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小西 和 1911年 瀬戸内海式の島嶼 瀬戸内海論 文会堂書店 352-363

小西 和 1911年 内海の島嶼と人文 瀬戸内海論 文会堂書店 364-383

香川県内務部 1928年 ーーー 讃岐案内 香川県内務部 47p

三元社 1928年 瀬戸内海諸島の地方色　/大内 孝之 旅と伝説 株式会社 三元社 7 15-20

浦上 仁一 1932年 ーーー
讃岐郷土叢書　讃岐島嶼に於ける地質鉱物及植
物の分布現象

香川県教育図書株式会社 3 104p

綿貫 勇彦 1932年 ーーー 瀬戸内百図誌 刀江書院 122p

桑島 安太郎 1933年 果樹地帯　海岸地帯と島嶼 香川県地誌　中巻　経済地理編 香川県教育図書株式会社 64

三木 春露 1944年 讃岐の島々 讃岐風土記 旅行文化社 158-160

東京大学理学部地理学教室 1950年 瀬戸内海多島海島嶼地理学方法論　― 地域論　/二神 弘 東京大学地理学研究 ㈱古今書院 1 27-38

山田 毅一・山田 震一 1955年 瀬戸内海の島嶼　/山田 毅一 観光　瀬戸内海 山田毅一君遺稿発刊有志会 140-145

下中 弥三郎 1957年 瀬戸内文化の胎動 風土記　日本　中国・四国篇 株式会社 平凡社 2 19-30

宮本 常一 1960年 瀬戸内海の島々 日本の離島 株式会社 未来社 1 121-219

中村 由信 1965年 瀬戸うち　漁師の子 瀬戸うちの人びと 株式会社 社会思想社 10-29

宮本 常一 1965年 ーーー
瀬戸内海の研究Ⅰ　島嶼の開発とその社会形成
海人の定住を中心に

株式会社 未来社 720p

河合 正治 1967年 内海島嶼部への進出 瀬戸内海の歴史 ㈱至文堂 153-154

中国新聞社 1972年 ーーー
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 331p

大和 人士 1972年 ーーー 離島の社会医学　海をわたる病院 株式会社 日本放送出版協会 254p

神戸商船大学 1973年 四国地方（瀬戸内海沿岸）の力石の研究　/岸井 守一・神吉 賢一 神戸商船大学紀要　第一類　文科論集 神戸商船大学 21 87-106

古市 寛 1974年 島の道　/白川 悟 讃岐の道 香川県土木部内「峠の会」 43-49

峠の会 1975年 島 香川のもの知り事典 讃岐総合印刷出版部 1 82-86

武田 明 1977年 生産生業と技術　船大工の仕事と造船祝い（県内の島々） 生きている民俗探訪　香川 第一法規株式会社 24-26

武田 明 1977年 生産生業と技術　原始的な漁法カナツキ（県内の島々） 生きている民俗探訪　香川 第一法規株式会社 33

武田 明 1977年
食物・着る物・住居の民俗を求めて　おご豆腐とイギス豆腐（県内
の島々）

生きている民俗探訪　香川 第一法規株式会社 45

武田 明 1977年
食物・着る物・住居の民俗を求めて　漁民の冬着ドンザ（県内の
島々）

生きている民俗探訪　香川 第一法規株式会社 50-51

武田 明 1977年 交通と交易　島への行商人（備讃瀬戸の各島） 生きている民俗探訪　香川 第一法規株式会社 61-62

武田 明 1977年
村の共同作業と年齢集団　今年も盛んな伊勢講の集い（県内の
島嶼部）

生きている民俗探訪　香川 第一法規株式会社 69-71

武田 明 1977年
人の一生の民俗をさぐる　両墓の制度（県内各地島嶼部がもっと
も多い）

生きている民俗探訪　香川 第一法規株式会社 149-152

谷口 澄夫・後藤 陽一・石田 寛 1978年 島の生活 瀬戸内の風土と歴史 株式会社 山川出版社 285-306

松岡 久人 1979年 ーーー 瀬戸内海の歴史と文化　瀬戸内海文化シリーズ
社団法人 瀬戸内海環境保全協
会

1 288p

津田 覚 1979年 ーーー 瀬戸内海の自然と環境　瀬戸内海文化シリーズ
社団法人 瀬戸内海環境保全協
会

2 298p

横山 昭市 1979年 ーーー 瀬戸内海の産業と交通　瀬戸内海文化シリーズ
社団法人 瀬戸内海環境保全協
会

3 274p

香川県広報協会 1980年 島しょ部の医療の現状と課題 広報　香川 香川県広報協会 33(7) 2-5

坪田 五雄 1980年 瀬戸内海の島々　/河野 通博 離島の四季 暁教育図書株式会社 14 92-94
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日本建築学会 1980年 日本近代建築と地方性・四国　四国の近代建築　/林野 全孝 建築雑誌 社団法人 日本建築学会 95(1160) 41-42

瀬戸内海歴史民俗資料館友の会 1981年 表紙解説・島しょ部民俗調査 瀬戸内海歴史民俗資料館だより
瀬戸内海歴史民俗資料館 友の
会

11 8

香川県県史編さん室 1982年 香川県における中世考古学の現状と課題　/松本 豊胤 香川の歴史 香川県 2 1-11

香川県図書館協会 1982年 島四国 讃岐ものしり事典 香川県図書館協会 42

香川県図書館協会 1982年 瀬戸内の製塩遺跡 讃岐ものしり事典 香川県図書館協会 48-49

瀬戸内海総合研究会 1982年 瀬戸内海の景観（創刊号）　/田村 剛 瀬戸内海研究 株式会社 国書刊行会 1 6-7

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

香川県広報協会 1983年 豊かで住みよい島づくり　離島振興の歩みと展望 広報　香川 香川県広報協会 36(6) 2-5

香川地理学会 1983年
西備讃瀬戸における漁民の空間認識とその生活意識　/東川 栄
子

香川地理学会会報 香川地理学会 3 29-35

瀬戸内海歴史民俗資料館 1983年 昭和57年度備讃瀬戸漁撈等資料調査概報　/千葉 幸伸 瀬戸内海歴史民俗資料館年報 瀬戸内海歴史民俗資料館 8 1-11

中山 正民・籠瀬 良明・山口 恵一
郎・堀 淳一

1984年 瀬戸内と風景資源 日本の海岸・島　西日本編 そしえて 72-75

香川地理学会 1985年 備讃瀬戸における漁民の空間認識　/東川 栄子 香川地理学会会報 香川地理学会 5 10-18

瀬戸内海歴史民俗資料館 1985年 瀬戸内の四季の漁撈　/千葉 幸伸 瀬戸内海歴史民俗資料館紀要 瀬戸内海歴史民俗資料館 2 3-42

日本建築学会 1985年 香川県（建築ガイド）　/上野 時生・浦山 隆一・山本 忠司 建築雑誌 社団法人 日本建築学会 1232 48-52

市原 輝士・合田 栄作 1986年 ーーー 文化誌日本　香川県 株式会社 講談社 400p

香川県県史編さん室 1988年 民家調査の備忘録　民家の系譜と地域性　/市原 輝士 香川の歴史 香川県 9 66-77

瀬戸内海歴史民俗資料館 1989年 近世における瀬戸内海の物流と航路について　/徳山 久夫 瀬戸内海歴史民俗資料館紀要 瀬戸内海歴史民俗資料館 4 63-93

瀬戸内海歴史民俗資料館 1989年 瀬戸内周辺における背負梯子の形態と分布　/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 4 97-183

瀬戸内海歴史民俗資料館友の会 1989年 瀬戸内海の島々の考古資料　/真鍋 篤行 瀬戸内海歴史民俗資料館だより
瀬戸内海歴史民俗資料館 友の
会

28 4-5

大高 利夫 1991年 ーーー 島嶼大事典 日外アソシエーツ株式会社 903p

河野 通博 1991年 ーーー 光と影の庶民史　瀬戸内に生きた人々 ㈱古今書院 255p

緑川 洋一・小茂田 不二・岡谷 公
二

1991年 ーーー 瀬戸内海　島めぐり 株式会社 新潮社 111p

田邊 元 1992年 塩飽・沙弥島 綾北史話　塩飽・沙弥島 田辺 一郎 192-324

香川県企画部地域計画課 1993年 ーーー 香川の離島 香川県企画部地域計画課 126p

森田 敏隆・立松 和平 1993年 ーーー 日本の大自然10　瀬戸内海国立公園 株式会社 毎日新聞社 92p

リチャード・ゴードン・スミス 1993年 ーーー ゴードン・スミスのニッポン仰天日記 株式会社 小学館 357p

路上観察学会 1993年 ーーー 路上探検隊讃岐路をゆく 株式会社 宝島社 215p

石野 博信 1996年 瀬戸内海と半島・大陸との交流 古代の『海の道』　古代瀬戸内海の国際交流 学生社 209-214

香川県における離島航路経営改
善方策に関する調査研究委員会

1996年 ーーー 瀬戸内ロマンティック海道　かがわ
香川県における離島航路経営
改善方策に関する調査研究委
員会

53p

香川大学教育学部地理学教室 1996年 瀬戸内海離島の人口動態とその要因　/井口 彰信 地理学研究 香川大学教育学部地理学教室 45 42-43

香川県立文書館 1997年 中世の瀬戸内 ～海の時代、船・港・島～　/橋詰 茂 香川県立文書館紀要 香川県立文書館 1 24-35

香川県立文書館 1997年 讃岐の漁業史について　/千葉 幸伸 香川県立文書館紀要 香川県立文書館 1 46-54

香川地理学会 1997年 地理学における島嶼研究の動向　/井口 彰信 香川地理学会会報 香川地理学会 17 32-35
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島田 治 1999年 ーーー
香川県東部島嶼部方言における語彙・語法の変
容について

香川県話し言葉研究会 82p

西田 正憲 1999年 多島海景の変遷 瀬戸内海の発見　意味の風景から視覚の風景へ 株式会社 中央公論新社 207-222

野田 藍 1999年 瀬戸の小島 瀬戸の小島 株式会社 新風舎 65-135

室山 敏昭・藤原 与一 1999年
瀬戸内の一島嶼における生活語景と環境　― 環境言語の一つの
試み　/室山 敏昭

瀬戸内海圏環境言語学 合名会社 武蔵野書院 49-66

香川地理学会 2000年 離島と観光開発　企業の進出から撤退まで　/坂口 良昭 香川地理学会会報 香川地理学会 20 1-4

香川学会 2001年 ーーー
シンポジウムの全記録　瀬戸内海の景観　三橋
時代へのアプローチ

ビコー出版 158p

日本水路協会 2001年 ーーー
瀬戸内海の海峡部及び島嶼海域における潮流
の高精度予測手法の研究

財団法人 日本水路協会 107p

山口 徹 2001年 ーーー 街道の日本史　瀬戸内諸島と海の道 株式会社 吉川弘文館 42 248p

香川県広聴広報課 2002年 瀬戸内海は世界の宝石　さぬき瀬戸地域振興ビジョン 元気種かがわ 香川県広聴広報課 56(4) 2-5

香川県政策部地域振興課 2002年 ーーー 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 195p

日本水路協会 2002年 ーーー
瀬戸内海の海峡部及び島嶼海域における潮流
の高精度予測手法の研究　その2

財団法人 日本水路協会 100p

日本離島センター 2002年 レポート「瀬戸内海子供フォーラム'02夏」　/井上 理江 しま 財団法人 日本離島センター 48(2) 110-117

福武学術文化振興財団 2002年 ーーー 瀬戸内海に関する研究　創立15周年記念事業
財団法人 福武学術文化振興財
団

225p

日本島嶼学会 2003年
島における水問題　インドネシアバリ島と瀬戸内海の島の調査　/
新見 治

日本島嶼学会2003年次　香川大会 香川大学 9-15

日本島嶼学会 2003年 東部瀬戸内海地域の基盤設備と高齢化　/白井 大介・小西 良範 日本島嶼学会2003年次　香川大会 香川大学 25-41

日本島嶼学会 2003年 瀬戸内海の表象の変遷　/西田 正憲 日本島嶼学会2003年次　香川大会 香川大学 49-54

日本島嶼学会 2003年 環瀬戸内海の環境保全と立法　/石田 亨 日本島嶼学会2003年次　香川大会 香川大学 55

日本水路協会 2003年 ーーー
瀬戸内海の海峡部及び島嶼海域における潮流
の高精度予測手法の研究　その3

財団法人 日本水路協会 113p

自然公園財団 2004年 ーーー
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

瀬戸内海歴史民俗資料館 2006年
香川県の写し霊場の成立(2)　香川県の島四国の概要と「西讃八
十八ヵ所霊場」史料の紹介　/田井 静明

瀬戸内海歴史民俗資料館紀要 瀬戸内海歴史民俗資料館 19 21-61

丸亀市役所総務部秘書広報課 2006年 象の楽園だった瀬戸内海！？ 広報まるがめ 丸亀市役所総務部秘書広報課 10 24

香川大学 瀬戸内海島嶼研究会 2007年 島という場所を持つ一般的な性格と特殊な性格　/稲田 道彦
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

1-6

香川大学 瀬戸内海島嶼研究会 2007年
備讃瀬戸島嶼の水文誌と地域変貌　― 1980年代からのフィール
ドワークを中心に　/新見 治

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

7-42

北川 建次・関 太郎・高橋 衛・印
南 敏秀・佐竹 昭・町 博光・三浦
正幸

2007年 ーーー 瀬戸内海事典 南々社 590p

さぬき瀬戸塾 2007年 ーーー
さぬき瀬戸の島々　24の島物語　平成17年度瀬
戸内海文化研究・活動支援事業

財団法人 福武学術文化振興財
団

94p

瀬戸内海歴史民俗資料館 2007年
備讃瀬戸漁場のヤマアテ習俗　/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 41-63

高松市文化協会 2007年 さぬき瀬戸の島々　/竹内 守善 文化たかまつ 高松市文化協会 46 24-25

日本離島センター 2007年 瀬戸内海の緑化を応援する瀬戸内オリーブ基金　/伴場 一昭 しま 財団法人 日本離島センター 53(1) 10-14

福武学術文化振興財団 2007年
備讃瀬戸地域の島嶼における生活の近代化と文化変容　/稲田
道彦

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

17-20

福武学術文化振興財団 2007年
さぬき瀬戸地域における島々の伝承・文化の掘り起こしとパネル
展示によるPR　/竹内 守善

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

57-59

福武学術文化振興財団 2007年 島の子供たちに贈る瀬戸内デリバリーコンサート　/宮﨑 節二
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

71-73

福武学術文化振興財団 2007年
瀬戸内海の島嶼部を巡回する映画の出前上映　/元山 裕雄・宮
本 昌臣

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

76-78

草創の会 2008年 第二章　海の城 讃岐の古城跡と豪族たち　草創シリーズ 草創の会 99-110



著者 発行年 論文名(書名) 雑誌名 発行所 巻号 ページ

福武学術文化振興財団 2008年
島の子どもたちとの音楽教育活動「瀬戸内こどもミュージックキャ
ラバン」　/多田羅 康恵

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

82-84

福武学術文化振興財団 2008年 情報プラットホームによるさぬき瀬戸の島々の連携　/宮本 昌臣
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

97-100

福武学術文化振興財団 2008年 豊かな海と島づくり　― 里海を守り育てる人と法　/中山 充
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

113-115

日本離島センター 2009年
瀬戸内オリーブ基金の「海底ごみ目に見える化計画」　/伴場 一
昭

しま 財団法人 日本離島センター 55(2) 14-17

福武学術文化振興財団 2009年
瀬戸内海島嶼部における「花の景観」と観光の関係性に関する研
究　/井原 縁

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

20-23

福武学術文化振興財団 2009年 島の映画をいま再び　― 四世代プロジェクト　/石井 詠子
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

55-59

福武学術文化振興財団 2009年 島の子どもたちに贈る瀬戸内デリバリーコンサート　/塩田 洋介
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

70-71

Discover Japan 編集部 2010年 秘密の島旅 Discover Japan 株式会社 枻出版社 2(4) 14-23

稲田 道彦 2010年 ーーー
瀬戸内海の両墓制を訪ねる旅　20年前の島の墓
地の写真をてがかりにして

香川大学瀬戸内圏研究センター 16p

香川県広聴広報課 2010年 瀬戸内国際芸術祭で島を元気に THEかがわ　1月号 香川県広聴広報課 719 2-6

香川県広聴広報課 2010年 瀬戸内国際芸術祭開幕 THEかがわ　7月号 香川県広聴広報課 725 2-6

香川県広聴広報課 2010年 島に広がる笑顔と交流　みんなでつくるアートの祭典 THEかがわ　9月号 香川県広聴広報課 727 2-5

香川大学瀬戸内圏研究センター 2010年 ーーー 瀬戸内圏研究センター報告書　平成20－21年度 香川大学瀬戸内圏研究センター 263p

香川大学瀬戸内圏研究センター 2010年 第1章　瀬戸大橋架橋4島の20年　/稲田 道彦 瀬戸内圏の地域文化の発見と観光資源の創造 香川大学瀬戸内圏研究センター 1-17

香川大学瀬戸内圏研究センター 2010年 第2章　離島振興と観光　/室井 研二 瀬戸内圏の地域文化の発見と観光資源の創造 香川大学瀬戸内圏研究センター 19-52

香川大学瀬戸内圏研究センター 2010年 第5章　サムカイト原産地香川県金山の調査　/丹羽 佑一 瀬戸内圏の地域文化の発見と観光資源の創造 香川大学瀬戸内圏研究センター 159-190

北川 フラム・瀬戸内国際芸術祭
実行委員会

2010年 ーーー
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) 209p

草創の会 2010年 ーーー 讃岐の島の歴史と物語 草創の会 144p

武田 尚子 2010年 ーーー
瀬戸内海離島社会の変容　「産業の時間」と「む
らの時間」のコンフリクト

株式会社 御茶の水書房 434p

福武学術文化振興財団 2010年 さぬき瀬戸の島々～24の島・映画祭　/竹内 守善
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

48-49

福武学術文化振興財団 2010年
さぬき瀬戸塾の島々の日常・生活情報の、動画取材によるイン
ターネット・ポッドキャスト発信　/宮本 昌臣

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

56-57

香川大学瀬戸内圏研究センター 2011年 稲田ゼミ　香川県の離島における人口減少　/中村 恭彰 島へ行こうよ 株式会社 美巧社 2-8

香川大学瀬戸内圏研究センター 2011年 稲田ゼミ　島の未来と学校の関係　/古家 絵里子 島へ行こうよ 株式会社 美巧社 9-15

香川大学瀬戸内圏研究センター 2011年
稲田ゼミ　香川県の離島における衰退現象と未来の離島の姿　/
大谷 素輝

島へ行こうよ 株式会社 美巧社 16-25

香川大学瀬戸内圏研究センター 2011年 稲田ゼミ　島々と瀬戸内国際芸術祭　/成瀬 裕一 島へ行こうよ 株式会社 美巧社 26-29

香川大学瀬戸内圏研究センター 2011年 稲田ゼミ　特産品と観光地　/藤本 菜緒 島へ行こうよ 株式会社 美巧社 30-33

香川大学瀬戸内圏研究センター 2011年 稲田ゼミ　島における医療　/角名 一紀 島へ行こうよ 株式会社 美巧社 34-41

香川大学瀬戸内圏研究センター 2011年 稲田ゼミ　診療船と島民　/白潟 祐里 島へ行こうよ 株式会社 美巧社 42-48

香川大学瀬戸内圏研究センター 2011年 稲田ゼミ　宿がある島ない島　/安藤 良太 島へ行こうよ 株式会社 美巧社 49-52

香川大学瀬戸内圏研究センター 2011年 稲田ゼミ　島の祭　/安藤 良太 島へ行こうよ 株式会社 美巧社 53-55

香川大学瀬戸内圏研究センター 2011年 稲田ゼミ　商店と自動販売機にみる島の未来　/浦田 堅人 島へ行こうよ 株式会社 美巧社 56-60

香川大学瀬戸内圏研究センター 2011年 稲田ゼミ　国道が海の上にある？　/石橋 尚 島へ行こうよ 株式会社 美巧社 72-78

香川大学瀬戸内圏研究センター 2011年 稲田ゼミ　鉄道の走る島　/角名 一紀 島へ行こうよ 株式会社 美巧社 104-112
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香川大学瀬戸内圏研究センター 2011年 金ゼミ　瀬戸内観光のもてなしに対する認識　/池内 愛 島へ行こうよ 株式会社 美巧社 214-238


