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　【真珠一般　】
真珠　故西川藤吉遺稿 西川新十郎 西川新十郎   大 3（1914）
ダイヤモンドと真珠 久米武夫 大10（1935）
真珠養成学 藤田政勝 社団法人楽水会 大12（1937）
真珠の研究 小串次郎 伊藤文信堂 昭13（1938）
真珠の研究 富士真珠株式会社　研究 昭25（1950）
Cultured Pearls 神戸真珠検査所 池田長三郎 昭31（1956）
真珠養殖入門 三重県立水産高校 いさな書房 昭34（1959）
真珠の研究 小林新二郎、渡部哲光 技報堂 昭34（1959）
日本の真珠 中井利夫 日本真珠産業株式会社 昭36（1961）
真珠の歩み 日本真珠輸出組合 外為印刷所 昭39（1964）
全国真珠養殖漁業協同
組合史

全国真珠養殖漁業協同組合
全国真珠養殖漁業協同組
合

昭39（1964）

真珠ハンドブック 真珠新聞社 真珠新聞社 昭39（1964）
真珠の事典 松井佳一 北隆館 昭40（1965）
真珠養殖業小史 丹下　孚 全真連 昭40（1965）
真珠養殖全書 真珠養殖全書編集委員会 全真連 昭40（1965）
真珠の養殖 宮内徹夫 高島真珠養殖場 昭41（1966）
真珠産業の現状と将来
の方向

水産庁漁業振興課編 第二整版印刷有限会社 昭41（1966）

日本の真珠 小栗　宏 古今書院 昭43（1968）
真珠の経済的研究 浦城晋一 東大出版会 昭45（1970）
真珠養殖調整暫定措置
法の解説

水産庁漁業振興課編 真珠新聞社 昭45（1970）

琵琶湖の真珠養殖 林一正
滋賀県真珠養殖漁業協同
組合

昭46（1971）

浅海完全養殖 今井丈夫 厚生社厚生閣 昭46（1971）
真珠とダイアモンド 乙竹　宏 同友館 昭49（1974）
御木本真珠島のあゆみ 御木本真珠島 御木本真珠島 昭50（1975）
アラフラ海の真珠 小川　平 あゆみ出版 昭50（1975）
東洋の宝石真珠 小栗　宏 玉川大学出版部 昭50（1975）
黒蝶真珠誕生物語 大浜英佑 城野印刷所 昭50（1975）
黒真珠物語 大浜英佑 城野印刷所 昭51（1976）
日本の真珠 飯高仁子 新装飾 昭52（1977）
真円真珠七十年 真珠新聞社 新灯印刷株式会社 昭52（1977）
長崎県真珠養殖漁業協
同組合史

長崎県真珠養殖漁業協同組
合

長崎県真珠養殖漁業協同
組合

昭52（1977）

中国の淡水真珠
日本琵琶湖真珠養殖業界友
好訪中代表団

昭53（1978）

真珠養殖の手引
愛媛県漁業協同組合連合会
宇和海真珠養殖漁業協同組合協 成文堂 昭53（1978）

御木本真珠島の歩み 御木本真珠島 御木本真珠島 昭54（1979）
生きている宝石真珠 プリンセスパール出版部 新装飾 昭55（1980）
真珠誕生 源氏鶏太 講談社 昭55（1980）
真珠の神秘 三輪邦彦 （社）日本真珠振興会 昭55（1980）
日本の真珠 PARTⅡ 飯高仁子 新装飾 昭55（1980）
全国真珠養殖漁業協同
組合連合会20年史

全国真珠養殖漁業協同組合
連合会20年史編纂委員会

全国真珠養殖漁業協同組
合連合会

昭56（1981）

真珠 白井祥平 海洋企画 昭57（1982）
タカポト島の黒い真珠 横溝節夫 丸善出版 昭57（1982）
真珠 和田浩爾 全国宝石学協会 昭57（1982）
日本の真珠 PARTⅢ 飯高仁子 新装飾 昭57（1982）
淡水真珠養殖 鄥梅初　編著 上海科学技術出版社 昭57（1982）
シルクロードの真珠 森　豊 六興出版 昭58（1983）
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淡水育珠
農業部工人技術培訓教材編
審委員会

科学出版社 平 6（1994）

世界の真珠 飯高仁子 新装飾 昭60（1985）
日本真珠産業論 丹下　孚 真珠新聞社 昭61（1986）
真珠の養殖 植本東彦　他 （社）日本真珠振興会 昭62（1987）
アラビアの真珠採り 池之上　宏 イケテック 昭62（1987）
真珠の発明者は誰か 久留太郎 勁草書房 昭62（1987）
真珠鑑別論序説 小松　博 全国宝石学協会出版部 昭62（1987）
日本の水産　真珠 富山哲夫 全日本水産写真資料協会 昭63（1988）
真珠の文化史 杉山二郎、坂口昌明他 学生社 平 2（1990）

海水珍品養殖技術
中国水産学会普及与教育工
作委員会主編

科学普及出版社 平 2（1990）

世界の真珠　（Ⅱ） 飯高仁子 新装飾 平 3（1991）
真珠と珊瑚 李家正文 富山房 平 3（1991）
科学する真珠養殖 和田浩爾 真珠新聞社 平 3（1991）
変貌する真珠産業 丹下　孚 真珠新聞社 平 5（1993）

輝きの世紀
御木本真珠発明100周年史
合同編纂委員会

MIKIMOTO 平 5（1993）

MIKIMOTO KILA編集部 徳間書店 平 5（1993）
たくましき男たち 室井忠六 真珠新聞社 平 6（1994）
続・科学する真珠養殖 和田浩爾 真珠新聞社 平 6（1994）
続・科学する真珠養殖
－真珠養殖Q&A②－

和田浩爾 真珠新聞社 平 6（1994）

真珠の加工 武内恭一 真珠新聞社 平 6（1994）
真珠の常識2000 棟朝淳州 愛媛真珠検定委員会 平 6（1994）
真珠・真珠貝世界図鑑 白井祥平 海洋企画 平 6（1994）
御木本真珠発明100年史 株式会社ミキモト他 MIKIMOTO 平 6（1994）
珍珠実用新技術 潘炳炎　他 中国農業科技出版社 平 6（1994）
愛媛県真珠養殖の変遷 小林憲次 真珠新聞社 平 7（1995）
真珠物語 町井　昭 裳華房 平 7（1995）
珍珠賞購要訣 林小玲 芸術図書公司 平8（1996）
貝　Ⅲ 白井祥平 法政大学出版局 平 9（1997）
淡水珍珠蚌養殖 黎会平、張訓蒲編著 科学技術文献出版社 平 9（1997）
淡水珍珠培育技術 李松栄編著 金盾出版社 平 9（1997）
タヒチの輝き 横溝節夫 横溝真珠株式会社 平10（1998）
尺取虫　　北尾正一
淡水真珠に懸ける

中川　清 常陽新聞社 平10（1998）

真珠と日本人 松本勝之 真珠新聞社 平11（1999）
真珠の科学 和田浩爾 真珠新聞社 平11（1999）
長崎県真珠養殖漁業組
合史

長崎県真珠養殖共同組合 昭和堂 平13（2001）

美しき真珠戦争 西村盛親 成山堂書店 平13（2001）
真珠伝説かなん 仲若直子 ニコライ社 平14（2002）
真珠の知識と販売技術 小松　博、増渕邦治他 繊研新聞社 平14（2002）
真珠の博物誌 松月清郎 研成社 平14（2002）
淡水真珠 山中茉莉 八坂書房 平15（2003）
カルチャード・パール 赤松　蔚 真珠新聞社 平15（2003）

えひめ発　真珠物語
中国四国農政局愛媛統計情
報事務局

愛媛農林統計協会 平15（2003）

PEOPLE & PEARLS
真珠－その永遠の魅力

カイ・ハックニー、ダイアナ・
エドキンズ

PHP研究所 平15（2003）

マベ・パール讃歌 鈴木良和 柏書店松原 平16（2004）
パール展 国立科学博物館 TBS 平17（2005）
ブランドジュエリー 双葉社 平19（2007）
真珠産業史 日本真珠振興会 真珠新聞社 平19（2007）
真珠講座 日本真珠振興会 日本真珠振興会 平19（2007）
アコヤ真珠の原点を求めて永井清仁 真珠新聞社 平20（2008）
パール・ジュエリー 湯原公浩 平凡社 平21（2009）
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美の壷　真珠 NHK NHK 平21（2009）
真珠を作る 和田克彦 成山堂書店 平23（2011）
タヒチアンブラックパール
の歴史

Patrick Seurot MAISON DE LA PERLE 平23（2011）

パール　海の宝石 ユベール・バリ ブックエンド 平24（2012）
真珠の世界史 山田篤美 中央公論社 平25（2013）
真珠研究の最前線 淡路雅彦他 恒星社厚生閣 平26（2014）
Brand Jewelry特別編集
パール

インク・インコーポレーション WORLD LABO 平27（2015）

パールブック 真珠検定委員会 日本真珠振興会 平28（2016）
我が国の真珠産業・真珠
政策と真珠振興法

盛山正仁 創英社／三省堂書店 平29（2017）

真珠研究の今を伝える 渡部終五他 恒星社厚生閣 令2（2020）
真珠－海からの贈りもの 穐葉昭江、松月清郎監修 アートプラニング 令2（2020）

【御木本幸吉、人物】
伝記御木本幸吉 乙竹岩造 大日本雄弁会講談社 昭25（1950）
御木本幸吉 御木本隆三 時事通信社 昭36（1961）
幸吉八方ころがし 永井龍男 筑摩書房 昭38（1963）
御木本幸吉 大林日出雄 吉川弘文館 昭46（1971）
志摩の海にかけた夢 笠原　秀 PHP 昭60（1985）
真珠博物館 御木本真珠島 御木本真珠島 平2（1990）
真珠王ものがたり 乾　淳子 伊勢志摩編集室 平5（1993）
父、御木本幸吉を語る 乙竹あい 真珠新聞社 平5（1993）
御木本美隆の想い出 御木本美隆追悼集刊行会 真珠新聞社 平9（1997）
真珠王からのメッセージ 御木本真珠島 （有）伊勢文化舎 平17（2005）

【雑誌、年鑑】
真珠往来 創刊号～21巻（昭62（1987）） 真珠通信社 昭42（1967）
真珠ビジネス 創刊号～36号（平10（1998）） 真珠新聞社 平1（1989）
Shinjuけんきゅう 0号～8号（平9（1997）） 真珠新聞社 平7（1995）
真珠の雑誌 創刊号～106号（平27（2015））真珠新聞社 平10（1998）

【宝石、ジュエリー】
通俗宝石学 久米武夫 丸善    昭 2（1927）
宝石辞典 久米武夫 昭11（1936）
宝石学 久米武夫 風間書房 昭28（1953）
宝石貴金属辞典 久米武夫 昭32（1957）
ジュエリイの話 山口　遼 新潮社 昭62（1987）
ジュエリー言語学 桃沢敏幸 柏原書店松原 平19（2007）
指輪　８８ 宝官優夫、諏訪恭一監修 淡交社 平23（2011）
宝石図鑑 諏訪恭一 ナツメ社
ジュエリー用語辞典 日本ジュエリー協会 日本ジュエリー協会 平29（2017）


