
向 島
むかえじま

屏風島
びょうぶじま

【基本情報】

▶面積／0.74㎢（平成27年10月１日現在）　

▶本土からの距離／直島から150ｍ

▶人口／15人（平成27年10月１日現在）　▶主な産業／ー

【島内の移動】徒歩

【問い合わせ先】直島町 まちづくり観光課　  087-892-2020

※商店・自販機・公衆トイレはありません。飲み物などの用意を忘れずに。 ※商店・自販機・公衆トイレはありません。飲み物などの用意を忘れずに。

Information

【基本情報】

▶面積／0.12㎢（平成27年10月１日現在）　

▶本土からの距離／直島から4.8km

▶人口／19人（平成27年10月１日現在）

▶主な産業／はまち　【島内の移動】徒歩

【問い合わせ先】直島町 まちづくり観光課　  087-892-2020

Information

直島のすぐ目の前にある、
古い歴史を残す島。

製塩業とハマチの
養殖で栄えた島。

カフェが多くある直島の本村港。その目の前
にある小さな島が向島。定期船はなく、島内
にお店などもありませんが、ゲストハウスが一
軒あります。

堤防を通って、隣の無人島・喜兵衛島に行く
ことができる。屏風島と喜兵衛島の間には堤
防や水門など、かつて行われていた養殖の
跡を見ることができます。
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ゲストハウス向島集会所 ①

　　香川郡直島町2835　   087-892-2876

宿泊

國盛神社
港から海岸へ。木々に覆われた参道

入口から山道へ。國盛神社は「首から

上の神様」。お参りすると頭がよくなった

り、頭に関する病が治るといわれている。神

社からは美しい海が見渡せる。
製塩遺跡
屏風島の隣の喜兵衛島には、古墳

時代の製塩遺跡が残されている。

島の砂浜では製塩土器のかけらを

見ることができる。国の有形文化財。

【基本情報】

▶面積／7.82㎢（平成27年10月１日現在）

▶本土からの距離／高松港から17.5km

▶人口／3,105人（平成27年10月１日現在）

▶主な産業／はまち、のり

【問い合わせ先】

直島町 まちづくり観光課　 087-892-2020

【島内の移動】

徒歩、レンタサイクル、

レンタカー、レンタバイク、

バス、タクシー

Information

島の暮らしに溶け込む現代アート。
海外からも多くの旅人が訪れる島。

「ベネッセハウス ミュージアム」や「地中美術館」、「家プロジェクト」や

直島銭湯「I♡湯」など、多数のアートが、島の自然や暮らしに溶け込

むように点在。出会った島の人たちがアートや島について気さくに話

してくれるのも楽しい。

【宮ノ浦地区のレンタサイクル・レンタバイク】
・おうぎやレンタサイクル 　090-3189-0471 ※車あり

・Little Plum（リトルプラム） 　080-1906-3751

・T.V.C.直島レンタルサービス 宮ノ浦店 　087-892-3212

・ゆうなぎ 　087-892-3046

・ふうちゃん　090-6435－3615

【本村地区のレンタサイクル・レンタバイク】
・T.V.C.直島レンタルサービス　本村店 　087-892-3212

・Cafe Restaurant Garden（ガーデン） 　087-892-3301

・島小屋｜BOOK CAFE & TENT STAY 　090-4107-8821

【レンタカー】 ・直島レンタカー 　090-2862-7040（要予約）

・おうぎやレンタサイクル　090-3189－0471

・ふうちゃん　090-6435－3615　

【町営バス】 NPO法人直島町観光協会 　087-892-2299

【タクシー】 日新タクシー 　087-882-2424

島内交通

島食Doみやんだ ②
新鮮な魚と旬の野菜を使った料

理が味わえる。定食は「カメノテ」

で出汁をとった味噌汁付。

　　 香川郡直島町2268－2

　　 087-813-4400/080-2948-6437

　　 ランチ/11：30～14：00、ディナー/17：00～20：00

　　 月曜日＋不定休

食事・スイーツ

イワタコンフェクト ③
50年続く島の和洋菓子店。「女文

楽もなか」など直島にちなんだオリ

ジナル和菓子も。

　　 香川郡直島町2310－1　　　087-892-3179

　　 9：00～17：00　　　月曜日（祝日の場合は営業、翌日休業）

宿泊

直島ふるさと海の家
つつじ荘 ①
琴弾地浜の目の前にある宿泊施設。

部屋はモンゴリアンテントのパオ、

トレーラーハウス、和室コテージの

３タイプ。

　　 香川郡直島町352-1

　　 087-892-2838

　　 9：00～18：00（電話受付）

直島女文楽
江戸時代、天領地だった直島で

は、古くから芸能が盛んで、「直島

女文楽」はその代表的なもの。八

十八夜の鯛網の頃、網元が淡路

島から文楽の一座を招致、琴弾

地の浜で興行したことがはじまり。

県無形文化財。

海の駅「なおしま」
宮浦港にあるフェリーターミナル。うどん

も食べられるカフェや待合スペース、観

光案内所やお土産売り場、バスターミナ

ルなどを併設。船のチケットもここで。

　 香川郡直島町2249-40　　087-892-2299

　 8:30～18:00（観光案内所）　　無休

ANDO MUSEUM
本村地区にある築100年の木造民家の中に打ち放しコンク

リートの空間が広がる。建築家・安藤忠雄の活動と直島の歴史を

伝えるミュージアム。
　 香川郡直島町736-2
　 087-892-3754（福武財団）
　 10：00～16：30（最終入館16:00）
　 月曜日 
　 ※祝日の場合開館、翌日休館

家プロジェクト
本村の町並みに残る民家を改修し、空間そ

のものをアートに。「角屋」「南寺」「きんざ」

「碁会所」など、７軒が公開中。町を散策し

ながら、楽しもう。
　 香川郡直島町本村地区　 
　 087-892-3223（ベネッセハウス）
　 10：00～16：30 ※「南寺」最終入館 16：15
　 ※「護王神社」の本殿と拝殿は終日見学・参拝可能
　 月曜日 ※祝日の場合開館、翌日休館

地中美術館

　 香川郡直島町3449-1　 087-892-3755
　 ［3/1～9/30］ 10：00～18：00（最終入館17:00）
　 ［10/1～2月末日］ 10：00～17：00（最終入館16:00）
　 月曜日 ※祝日の場合開館、翌日休館

李禹煥美術館
　 香川郡直島町字倉浦1390　　
　 087-892-3754（福武財団）
　 ［3/1～9/30］ 10：00～18：00（最終入館17:30）
　 ［10/1～2月末日］ 10：00～17：00（最終入館16:30）
　 月曜日 ※祝日の場合開館、翌日休館

ベネッセハウス

ミュージアム
　 香川郡直島町琴弾地　 087-892-3223
　 8：00～21：00（最終入館20：00）　 無休

瀬戸内の美しい景観を損なわないよ

う建物の大半を地下に埋設。地下で

ありながら自然光が降り注ぐ空間に、

クロード・モネ、ジェームズ・タレル、ウォ

ルター・デ・マリアの作品が恒久設置

されている。安藤忠雄設計。

草間彌生「赤かぼちゃ」２００６年 直島・宮浦港緑地　写真：青地大輔

写真：浅田美浩

家プロジェクト「角屋」  写真：上野則宏

地中美術館  写真：藤塚光政


