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

香川県 1939年 高見島善福寺堂供養願文 香川叢書 香川県 1 391

アチックミューゼアム 1940年 高見島 瀬戸内海島嶼巡訪日記 アチックミューゼアム 122-126

武田 明 1947年 島歩き　高見島の巻 讃岐民俗 讃岐民俗研究会 2(1)

香川県民俗調査会 1950年 高見・佐柳島民俗調査報告 民俗採集報告 香川県教育委員会 1 50p

離島実態調査委員会 1966年 高見島 離島　その現況と対策 全国離島振興協議会 305-306

香川民俗学会 1969年 塩飽高見島の聞書1　/川野 正雄 香川の民俗 香川民俗学会 10 1-3

香川民俗学会 1969年 高見島の聞書2　/川野 正雄 香川の民俗 香川民俗学会 10 9-4

多度津町文化財保護協会 1969年 高見、佐柳島の民俗資料　/栗山 雉子彦 多度津町文化財保護協会会報 多度津町文化財保護協会 9 1

香川民俗学会 1970年 高見島浜民俗語彙稿　/和気 周一 香川の民俗 香川民俗学会 14 1-3

高松市立高松第一高等学校地理
歴史研究部

1972年 ーーー いぶき　創刊号 高松市立高松第一高等学校 1 49p

武田 明・高橋 克夫 1973年 お盆の帰省 備讃瀬戸の民俗と風土 株式会社 木耳社 95

武田 明・高橋 克夫 1973年 高見島の六地蔵さま 備讃瀬戸の民俗と風土 株式会社 木耳社 96

香川民俗学会 1975年 高見島の食物習俗　/和気 周一 香川の民俗 香川民俗学会 22 1-6

香川民俗学会 1977年 佐柳島と高見島の埋墓見学　/鈴木 富士子 香川の民俗 香川民俗学会 26 3-5

武田 明 1977年
食物・着る物・住居の民俗を求めて　高見島の家並み（仲多度郡
多度津町・高見島浦部落）

生きている民俗探訪　香川 第一法規株式会社 48-49

多度津町教育委員会 1977年 ーーー 高見島伝統的建造物群調査報告書 多度津町教育委員会 119p

多度津町文化財保護協会 1977年 高見島の人名について　/西山 保 多度津町文化財保護協会会報 多度津町文化財保護協会 20 122-127

香川県広報協会 1980年 江戸時代の家並みの残る島　高見島 広報　香川 香川県広報協会 33(9) 10-11

松下 功 1980年 高見島 せとうちの町並み 和広堂 96-99

瀬戸内海歴史民俗資料館 1981年 宮崎正満家文書（香川県仲多度郡多度津町高見島） 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 94

瀬戸内海歴史民俗資料館 1981年 小野初二郎家文書（香川県仲多度郡多度津町高見島） 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 94

新藤 久人 1982年 和船模型　高見島八幡宮の模型　/徳山 久夫 中国・四国地方の民具 株式会社 明玄書房 273

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

瀬戸内海歴史民俗資料館 1982年 各地区の民俗　高見島
本四架橋に伴う島しょ部民俗文化財調査報告
（第2年次）

瀬戸内海歴史民俗資料館 41-66

香川地理学会 1983年 高見島での両墓制の変容過程　/稲田 道彦 香川地理学会会報 香川地理学会 3 21-23

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

團 伊玖磨 1984年 海賊の砦と埋め墓と　― 本島・高見島の旅　/津島 佑子 にっぽん島の旅　瀬戸内海の島々 株式会社 中央公論社 5-12

團 伊玖磨 1984年 塩飽諸島　高見島 にっぽん島の旅　瀬戸内海の島々 株式会社 中央公論社 80-81

香川民俗学会 1985年 高見島の女のくらし　/斉賀 保子 香川の民俗 香川民俗学会 43 8

香川民俗学会 1985年 正月行事・盆と盆おどりなど塩飽高見島の年中行事　/武田 明 香川の民俗 香川民俗学会 45 6-7

香川民俗学会 1985年 高見島の正月・盆・祭りの歌　/西山 市朗 香川の民俗 香川民俗学会 45 7-9

京都大学言語学研究会 1985年 続 香川県高見島のアクセント　/中井 幸比古 言語学研究 京都大学言語学研究会 4 1-17
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国学院大学国語研究会 1985年 香川県高見島のアクセント　― 名詞を中心に　/中井 幸比古 国語研究 国学院大学国語研究会 48 13-54

香川民俗学会 1987年 高見・佐柳島の産育　/北条 令子 香川の民俗 香川民俗学会 48 1-3

香川民俗学会 1987年 高見島の婚姻・産育・厄年　/西山 市朗 香川の民俗 香川民俗学会 48 11-13

香川民俗学会 1987年 香川県多度津町高見島の諺　/西山 市朗 香川の民俗 香川民俗学会 49 5-6

香川民俗学会 1988年 香川県多度津町高見島の諺　続　/西山 市朗 香川の民俗 香川民俗学会 50 4-6

香川民俗学会 1990年 高見島の民謡　/西山 市朗 香川の民俗 香川民俗学会 53 5-8

成城大学民俗学研究所 1990年 香川県仲多度郡高見島村　/和気 周一 日本の食文化　昭和初期・全国食事習俗の記録 成城大学民俗学研究所 554-564

香川県広報協会 1991年 竹田敏彦の「地に満つる愛」の舞台は高見島 広報　香川 香川県広報協会 44(5) 12-13

香川県企画部地域計画課 1993年 高見島 香川の離島 香川県企画部地域計画課 72-75

「SHIMADAS」編集委員会 1994年 高見島 島情報ガイド　SHIMADAS'94 財団法人 日本離島センター 222

国際基督教大学教養学部社会科
学人類学研究室

1995年 瀬戸内・高見島の生活誌　/大森 元吉・八木橋 伸浩 文化人類学調査実習報告書
国際基督教大学教養学部社会
科学人類学研究室

10 216p

香川民俗学会 1995年 高見島の祭りと民俗　/西山 市朗 香川の民俗 香川民俗学会 58 49-55

四国民俗学会 1995年 高見島の祭りと民俗　/西山 市朗 四国民俗 四国民俗学会 28 48-50

香川民俗学会 1996年
仲多度郡多度津町高見島の葬送について　― 禁忌で伝える葬送
習俗　/西山 市朗

香川の民俗 香川民俗学会 59 103-108

四国民俗学会 1996年 高見島の方言50語　/西山 市朗 四国民俗 四国民俗学会 29 52-58

香川民俗学会 1997年 塩飽・高見島の民家　/西山 市朗 香川の民俗 香川民俗学会 61 50-56

稲田 道彦 1998年 高見島での両墓制の変容過程 香川の地域点描 アート印刷株式会社 147-150

瀬戸内海歴史民俗資料館 1998年 高見島なもで踊　/岡 敦憲
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 167-170

本木 修次 1998年 高見島（香川）　この先はわからんが 小さい島の分校めぐり 株式会社 ハート出版 243-246

香川民俗学会 1999年 高見島の民俗「盆行事の今と昔」　/西山 市朗 香川の民俗 香川民俗学会 62 29-30

香川民俗学会 1999年 両墓制の島の墓　/西山 市朗 香川の民俗 香川民俗学会 62 31-32

香川民俗学会 2001年 高見と高瀬町の年中行事　/西山 市朗 香川の民俗 香川民俗学会 64 34-36

林 巍 2003年 竜王山　多度津町高見島 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 134-135

香川県広聴広報課 2006年 かがわシネマ館(3)　日本人の心のふるさとを訪ねてみませんか THEかがわ　8月号 香川県広聴広報課 12-13

瀬戸内海歴史民俗資料館 2006年 高見島なもで踊（多度津町）
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 17 167-170

香川民俗学会 2007年 故郷（高見島）を思い出させる植生　/西山 市朗 香川の民俗 香川民俗学会 70 12

瀬戸内海歴史民俗資料館 2007年 高見島のタコ縄漁　/田井 静明・桑島 哲治・冨士川 仁 瀬戸内海歴史民俗資料館紀要 瀬戸内海歴史民俗資料館 20 43－44

海風舎 2008年 小島の旅1泊2日　第13回　高見島（香川県多度津町） 島へ 株式会社 海風舎 41

香川民俗学会 2008年 瀬戸の夕陽に眼の葉ゆれる　塩飽・高見島の民俗　/西山 市朗 香川の民俗 香川民俗学会 71 60-63

武田 寿 2008年 合併記念の仮装行列 保存版　中讃・西讃今昔写真帖 株式会社 郷土出版社 152

多度津町文化財保護協会 2008年 高見島の文化財について　/西山 市朗 多度津町文化財保護協会会報 多度津町文化財保護協会 36 18-20

澪標編集部 2008年 日本の祭祀（第3回）　高見島の両墓制　/脇坂 健一 澪標 日本保守主義研究会 5(3) 47-51

カベルナリア 吉田 2009年 高見島 1泊2日の小島旅
株式会社 阪急コミュニケーショ
ンズ

80-87
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鷹取 洋二 2009年 「男はつらいよ・寅次郎の縁談」　香川県多度津町・高見島 瀬戸内シネマ散歩 株式会社 吉備人出版 24-31

多度津町文化財保護協会 2008年 高見島の文化財について(2)　/西山 市朗 多度津町文化財保護協会会報 多度津町文化財保護協会 37 28-31

加藤 庸二 2010年 高見島 原色　日本島図鑑 株式会社 新星出版社 110

多度津町文化財保護協会 2010年 高見島の文化財について(3)　/西山 市朗 多度津町文化財保護協会会報 多度津町文化財保護協会 38 28-32

多度津町文化財保護協会 2010年 高見島の盆行事　/西山 佳代子 多度津町文化財保護協会会報 多度津町文化財保護協会 38 33-35


