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杉山 鶴吉 1933年 志々島の樟 香川県天然記念物解説 香川県教育図書株式会社 1 41

アチックミューゼアム 1940年 志々島 瀬戸内海島嶼巡訪日記 アチックミューゼアム 117-121

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

香川県教育委員会 1951年 三豊郡志々島の民家 香川県文化財調査報告 香川県教育委員会 1 98-100

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

香川民俗学会 1971年 志々島のオドックさま　/笠井 英賢 香川の民俗 香川民俗学会 15 2-3

武田 明 1971年 志々島の昔話 日本の民俗　香川 第一法規株式会社 37 232-234

関西大学国文学会 1972年 香川県志々島アクセント小報告　/佐伯 哲夫 国文学 関西大学国文学会 47 56-60

詫間町文化財保護委員会 1972年 志々島の大くす 詫間町の文化財 詫間町教育委員会 1 6

武田 明・高橋 克夫 1973年 志々島の左義長 備讃瀬戸の民俗と風土 株式会社 木耳社 110

武田 明・高橋 克夫 1973年 志々島の盆の迎え火 備讃瀬戸の民俗と風土 株式会社 木耳社 111

武田 明・高橋 克夫 1973年 志々島のアラレオドリ 備讃瀬戸の民俗と風土 株式会社 木耳社 112

武田 明・高橋 克夫 1973年 志々島のトウロナガシ 備讃瀬戸の民俗と風土 株式会社 木耳社 113

武田 明・高橋 克夫 1973年 正月の年棚 備讃瀬戸の民俗と風土 株式会社 木耳社 114

武田 明・高橋 克夫 1973年 志々島のカンノメ 備讃瀬戸の民俗と風土 株式会社 木耳社 116-117

柳田 国男 1973年 志々島昔話 香川県佐柳島志々島昔話集 株式会社 三省堂 84-129

香川大学教育学部地理学教室 1974年 粟島・志々島の自然と上水道問題　/高桑 糺 地理学研究 香川大学教育学部地理学教室 23 9-20

香川大学教育学部地理学教室 1974年 粟島・志々島の農業　/内山 幸久 地理学研究 香川大学教育学部地理学教室 23 20-27

香川大学教育学部地理学教室 1974年 粟島・志々島の地下水の現状　/五島 文子 地理学研究 香川大学教育学部地理学教室 23 31-39

香川大学教育学部地理学教室 1974年 人口からみた過疎化現象　/遠藤 昌美 地理学研究 香川大学教育学部地理学教室 23 39-44

香川大学教育学部地理学教室 1974年 空家からみた集落の過疎化　/広実 和子 地理学研究 香川大学教育学部地理学教室 23 45-52

香川大学教育学部地理学教室 1974年 粟島・志々島の漁業　/山西 規代 地理学研究 香川大学教育学部地理学教室 23 53-59

香川大学教育学部地理学教室 1974年 離島の交通　/大谷 悦子 地理学研究 香川大学教育学部地理学教室 23 64-69

安川 満俊 1974年 舟大工の六平さん　/内藤 好夫 讃岐の手仕事 讃岐写真作家の会 112-113

詫間町文化財保護委員会 1976年 神社の部　志々島地区 詫間町の文化財　町の神社・仏閣を訪ねて 詫間町教育委員会 4 24-26

詫間町文化財保護委員会 1976年 仏閣の部　志々島地区 詫間町の文化財　町の神社・仏閣を訪ねて 詫間町教育委員会 4 33

香川県広報協会 1977年 廻船と盆踊り　/徳山 久夫 広報　香川 香川県広報協会 30(8) 15

詫間町文化財保護委員会 1977年 志々島地区 詫間町の文化財　「碑」 詫間町教育委員会 5 30-31

武田 明 1977年 昔ながらの年中行事　餅つかぬ島（三豊郡詫間町志々島） 生きている民俗探訪　香川 第一法規株式会社 80-81

武田 明 1977年
昔ながらの年中行事　志々島のアラレオドリ（三豊郡詫間町志々
島）

生きている民俗探訪　香川 第一法規株式会社 102-103

奈良本 辰也 1979年 第3章　多度津・観音寺　粟島　志々島 日本の山河　天と地の旅　香川 株式会社 図書刊行会 11 47

横山 昭市 1979年 農業と農民の生活　塩飽諸島（粟島・志々島の例） 瀬戸内海の産業と交通
社団法人 瀬戸内海環境保全協
会

3 44-46

香川県広報協会 1980年 神木の大クスと切り花の島　志々島 広報　香川 香川県広報協会 33(5) 10-11

瀬戸内海歴史民俗資料館 1981年 有木彦四郎家文書（香川県三豊郡詫間町志々島） 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 94-95
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瀬戸内海歴史民俗資料館 1982年 各地区の民俗　志々島
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 7-40

瀬戸内海歴史民俗資料館 1982年 志々島の鍋の習俗　/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 7 1-6

上田 勝見・阿部 日吉 1984年 ーーー 瀬戸内海志々島の話 讃文社 360p

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 本村　島の繁栄支え集中する人口 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 137-139

香川地理学会 1985年 詫間町の両墓制　/開口 雅彦 香川地理学会会報 香川地理学会 5 27-30

香川民俗学会 1985年 志々島の盆行事　/北条 令子 香川の民俗 香川民俗学会 45 4-6

倉掛 喜八郎 1986年 老いてなお、子の幸せ（志々島） ポンポン船の旅　瀬戸内漂泊 大阪書籍株式会社 90-93

安川 満俊 1989年
金盞花の咲く島の集落は半数が廃屋　三豊郡詫間町志々島　/草
刈 月乃

香川写真文庫　讃岐の町並 讃岐写真作家の会 1 86-89

小牧 規子 1990年 山と島から　香川県三豊郡詫間町志々島 こちらふるさと応答ねがいます 京都書院 40-79

香川県企画部地域計画課 1993年 志々島 香川の離島 香川県企画部地域計画課 80-83

瀬戸内海歴史民俗資料館 1993年 3.海の道の確定の現状　志々島 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 52

香川県漁業史編さん協議会 1994年
漁猟海川境論　御菜魚・御菜米　志々島の水主役と志々島の漁
場

香川県漁業史　通史編 香川県漁業史編さん協議会 79-81

「SHIMADAS」編集委員会 1994年 志々島 島情報ガイド　SHIMADAS'94 財団法人 日本離島センター 223

香川大学教育学部地理学研究室 1998年
志々島と粟島　島の景観変化、高齢社会、観光開発　/新見 治・
井手 淳司・井下 佳子・小林 裕和・篠原 曜子・千代 保幸・山田 治
生

地理学研究
香川大学教育学部地理学研究
室

47 1-9

瀬戸内海歴史民俗資料館 1998年 志々島の仏踊り　/田尾 壽男
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 175-176

写真でつづる詫間の20世紀編集
委員会

2001年 海に浮かぶ島ふたつ 写真でつづる詫間の20世紀　わがふるさと 詫間町教育委員会 34-35

写真でつづる詫間の20世紀編集
委員会

2001年 島の学校 写真でつづる詫間の20世紀　わがふるさと 詫間町教育委員会 76

香川県広聴広報課 2003年 瀬戸内の多島美を全国に発信 THEかがわ　6月号 香川県広聴広報課 11

日本島嶼学会 2003年
瀬戸内海島嶼の高齢化　― 香川県詫間町志々島の事例を中心
に　/稲田 道彦

日本島嶼学会2003年次　香川大会 香川大学 19-23

林 巍 2003年 横尾の辻・城山　詫間町志々島 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 164-165

御影史学研究会 2004年
イヤダニマイリの変容　― 粟島・志々島・仁尾町の事例を中心に
/多田 厚子

御影史学論集 御影史学研究会 29 41-56

園田学園女子大学 2004年 香川県三豊郡の葬送・墓制　/多田 厚子 史園 園田学園女子大学 5 145-166

詫間町役場総務課 2004年 映画「機関車先生」の公開始まる 広報たくま 詫間町役場総務課 517 2-3

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　16：西讃地方の漁港
(6)本村漁港

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 93

香川県広聴広報課 2006年 かがわシネマ館(2)　大きな、優しさに包まれるひととき THEかがわ　7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 志々島の仏踊り（詫間町）
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 17 175-176

三豊市役所 2006年 志々島を花でいっぱいに 広報みとよ　3月号 三豊市役所 10

香川大学　瀬戸内海島嶼研究会 2007年
所帯28戸の島、志々島はどのようにして今に至ったのか　/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

109-120

兵庫県立大学経済経営研究所 2007年 高齢者のみの島志々島　/木村 良夫 研究資料 兵庫県立大学経済経営研究所 215 60-65

兵庫県立大学経済経営研究所 2007年
志々島の聞き取り調査　/秋吉 一郎・井内 善臣・植野 和文・木村
良夫・松浦 昭・前川 昌子

研究資料 兵庫県立大学経済経営研究所 215 66-69

鷹取 洋二 2009年 「機関車先生」　香川県三豊市・志々島 瀬戸内シネマ散歩 株式会社 吉備人出版 192-199

三豊市役所 2009年 みとよDEネットウォーク　島めぐり粟島・志々島ウォーク 広報みとよ 三豊市役所 41 18-19

加藤 庸二 2010年 志々島 原色　日本島図鑑 株式会社 新星出版社 113
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北野 敦夫 2010年 ーーー 志々島あれこれ 株式会社 美巧社 71p

草創の会 2010年
第3章その他の歴史と物語　第4節　志々島　大クスが生き残る自
然豊かな島

讃岐の島の歴史と物語 草創の会 3 82-85

香川大学瀬戸内圏研究センター 2011年 稲田ゼミ　島の郷土料理 ～茶粥～　/松下 莉奈 島へ行こうよ 株式会社 美巧社 127-133


