58-70

東京大学文学部言語学研究室 2003年 伊吹島方言の複合動詞のアクセント　/上野 善道 東京大学言語学論集 東京大学文学部言語学研究室 22 3-118

中井 幸比古・三好 兼光 2003年 伊吹島の歴史をたどる 伊吹島研究資料叢書 伊吹島研究会 1 99p
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永井 豊子 2003年 いざ伊吹島へ 古地図を抱えて 島影社 128-135

永井 豊子 2003年 特別寄稿　伊吹島のアクセントについて　/金田一 春彦 古地図を抱えて 島影社 217-221

平凡社 2003年 伊吹島　網元各家に残る木偶と娘四国の風　/斎藤 潤
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 56-59

伊吹島民俗資料館運営委員会 2004年 ーーー 伊吹島民俗資料館だより 伊吹島民俗資料館 50p

香川大学経済学部地域社会シス
テム学科地域文化研究室

2004年 観音寺市伊吹島地区の調査報告 地域研究香川
香川大学経済学部地域社会シ
ステム学科地域文化研究室

2 38p

京外国語大学アジア・アフリカ言
語文化研究所

2004年
アルファベット頭文字語のアクセント資料　― 鹿児島県吹上町方
言と香川県伊吹島方言　/上野 善道

アジア・アフリカ文法研究
東京外国語大学アジア・アフリカ
言語文化研究所

33 139-153

時事通信社 2004年
讃岐うどんは「日本のスローフード」目指す　（中）迅速加工で高級
品生む伊吹島　/吉田 光宏

農林経済 株式会社 時事通信社 9642 2-6

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　13：西讃地方の漁港
(4)伊吹漁港

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 87-90

瀬戸内海歴史民俗資料館 2006年 伊吹の神楽（観音寺市）
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 17 102-104

中井 幸比古 2006年 伊吹島の神楽資料 伊吹島研究資料叢書 伊吹島研究会 2 48p

香川大学　瀬戸内海島嶼研究会 2007年 伊吹島の生活と水産業　/吉村 徳文
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

121-126

香川民俗学会 2007年 伊吹島秋大祭　/石田 敬祐 香川の民俗 香川民俗学会 70 37-40

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 伊吹島　イリコの島　/真鍋 篤行 瀬戸内海事典 南々社 329-330

福武学術文化振興財団 2007年 伊吹島・出部屋の一部を復元と活用　/三好 兼光
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

74-75

三好 兼光 2007年 伊吹島出部屋資料集～イリコの島の子育て～ 伊吹島研究資料叢書 伊吹島研究会 3 49p

山岸 博 2007年 出部屋（伊吹産院）を訪ねて　伊吹島 ニッポン有人全島完渡の旅 株式会社 叢文社 57

香川民俗学会 2008年 香川県伊吹島の「大漁節」録音資料　/中井 幸比古 香川の民俗 香川民俗学会 71 40-41

武田 寿 2008年 海辺の光景　伊吹島から運ばれた魚 保存版　中讃・西讃今昔写真帖 株式会社 郷土出版社 147

武田 寿 2008年 伊吹の産院 保存版　中讃・西讃今昔写真帖 株式会社 郷土出版社 159

武田 寿 2008年 小規模校の伊吹小学校 保存版　中讃・西讃今昔写真帖 株式会社 郷土出版社 213

福武学術文化振興財団 2008年 伊吹島・出部屋の一部復元と活用　/三好 兼光
第2回瀬戸内海文化研究・活動支援助成報告書
平成19年度

財団法人 福武学術文化振興財
団

101-102

松森 晶子 2008年 ーーー
伊吹島を中心とした讃岐諸方言アクセントの音響
分析による音調変化の類型的研究

松森 晶子 59p

「三好長慶会」編集委員会 2008年 伊吹島三好氏、長慶会との出会い　/三好 兼光 戦国天下人　三好長慶を語る 株式会社 教育出版センター 24-29

尾崎 明男・三好 兼光 2009年 伊吹島太鼓台資料集 ～太鼓台の「宝島」の記録～ 伊吹島研究資料叢書 伊吹島研究会 4 54p

海風舎 2009年 小島の旅1泊2日　第20回　伊吹島（香川県観音寺市） 島へ 株式会社 海風舎 49

神戸市外国語大学研究会 2009年 伊吹島アクセントの式音調について　/中井 幸比古 神戸外大論叢 神戸市外国語大学研究会 60(6) 1-19

斎藤 潤 2009年 伊吹島　イリコを中心にまわる島 島瀬戸内海をあるく　1999－2002 みずのわ出版 1 167-178

加藤 庸二 2010年 伊吹島 原色　日本島図鑑 株式会社 新星出版社 114

観音寺市役所 2010年 「伊吹小学校さようなら校舎」記念式典 広報かんおんじ　4月号 観音寺市役所 13

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　伊吹島　日本一のイリコの島 讃岐の島の歴史と物語 草創の会 3 94-98

香川大学瀬戸内圏研究センター 2011年 稲田ゼミ　発見！伊吹島の民俗　/堤 康平 島へ行こうよ 株式会社 美巧社 145-150

香川大学瀬戸内圏研究センター 2011年 稲田ゼミ　伊吹島のいりこ　/松下 莉奈 島へ行こうよ 株式会社 美巧社 151-157
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香川大学瀬戸内圏研究センター 2011年 稲田ゼミ　瀬戸内海で味わう京都言葉　/井上 啓太 島へ行こうよ 株式会社 美巧社 158-171

香川大学瀬戸内圏研究センター 2011年 稲田ゼミ　立はだかる伊吹島の坂道　/井平 博朗 島へ行こうよ 株式会社 美巧社 172-175

香川大学瀬戸内圏研究センター 2011年 稲田ゼミ　伊吹島の民俗資料館から見る島の今後　/辻 健太 島へ行こうよ 株式会社 美巧社 176-180

観音寺市役所 2011年 第1回観音寺・伊吹いりこ祭り 広報かんおんじ　1月号 観音寺市役所 5


