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

三元社 1938年 佐柳島の聞書　/武田 明 旅と伝説 株式会社 三元社 127 42-48

アチックミューゼアム 1940年 佐柳島 瀬戸内海島嶼巡訪日記 アチックミューゼアム 58-61

柳田 国男 1944年 ーーー 讃岐佐柳島・志々島昔話集 株式会社 三省堂 135p

岡山史学会 1956年 島の人文地理　― 塩飽諸島佐柳島の場合　/太田 茂弥 岡山史学 岡山史学会 6(2) 36-51

中村 由信 1961年 佐柳島 瀬戸内海の旅 社会思想研究会出版部 62-63

草薙 金四郎 1962年 佐柳島のこと 讃岐風土記 高松ブックセンター 1 63-72

多度津町文化財保護協会 1965年 両墓制の話　/武田 明 多度津町文化財保護協会会報 多度津町文化財保護協会 1 3-6

中村 由信 1965年 瀬戸うち　駐在さん 瀬戸うちの人びと 株式会社 社会思想社 38-55

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

河野 豊 1968年 ーーー 佐柳島の民俗 大谷大学民俗学研究会 1

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

香川県立高松高等学校第13代郷
土誌研究クラブ

1970年 佐柳島　瀬戸内海の離島における生活の実態 郷土誌研究会誌
香川県立高松高等学校郷土誌
研究クラブ

7 96p

武田 明 1971年 佐柳島の昔話 日本の民俗　香川 第一法規株式会社 37 235

松原 利幸 1971年 佐柳島 地理研瀬戸内調査シリーズ　佐柳島・祝島 関西学院大学地理研究会 4 8-62

中国新聞社 1972年 ここで死にたい
瀬戸内からの報告　「公害」に蝕まれる人間と自
然

株式会社 未来社 182-184

武田 明・高橋 克夫 1973年 佐柳島の墓 備讃瀬戸の民俗と風土 株式会社 木耳社 94

多度津町文化財保護協会 1973年 佐柳高次（浦田運次郎）　/白川 武 多度津町文化財保護協会会報 多度津町文化財保護協会 16 15-16

宮本 常一 1973年 広島・佐柳島 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 12 138-148

柳田 国男 1973年 佐柳島昔話 香川県佐柳島志々島昔話集 株式会社 三省堂 1-83

多度津町文化財保護協会 1974年 佐柳島八幡神社奉納北前船模型「両社丸」 多度津町文化財保護協会会報 多度津町文化財保護協会 17 34

多度津町文化財保護協会 1976年 塩飽諸島　佐柳島の紹介　/出浜 二三夫 多度津町文化財保護協会会報 多度津町文化財保護協会 19 65-70

香川民俗学会 1978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

九州大学大学院人文科学研究院 1978年 語声調方言　佐柳島と真鍋島のアクセント　/早田 輝洋 文学研究
九州大学大学院人文科学研究
院

75 29-38

中央公論社 1979年 旅　もう一度行きたいところ　瀬戸内海・佐柳島　/吉田 知子 婦人公論 株式会社 中央公論社 753 290

香川県広報協会 1980年 両墓制にみる信仰の島　佐柳島 広報　香川 香川県広報協会 33(3) 8-9

松下 功 1980年 佐柳島 せとうちの町並み 和広堂 92-95

京都大学言語学研究会 1982年
真鍋島方言と佐柳島方言のアクセントについて　― 中間報告　/
中井 幸比古

言語学研究 京都大学言語学研究会 1 22-44

瀬戸内海歴史民俗資料館 1982年 各地区の民俗　佐柳島
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 67-100

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

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

團 伊玖磨 1984年 10年ぶりの佐柳島　/吉田 知子 にっぽん島の旅　瀬戸内海の島々 株式会社 中央公論社 74-77

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

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
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緑川 洋一 1984年 瀬戸の島々14　佐柳島 瀬戸内海 日本文教出版株式会社 14 84-85

倉掛 喜八郎 1986年 土帰月来（佐柳島） ポンポン船の旅　瀬戸内漂泊 大阪書籍株式会社 48-49

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

読売新聞社 1991年 旅　ゆう悠26回　佐柳島　/三枝 成彰 週刊読売 株式会社 読売新聞社

小学館 1992年
瀬戸内海に浮かぶ人間と猫の共和国発見！老人200人に猫200
匹“猫ヶ島”は日本でいちばん天国に近い島

女性セブン 株式会社 小学館

香川県企画部地域計画課 1993年 佐柳島 香川の離島 香川県企画部地域計画課 68-71

「SHIMADAS」編集委員会 1994年 佐柳島 島情報ガイド　SHIMADAS'94 財団法人 日本離島センター 221

四国民俗学会 1996年 佐柳島船大工船おろし聞き書き　/織野 英史 四国民俗 四国民俗学会 29 36-37

香川地理学会 1997年 佐柳島巡検報告(1)　（1996年度第2回研究会）　/井口 彰信 香川地理学会会報 香川地理学会 17 69-71

香川地理学会 1997年 佐柳島巡検報告(2)　（1996年度第2回研究会）　/多田 通夫 香川地理学会会報 香川地理学会 17 72-74

明治大学政治経済研究所 2001年
佐柳島のフィールドノートより　― 瀬戸内海・塩飽諸島研究事始
/大胡 修

政経論叢 明治大学政治経済研究所 49(4-6) 538-608

明治大学政治経済学部大胡修研
究室

2002年 ーーー
ふたつの島の民俗誌　鹿児島県鹿児島郡十島村
諏訪[之]瀬島　香川県仲多度津郡多度津町佐柳
島

人間の科学新社 254p

林 巍 2003年 高登山　多度津町佐柳島 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 146-147

平岡 昭利 2005年
香川県・粟島における基盤産業の変容　― 海運業から養殖業へ
/河原 典史

離島研究 海青社 2

日本音声学会 2006年 佐柳島方言のアクセント体系　/中井 幸比古 音声研究 日本音声学会 10(1) 19-29

和田 仁 2007年 第2章　西讃岐　佐柳島の葬儀風景　多度津町・昭和43年
写真で見る懐かしい昭和の記憶　昭和30年頃の
香川県

アーカイブス出版株式会社 119

武田 寿 2008年 佐柳島の両墓制 保存版　中讃・西讃今昔写真帖 株式会社 郷土出版社 160

加藤 庸二 2010年 佐柳島 原色　日本島図鑑 株式会社 新星出版社 111

草創の会 2010年
第3章　その他の歴史と物語　第4節　佐柳島　全国でも珍しい両
墓制が残る島

讃岐の島の歴史と物語 草創の会 3 86-89


