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国民教育叢書刊行会 1926年 第7章　直島の御所 国文講話 内外出版協会 64-67

三元社 1929年 直島採訪記　/島村 知章 旅と伝説 株式会社 三元社 22 38-45

桑島 安太郎 1933年 讃岐の諸島嶼　直島諸島 香川県地誌　上巻　地文編 香川県教育図書株式会社 69-70

桑島 安太郎 1933年 特別工業　直島製錬所 香川県地誌　中巻　経済地理編 香川県教育図書株式会社 194-195

香川県 1939年 直島八幡宮社記 香川叢書 香川県 1 267-270

香川県 1939年 直島八幡山極楽寺縁起 香川叢書 香川県 1 271-272

香川県 1943年 直島旧跡順覧図会 香川叢書 香川県 3 613-670

三木 春露 1944年 直島 讃岐風土記 旅行文化社 163-164

香川県塩業組合連合会・愛媛県
塩業組合連合会

1956年 香川県の部　木太直島塩業組合 香川県・愛媛県塩業組合（会社）沿革史資料 香川県塩業組合連合会 85-100

高木 恒雄 1957年 直島 写真で見る日本10　四国篇 日本文化出版株式会社 28

中国新聞社 1959年 島の暮し編　直島（香川県香川郡）　/満田 祐三 瀬戸内海　上巻 株式会社 中国新聞社 18-21

日本建築学会 1959年
香川県直島町における木造家屋の白蟻被害の実態について（材
料・施工）　/十代田 三郎・神山 幸弘・肱黒 弘三

日本建築学会論文報告集 社団法人 日本建築学会 63 13-16

宮本 常一 1960年 空から見る島々　直島付近 日本の離島 株式会社 未来社 1 126-127

中村 由信 1961年 直島群島 瀬戸内海の旅 社会思想研究会出版部 46-47

中村 由信 1961年 本村（直島） 瀬戸内海の旅 社会思想研究会出版部 48-49

中村 由信 1961年 直島精錬所 瀬戸内海の旅 社会思想研究会出版部 50-51

中村 由信 1961年 女文楽（直島） 瀬戸内海の旅 社会思想研究会出版部 52-53

香川大学学芸学部地理学研究会 1962年 直島群島附近の地形と瀬戸大橋　/高桑 糺 地理学研究
香川大学学芸学部地理学研究
会

11 2-3

香川大学学芸学部地理学研究会 1962年 直島町における人口移動　/小野 順一郎 地理学研究
香川大学学芸学部地理学研究
会

11 4-7

香川大学学芸学部地理学研究会 1962年 直島町の交通　/小西 利典 地理学研究
香川大学学芸学部地理学研究
会

11 7-11

香川大学学芸学部地理学研究会 1962年 直島の溜池灌漑　/高城 淳子 地理学研究
香川大学学芸学部地理学研究
会

11 11-16

香川大学学芸学部地理学研究会 1962年 直島町の商店街と商圏　/玉井 正子 地理学研究
香川大学学芸学部地理学研究
会

11 17-21

香川大学学芸学部地理学研究会 1962年 直島町の養殖漁業　/広常 祐二 地理学研究
香川大学学芸学部地理学研究
会

11 21-28

香川大学学芸学部地理学研究会 1962年 製錬所社員の地理学的研究　/藤井 章 地理学研究
香川大学学芸学部地理学研究
会

11 28-32

香川大学学芸学部地理学研究会 1962年 直島の歴史地理学的研究　/松本 有弘 地理学研究
香川大学学芸学部地理学研究
会

11 33-35

香川大学学芸学部地理学研究会 1962年 直島の地下水　/織田 和彦 地理学研究
香川大学学芸学部地理学研究
会

11 35-38

香川大学学芸学部地理学研究会 1962年 直島町の農業地域　/細川 芳宣 地理学研究
香川大学学芸学部地理学研究
会

11 38-43

宮本 常一 1964年 直島　領主滅亡への道 離島の旅 株式会社 新人物往来社 105-120

中村 由信 1965年 瀬戸うち　お産婆さん 瀬戸うちの人びと 株式会社 社会思想社 30-37

中村 由信 1965年 瀬戸うち　郵便舟 瀬戸うちの人びと 株式会社 社会思想社 64-73

中村 由信 1965年 瀬戸うち　世話焼き婆さん 瀬戸うちの人びと 株式会社 社会思想社 102-119

中村 由信 1965年 瀬戸うち　鯛網の網元 瀬戸うちの人びと 株式会社 社会思想社 120-137

東京女子大学史学研究室 1966年 近世讃岐直島の貢租　― 貢租負担の実態を中心に　/尾崎 典子 史論 読史会 14・15 48-70
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西村 望 1968年 大槌・小槌と直島諸島 カラー　四国 株式会社 山と渓谷社 10-13

彰国社 1971年 ダイナミック・シンメトリー　直島小学校 建築文化 株式会社 彰国社 291 79-102

日本建築学会 1972年
子供の絵による建築のフォルムと空間構造の研究　香川県直島
小学校のケース・スタディ　建築計画　/石井 和紘・宇野 博之・伊
藤 公文・植松 貞夫

大会学術講演梗概集　計画系 社団法人 日本建築学会 47 817-818

関西学院大地理研究会 1973年 直島・戸島 地理研瀬戸内調査シリーズ 関西学院大地理研究会 7 286p

武田 明・高橋 克夫 1973年 直島の鯛網網会所 備讃瀬戸の民俗と風土 株式会社 木耳社 122

武田 明・高橋 克夫 1973年 直島のハエナワ漁具の修理 備讃瀬戸の民俗と風土 株式会社 木耳社 123

宮本 常一 1973年 直島付近 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 34-62

関西学院大学経済学部研究会 1974年 近世讃州直島の廻船業　/柚木 学 経済学論究 関西学院大学経済学部研究会 28(2) 439-464

彰国社 1974年 直島幼児学園（設計・石井和紘,難波和彦） 建築文化 株式会社 彰国社 335 99-114

新建築編集部 1974年 直島町立幼児学園（設計・石井和紘,難波和彦） 新建築 株式会社 新建築社 49(4) 216-228

香川歴史学会 1975年 堺谷家の廻船経営について　/丸野 昭善 香川史学 香川歴史学会 4 62-67

柴口 成浩 1975年 小豆島・直島・塩飽諸島　香川県　/稲田 浩二 東瀬戸内の昔話 株式会社 日本放送出版協会 117-205

池田 弥三郎 1976年 直島採訪記　/島村 知章 日本民俗誌大系 株式会社 角川書店 10 274-281

香川県歴史研究会 1976年 讃州直島の沖船頭堺屋平蔵について　/丸野 昭善 讃岐の人物とその周辺 香川県歴史研究会 1 48-51

瀬戸内海歴史民俗資料館友の会 1976年 直島町三宅家文書 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

3 3

西尾 牧夫 1976年 直島 海の伝説　瀬戸内海を中心に 株式会社 成山堂書店 115-121

法政大学史学会 1976年 近世における讃州直島の一廻船業者の記録　/土居 光子 法政史学 法政大学史学会 28 110-121

香川県広報協会 1977年 海難　/徳山 久夫 広報　香川 香川県広報協会 30(9) 15

新建築編集部 1977年 直島町民体育館・武道館（設計・石井和紘建築研究所） 新建築 株式会社 新建築社 52(1) 257-266

武田 明 1977年 祭りと民俗芸能を訪ねる　直島の女文楽（香川郡直島町） 生きている民俗探訪　香川 第一法規株式会社 135-136

香川歴史学会 1978年 近世讃州直島附近の海難　/徳山 久夫 香川史学 香川歴史学会 7 17-30

瀬戸内海歴史民俗資料館 1978年 讃岐国香川郡御料直島三宅家文書目録 歴史収蔵資料目録 瀬戸内海歴史民俗資料館 3 218p

鹿島出版会 1979年
基壇・ピラミッド・塔・コロネード　香川県直島町文教地区（設計・石
井和紘建築研究所）

SD 株式会社 鹿島出版会 178 45-57

彰国社 1979年 直島中学校 建築文化 株式会社 彰国社 393 111-130

奈良本 辰也 1979年 第5章　小豆島・直島 日本の山河　天と地の旅　香川 株式会社 図書刊行会 11 68-79

松下 功 1980年 直島 せとうちの町並み 和広堂 72-73

香川県広報協会 1981年 海釣り公園の意義と役割　直島町と志度町に建設 広報　香川 香川県広報協会 34(10) 2-5

瀬戸内海歴史民俗資料館 1981年 堺谷家文書（香川県香川郡直島町） 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 95-98

香川民俗学会 1982年 香川郡直島町積の産育習俗　/谷原 博信 香川の民俗 香川民俗学会 34 13-14

香川民俗学会 1982年 香川郡直島町積での聞き書　/谷原 博信 香川の民俗 香川民俗学会 35 1-3

香川民俗学会 1982年 直島の民俗採訪1　/谷原 博信 香川の民俗 香川民俗学会 36 4-7

瀬戸内海歴史民俗資料館 1982年 直島
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 171-198

香川県広報協会 1983年 水軍のロマンと女文楽の里　直島町本村 広報　香川 香川県広報協会 36(6) 8-9



著者 発行年 論文名(書名) 雑誌名 発行所 巻号 ページ

香川大学経済研究所 1983年
三菱鉱業株式会社の瀬戸内地方進出に関する若干の考察1　大
正6、直島製煉所設置をめぐって　/伊丹 正博

香川大学経済論叢 香川大学経済学会 56(1) 52-58

香川民俗学会 1983年 直島の民俗採訪2　積浦の民俗　/谷原 博信 香川の民俗 香川民俗学会 37 4-6

香川民俗学会 1984年 直島町の祭礼　/谷原 博信 香川の民俗 香川民俗学会 39 2-4

香川民俗学会 1984年 直島の民俗採訪3　/谷原 博信 香川の民俗 香川民俗学会 41 1-3

四国新聞社 1984年 本村　江戸期の繁栄、今や語りぐさ 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 47-49

四国新聞社 1984年 風戸　製錬所立地で工業港に変身 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 59-61

四国新聞社 1984年 積浦　活況呈す養殖、豪邸も次々と 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 95-97

四国新聞社 1984年 宮ノ浦　フェリー行き交う島の玄関 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 146-148

新建築編集部 1984年 直島町役場（設計・石井和紘建築研究所） 新建築 株式会社 新建築社 59(6) 167-183

日本民俗建築学会 1984年 香川県直島の民家　/市原 輝士 民俗建築 日本民俗建築学会 85

緑川 洋一 1984年 瀬戸の島々4　直島 瀬戸内海 日本文教出版株式会社 14 40-49

香川民俗学会 1985年 年中行事拾遺　直島町　/谷原 博信 香川の民俗 香川民俗学会 45 19-22

市原 輝士・合田 栄作 1986年 直島町　/藤井 雄三 文化誌日本　香川県 株式会社 講談社 165-166

香川歴史学会 1986年 近世備讃瀬戸の漁場　/千葉 幸伸 香川史学 香川歴史学会 15 9-15

宮本 常一 1986年 直島　領主滅亡への道 離島の旅　宮本常一著作集 株式会社 未来社 35 119-135

鹿島出版会 1989年 特集　石井和紘 SD 株式会社 鹿島出版会 295 5-168

新建築編集部 1990年
南寺　直島・家プロジェクトNo．2　香川県直島町 　/安藤 忠雄・岡
野 一也・小杉 宰子

新建築 株式会社 新建築社 74(7) 134-139

直島町史編纂委員会 1990年 ーーー 直島町史 直島町役場 858p

直島町史編纂委員会 1990年 ーーー 直島町史　続編 直島町役場 321p

三宅 勝太郎 1990年 ーーー 直島の地名　その由来 石田印刷有限会社出版事業部 165p

香川県広報協会 1991年 若山牧水の「島ニ題」の舞台は直島 広報　香川 香川県広報協会 44(9) 8-9

本木 修次 1991年 定期船のない瀬戸内の島々 島の博士423島を行く　離島めぐり15万キロ ㈱古今書院 14-15

本木 修次 1991年 三菱の島 島の博士423島を行く　離島めぐり16万キロ ㈱古今書院 151

浄土 卓也 1992年 三菱直島精錬所による強制連行 朝鮮人の強制連行と徴用 株式会社 社会評論社 75-177

三宅 勝太郎 1992年 ーーー 直島屋号の起因・年中行事 三宅 勝太郎 168p

瀬戸内海歴史民俗資料館 1993年 3.海の道の確定の現状　直島 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 50-51

香川県漁業史編さん協議会 1994年 直島の鯛網 香川県漁業史　通史編 香川県漁業史編さん協議会 102-105

香川県漁業史編さん協議会 1994年 直島の内井島 香川県漁業史　資料編 香川県漁業史編さん協議会 26-30

香川県広報協会 1994年 波無き岬に太公望が腕を競う　香川郡直島町 広報　香川 香川県広報協会 47(9) 6-7

「SHIMADAS」編集委員会 1994年 直島 島情報ガイド　SHIMADAS'94 財団法人 日本離島センター 200-201

安川 満俊 1994年 直島城　古い五輪塔が直島水軍の名残　/児嶋 健 香川写真文庫　讃岐の古城址 讃岐写真作家の会 5 28-29

瀬戸内海歴史民俗資料館 1995年 近世の漁撈の歴史的考察　― 直島の鯛網を中心に　/山本 秀夫 瀬戸内海歴史民俗資料館紀要 瀬戸内海歴史民俗資料館 8 3-36

三宅 勝太郎 1995年 ーーー 直島の方言と風習 三宅 勝太郎 167p
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三宅 親連・石井 和絋・川勝 平太 1995年 ーーー 自立する直島　地方自治と公共建築群 株式会社 大修館書店 254p

安藤 忠雄 1996年 ーーー 直島コンテンポラリーアートミュージアム 株式会社 鹿島出版会 110p

新建築編集部 1996年
衝突こそ創造の源　大山崎山荘美術館・直島コンテンポラリー
アートミュ-ジアム・アネックス・大谷地下劇場計画　/安藤 忠雄

新建築 株式会社 新建築社 71(8) 119-124

農山漁村文化協会 1996年
第3章　瀬戸内の島々の暮らしと文化　(3)漁業に恵まれた瀬戸内
の島々の漁業　/千葉 幸伸

江戸時代人づくり風土記　ふるさとの人と知恵
香川

社団法人 農山漁村文化協会 37 163-169

平凡社 1996年
小さなホテルの休日　― 直島・ベネッセハウス別館　/高橋 洋子・
伊藤 千晴

太陽 株式会社 平凡社 34(11) 90-108

瀬戸内海歴史民俗資料館 1997年
瀬戸内の鯛網漁の歴史的考察　第1章瀬戸内の鯛網漁について
第4節直島の鯛網漁

瀬戸内海歴史民俗資料館紀要 瀬戸内海歴史民俗資料館 10 18-21

秋元 雄史・江原 久美子  1998年 ーーー 直島文化村へのメッセージ
株式会社 ベネッセコーポレー
ション

191p

香川県広報協会 1998年 備讃瀬戸に浮かぶ歴史の島　直島町 県政だより　香川 香川県広報協会 52(9) 2-3

香川地理学会 1998年 直島巡検報告（1997年度第2回研究会）　/坂口 良昭 香川地理学会会報 香川地理学会 18 46-48

香川歴史学会 1998年 瀬戸内の鯛縛網漁について　/山本 秀夫 香川史学 香川歴史学会 25 38-50

瀬戸内海歴史民俗資料館 1998年 八幡神社祭りばやし（太鼓台と屋台）　/高橋 昭典
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 193-195

中国新聞社「瀬戸内海を歩く」取
材斑

1998年 文楽継承 瀬戸内を歩く　下巻　環境・地誌編 株式会社 中国新聞社 247-249

日本民具学会 1998年 瀬戸内の鯛網漁について　/山本 秀夫 民具研究 日本民具学会 117 66

新建築編集部 1999年 南寺　直島・家プロジェクトNo.2　安藤忠雄建築研究所 新建築 株式会社 新建築社 74(7) 132-139

日経BP社 1999年
南寺（直島・家プロジェクトNo.2）　寺の名を受け継ぐ木造建築 土
地の記憶を呼び起こす　設計：安藤忠雄建築研究所

日経アーキテクチュア 株式会社 日経BP 642 70-75

美術手帖編集部 1999年 直島コンテンポラリーアートミュージアム 美術手帖 株式会社 美術出版社 773 16-33

美術手帖編集部 1999年 直島・家プロジェクト　ジェームズ・タレル＋安藤忠雄の「南寺」 美術手帖 株式会社 美術出版社 773 65-70

時評社 2000年 直島の果敢な挑戦　/小邦 宏治・青柳 栄 時評 株式会社 時評社 42(8) 66-69

直島町役場総務課 2000年 豊島産業廃棄物等直島処理（案）受け入れ決定 広報なおしま 直島町役場総務課 561 3

平凡社 2000年 特集 安藤忠雄の発想力　直島・家プロジェクト　南寺 太陽 株式会社 平凡社 38(2) 80-82

和田 仁 2000年 直島小学校の校舎新築 目で見る　高松・東讃の100年 株式会社 郷土出版社 64

和田 仁 2000年 直島の製錬所社宅 目で見る　高松・東讃の100年 株式会社 郷土出版社 76

和田 仁 2000年 三菱直島製錬所全景 目で見る　高松・東讃の100年 株式会社 郷土出版社 78

和田 仁 2000年 三菱製錬所での作業風景 目で見る　高松・東讃の100年 株式会社 郷土出版社 78

和田 仁 2000年 直島製錬所のボート大会 目で見る　高松・東讃の100年 株式会社 郷土出版社 87

和田 仁 2000年 直島小中学校と本村全景 目で見る　高松・東讃の100年 株式会社 郷土出版社 119

和田 仁 2000年 直島小のスクールボート 目で見る　高松・東讃の100年 株式会社 郷土出版社 119

安藤 忠雄 2001年 建築とアート　直島の美術館 安藤忠雄の美術館・博物館 株式会社 美術出版社 12-36

エスクァイアマガジンジャパン 2001年
直島ベネッセコンテンポラリーアートミュージアム。奈良美智、アー
トの島に遊ぶ　/神谷 幸江

エスクァイア日本版
株式会社 エスクァイアマガジン
ジャパン

15(3)

江原 久美子・逸見 陽子 2001年 ーーー 直島会議
株式会社 ベネッセコーポレー
ション

5 197p

大阪大学大学院文学研究科美学
研究室

2001年 テクスチュアとしての暗闇（直島・家プロジェクト）　/村上 敬 美学研究 大阪大学大学院美学研究室 1 99-101

新建築編集部 2001年
作品　直島・家プロジェクト「きんざ」　内藤礼「このことを」2001年
― 内藤礼、木村優＋アートステーション

新建築 株式会社 新建築社 76(11) 88-93

新建築編集部 2001年 「スタンダード」展　直島の町・家・路地をめぐる展覧会 新建築 株式会社 新建築社 76(11) 94-101
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地方史研究協議会 2001年 出漁・小漁民からの自発的関係形成　/藤 隆宏 地方史研究 地方史研究協議会 51(4) 69-72

直島町役場総務課 2001年 第19回　離島振興法について ～町づくり報告～　/濱田 孝夫 広報なおしま 直島町役場総務課 571 2

美術手帖編集部 2001年
Special Project ウォルター・デ・マリア at 直島コンテンポラリー
アートミュージアム　― ウォルター・デ・マリアからの問いかけ　/
平野 千枝子

美術手帖 株式会社 美術出版社 53(803) 124-130

美術手帖編集部 2001年
From Exhibition 直島コンテンポラリーアートミュージアム「スタン
ダード」展　― アートの棲む島　/和田 京子

美術手帖 株式会社 美術出版社 53(812) 144-147

宮島 達男・直島コンテンポラリー
アートミュージアム

2001年 ーーー
直島・家プロジェクト「角屋」＝Art house project
in Naoshima, Kadoya

株式会社 ベネッセコーポレー
ション

134p

有斐閣 2001年 直島町における風評被害対策条例　/鹿子嶋 仁 ジュリスト 株式会社 有斐閣 1209 140-142

大内 兵衛・向坂 逸郎 2002年 豊島産廃直島処理の取り組みを振り返る　/那須 澄雄 社会主義 社会主義協会 481 43-47

香川県政策部地域振興課 2002年 21世紀は直島が主役！　/大谷 智子 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 15-22

香川県政策部地域振興課 2002年 帰りたい　帰っておいでよ　ふるさとへ　/中山 百合子 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 128-134

香川地理学会 2002年 直島町　/坂口 良昭 讃岐地図散歩 香川地理学会 110-112

財界展望新社 2002年
三菱マテリアル「瀬戸内海」で「産廃施設」建設の“ペテン”　/安田
浩一

財界展望　6月号 株式会社 財界展望新社 46(6) 74-77

地理科学学会 2002年 現代アートと直島の旅　/神田 孝治 地理科学 地理科学学会 57(3) 222

内藤 礼 2002年 このことを　Being Given 地上にひとつの場所を 株式会社 筑摩書房 131-162

内藤 礼 2002年 ーーー 内藤礼このことを
直島コンテンポラリーアート
ミュージアム

ーーー

日本離島センター 2002年
女たちが元気な島には若い女性が集まって来るって気が付いた
/河田 真智子

しま 財団法人 日本離島センター 48-3 3-6

安藤 忠雄 2003年 NAOSHIMA（直島コンテンポラリーアートミュージアム1・2・3） 安藤忠雄建築展2003　再生 ― 環境と建築 デルファイ研究所

伊丹 正博・徳山 久夫・細川 滋 2003年 恐慌から準戦時体制下の農村 香川県の百年 株式会社 山川出版社 221-223

岡山理科大学自然科学研究所 2003年
香川県直島町寺島・局島・六郎島採集の旧石器　/小野 伸・白石
純

自然科学研究所研究報告 岡山理科大学自然科学研究所 29 69-72

香川県立文書館 2003年 鯛網と鯛網の対決文書を読む　/千葉 幸伸 香川県立文書館紀要 香川県立文書館 7 1-12

新建築編集部 2003年
作品　APPROPRIATE PROPORTION 直島・家プロジェクト　護王
神社　― 杉本 博司

新建築 株式会社 新建築社 78(2) 166-174

全国産業廃棄物連合会 2003年
エコアイランドなおしまプラン　自然・文化・環境の調和したまちづく
り　/香川県直島町

Indust
公益社団法人 全国産業廃棄物
連合会

18(8) 31-35

高松市文化協会 2003年 伝統と先端が融合するマジカル・ミステリ・アイランド　直島 文化たかまつ 高松市文化協会 33 32-34

日経BP社 2003年
直島福武美術館（香川県直島町）離島でスランプ15のコンクリを打
つ

日経アーキテクチュア 株式会社 日経BP 748 22-26

日本研究研究会 2003年
視察報告　しまなみ海道、呉、直島・豊島　/小野寺 真一・浅野 敏
久

日本研究 日本研究研究会 2 109-116

美術手帖編集部 2003年 直島・家プロジェクト完結　杉本博司の護王神社 美術手帖 株式会社 美術出版社 55(831) 14-17

広島大学文学部内海文化研究室 2003年
瀬戸内海島嶼部及び沿岸部の遺跡踏査　― 古代海上交通と祭
祀に関して　1.香川県香川郡直島町周辺域の島嶼部の踏査　/古
瀬 清秀・打田 知之・八幡 浩二

内海文化研究紀要
広島大学文学部内海文化研究
室

31 1-10

林 巍 2003年 地蔵山　直島町 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 114-115

岡山大学文学部地理学教室 2004年 ーーー
香川県直島町の現状と課題　2003年（平成15年）
度　地理学野外実習報告

岡山大学文学部地理学教室 85p

香川県広聴広報課 2004年 直島環境センター THEかがわ　9月号 香川県広聴広報課 6-7

香川県商工労働部観光交流局に
ぎわい創出課

2004年 直島町 香川県内[アート]の夢先案内　夢巡り読本
香川県商工労働部観光交流局
にぎわい創出課

56-59

香川県立文書館 2004年 鯛献上と地域社会 ～御料直島を事例に～　/山本 秀夫 香川県立文書館紀要 香川県立文書館 8 45-57

香川歴史学会 2004年
近世期の「へんろ」と村社会 ～「旅としてのへんろ」の視点で～　/
山本 秀夫

香川史学 香川歴史学会 31 27-44

北村 修二 2004年 香川県直島町の環境問題への取り組みと課題 地域再生へのアプローチ　環境か破滅か ㈱古今書院 167-173



著者 発行年 論文名(書名) 雑誌名 発行所 巻号 ページ

京阪神エルマガジン 2004年 島まるごとミュージアム、直島 西の旅
株式会社 京阪神エルマガジン
社

3

公害等調整委員会 2004年 香川県直島における廃棄物処理施設に関する責任裁定申請事件
公害紛争処理白書　平成16年度　我が国の公害
紛争処理・土地利用調整の現況

独立行政法人 国立印刷局 41-42

新建築編集部 2004年
地中美術館　安藤忠雄建築研究所　（含 自然に埋没する建築
― 直島におけるプロジェクト17年の軌跡　「個」を超える空間をつ
くる ―　地中美術館の試み）

新建築 株式会社 新建築社 79(10) 62-82

新建築編集部 2004年 ベネッセアートサイト直島オフィス　西沢立衛建築設計事務所 新建築 株式会社 新建築社 79(10) 118-124

全国町村議会議長会 2004年 直島町で豊島廃棄物の処理事業始まる　/合田 順一 地方議会人 株式会社 中央文化社 35(5) 20-22

日経BP社 2004年
建築　暗さが際立たせる“光の美術館”　地中美術館（香川県直島
町）

日経アーキテクチュア 株式会社 日経BP 777 32-41

美術手帖編集部 2004年 直島・地中美術館　― 安藤忠雄最新建築 美術手帖 株式会社 美術出版社 56(854) 15-108

プレジデント社 2004年
安藤忠雄の「瀬戸内・写真日記」　直島「地中美術館」オープニン
グの賑やかな一日

プレジデント 株式会社 プレジデント社 42(16) 12-17

リチャード・シュラッグマン 2004年 直島コンテンポラリーアートミュージアム 安藤忠雄　光の色 ファイドン株式会社 146-155

JTBパブリッシング 2005年 島の旅　美しい自然と町並みが残る小さな島で　直島 るるぶ　山陽瀬戸内海'05～'06 ㈱JTBパブリッシング 12-15

朝日新聞社 2005年
アート　瀬戸内・直島　美術の出会い　― 新たな美術館も開館。
アートをきっかけに人がつながる　/玉重 佐知子

Aera 株式会社 朝日新聞社 18(4) 36-40

海風舎 2005年 瀬戸内グラフィティ「島の生活風景がアートに」 島へ 株式会社 海風舎 24

香川県環境保健研究センター 2005年
直島町におけるSO2 高濃度現象の解析　/日野 康良・小山 健・西

原 幸一
香川県環境保健研究センター所報 香川県環境保健研究センター 4 146-151

香川県立文書館 2005年 近世から近代・讃岐の葬祭文書にみる料理人　/秋山 照子 香川県立文書館紀要 香川県立文書館 9 1-11

国際交流基金 2005年
文化による都市創造(4)直島アートプロジェクト　アートが瀬戸内の
島を変える　/秋元 雄史

遠近 株式会社 山川出版社 6 58-63

近藤 義郎 2005年 ーーー 土器製塩の島　喜兵衛島製塩遺跡と古墳 株式会社 新泉社 93p

瀬戸内海環境保全協会 2005年 直島における現代アートの展開と反響　/秋元 雄史 瀬戸内海
社団法人 瀬戸内海環境保全協
会

43 6-10

宣伝会議 2005年
再生への果てなき挑戦　― 自然とアートの融和された離島、直島
の光と影　/萩田 若葉

Web & publishing 編集会議 株式会社 宣伝会議 49 120-123

日経BP社 2005年
福武總一郎氏（ベネッセコーポレーション代表取締役会長兼CEO）
はげ山だった直島を“文化の島”に　― 安藤氏との二人三脚で父
の夢を果たす

日経アーキテクチュア 株式会社 日経BP 807 70-72

やまだ ひさし 2005年 瀬戸内海に浮かぶ希望芽生える島（香川県豊島・直島） やまだひさしの日本縦断（エコ）アンリミテッド 株式会社 ソニー・マガジンズ

ラッセル・クーツ 2005年 瀬戸内ちょっと寄り道　アートのある島　直島 ラッセル・クーツが見た紀州・瀬戸の海 どりむ社 60-61

秋元 雄史・安藤 忠雄ほか 2006年 ーーー 直島　瀬戸内アートの楽園 株式会社 新潮社 ーーー

香川大学 2006年
香川県直島町の地域活性化戦略：三菱マテリアル直島製錬所と
ベネッセ直島アートサイトの立地と展開　/山田 仁一郎・高野 千
絵・中塚 三樹子

Working Paper Series 香川大学 112 31p

サン・アート 2006年
堺屋太一と語る「芸術のある国と暮らし」(5)　福武總一郎（ベネッ
セコーポレーション代表取締役会長）　西の直島、東の越後　日本
を変える二つのアートサイト　/堺屋 太一

月刊美術 株式会社 サン・アート 371 65-69

瀬戸内海歴史民俗資料館 2006年 八幡神社祭りばやし（太鼓台と屋台）　（直島町）
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 17 193-195

総務省 2006年
地方のかがやき　資源の循環と現代アートが育む“世界の島”へ
香川県直島町

総務省広報誌 総務省 66 30-33

日経BP社 2006年
直島発　福武總一郎の「目覚めよ　ニッポン」宗教を超える株式会
社へ

日経ビジネス 株式会社 日経BP 1369 40-43

日本観光協会 2006年
特集 島の観光を考える　さまざまな素材で周年観光　直島　/藤
井 重典

月刊観光 社団法人 日本観光協会 482 34-36

日本港湾協会 2006年
みなとを活かした魅力ある四国づくり　瀬戸内海を活かしたアート
ネットワークの形成　/江原 久美子

港湾 社団法人 日本港湾協会 83(5) 14-15

日本造園学会 2006年
瀬戸内海島嶼部における芸術文化事業の特徴と地域環境への影
響に関する考察　/井原 縁

ランドスケープ研究 社団法人 日本造園学会 70(5) 625-630

日本離島センター 2006年
香川県直島　新旧文化と文明が交錯する島は、日本の縮図　/齋
藤 潤

しま 財団法人 日本離島センター 52(2) 98-107

日本緑化工学会 2006年
香川県直島における衛星データを用いた山火事前後の植生動態
評価 　/野々村 敦子・増田 拓朗・守屋 均

日本緑化工学会誌 日本緑化工学会 32(1) 3-8

美術手帖編集部 2006年
直島　アートの島で出会う人と暮らし、そして人生を見つめなおす
/藤田 千彩

美術手帖 株式会社 美術出版社 58(885) 94-101
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山と渓谷社 2006年 直島 地図帳　日本の島100 株式会社 山と渓谷社 128

香川県立文書館 2007年
近世から近代における直島葬祭礼儀と豆腐切手のメカニズム　/
秋山 照子

香川県立文書館紀要 香川県立文書館 11 11-24

香川大学 2007年
香川大学生による直島地域活性化プロジェクト～直島サテライト・
ラボテトリーを利用した地域活性化研究～　/古川 尚幸

平成18年度地域貢献推進経費による研究報告
書

香川大学 17-22

香川大学 2007年
ベネッセアートサイト直島の形成プロセスと秋元雄史氏　/津島 加
依子・山田 仁一郎・松岡 久美

Working Paper Series 香川大学 124 30p

香川大学　瀬戸内海島嶼研究会 2007年
世界で行くべき観光地　「直島アート」の島の魅力と住民意識　/宇
治 由紀恵

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

65-70

北川 建・関 太郎・高橋 衞・印南
敏秀・佐竹 昭・町 博光・三浦 正
幸

2007年 アワビの魔除け　/冨士川 仁 瀬戸内海事典 南々社 274-275

京阪神エルマガジン 2007年 ベネッセアートサイト直島×安藤忠雄　　香川県直島町 西の旅
株式会社 京阪神エルマガジン
社

13 4-7

主婦の友社 2007年 ベネッセアートサイト直島 大人が憧れる全国美術館ガイド 株式会社 主婦の友社 118

主婦の友社 2007年 地中美術館 大人が憧れる全国美術館ガイド 株式会社 主婦の友社 119

新潮社 2007年
この春はちょっぴりアート気分、直島・台湾での旅のおしゃれ全
開！

旅 株式会社 新潮社 81(4) 18-43

瀬戸内海環境保全協会 2007年 2006年の直島の様子　アートの島の変貌　/秋元 雄史 瀬戸内海
社団法人 瀬戸内海環境保全協
会

48 13-15

治山研究会 2007年
香川県直島町における林野火災跡地の森林復旧について　― 直
島グリーン大作戦　/和田 弘美

治山 治山研究会 52(6) 132-137

日経ホーム出版社 2007年
香川・自然と刺激に満ちたワンダーランド　「直島」でアートに浸る
休日

新・おとなの美術館 株式会社 日経ホーム出版社 5-9

日本経済研究所 2007年
直島を中心とした環瀬戸内海活性化の取り組みについて　/北川
フラム

日経研月報 一般財団法人 日本経済研究所 352 4-9

ランダムハウス講談社 2007年 エリア7中四国　(49)地中美術館・ベネッセアートサイト直島 ふたりで歩く美術館　神戸/大阪/その周辺　編
株式会社 ランダムハウス講談
社

122-123

安藤 忠雄 2008年 ベネッセハウスミュージアム 安藤忠雄の建築 TOTO出版 3 184-219

安藤 忠雄 2008年 地中美術館 安藤忠雄の建築 TOTO出版 3 376-399

エスクァイアマガジンジャパン 2008年 瀬戸内、アートに選ばれた島々。 エスクァイア日本版
株式会社 エスクァイアマガジン
ジャパン

22(5)

香川県広聴広報課 2008年 まち歩き楽しもう(10)直島歴史・アートめぐり THEかがわ　7月号 香川県広聴広報課 10-11

香川歴史学会 2008年
備中足守藩の「木下家文書」にみる小豆島・直島三ヶ島の延宝検
地史料　/徳山 久夫

香川史学 香川歴史学会 35 81-106

学士会 2008年 美術館だより 地中美術館　― 直島断想　/北川 フラム 学士会会報 社団法人 学士会 869 139-143

環境社会学会編集委員会 2008年
集合的記憶の形成を通じた住民による文化景観創造活動の展開
― 香川県直島を事例として　/宮本 結佳

環境社会学研究 株式会社 有斐閣 14 202-218

京阪神エルマガジン 2008年
アートのある町へ。いしいしんじの直島紀行。自然とアートが溶け
あう島（香川県・直島町）

西の旅
株式会社 京阪神エルマガジン
社

19

堺屋 太一 2008年 西の直島、東の越後　福武総一郎/術 対話　芸術のある国と暮らし 株式会社 実業之日本社 69-80

政界往来社 2008年
産業廃棄物のタレ流しや漁業権の買収…香川・直島に「三菱マテ
リアル」が残した爪痕　/殿村 啓輔

政界往来 株式会社 政界往来社 74(7) 14-17

政界往来社 2008年
直島諸島を核燃料廃棄物のゴミ箱に！？三菱マテリアルがひた
隠す“恐るべき策謀”　/殿村 啓輔

政界往来 株式会社 政界往来社 74(8) 14-17

田中 茂春 2008年 ニキ・ド・サンファル「会話」　直島町琴反地のベネッセハウス アートな散歩道　香川の野外彫刻53選 株式会社 美巧社 157-159

田中 茂春 2008年 草間彌生「南瓜」　直島町琴反地のベネッセハウス アートな散歩道　香川の野外彫刻53選 株式会社 美巧社 160-162

なかやま あきこ 2008年 ベネッセアートサイト直島 日本縦断　個性派美術館への旅 株式会社 小学館 112-115

なかやま あきこ 2008年 地中美術館 日本縦断　個性派美術館への旅 株式会社 小学館 116-117

日本交通公社 2008年 直島に見るアートが呼び覚ます地域の力と風景　/秋元 雄史 観光文化 財団法人 日本交通公社 32(3) 11-15

日本造園学会 2008年
過疎地域の越後妻有と瀬戸内直島における現代アートの特質に
関する風景論的考察　平成20年度日本造園学会全国大会研究発
表論文集(26)/西田 正憲

ランドスケープ研究 社団法人 日本造園学会 71(5) 785-790

日本緑化工学会 2008年
香川県直島に生育する樹木の葉の可燃性に関する基礎的研究
/野々村 敦子・増田 拓朗

日本緑化工学会誌 日本緑化工学会 34(1) 249-252
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福武学術文化振興財団 2008年
瀬戸内海の島々における地域資源を活用した地域活性化に関す
る実証的研究　― 香川県直島町を事例として　/古川 尚幸

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

61-64

文化情報学部機関誌委員会 2008年
博物館のサウンドスケープ・デザイン　ベネッセアートサイト直島
/加藤 修子

文化情報学 駿河台大学文化情報学部 15(1) 11-21

エコアイランドなおしま推進委員会 2009年 香川県直島における環境のまちづくりについて 都市清掃 社団法人 全国都市清掃会議 62(288) 131-137

香川経済研究所 2009年 地域レポート　今、直島がアツい！　/林 直美 調査月報 財団法人 香川経済研究所 271 8-17

建設コンサルタンツ協会 2009年
地方での独自性の発揮 現代アートがもたらした島の誇りとアイデ
ンティティー　香川県直島　/笠原 良二

Civil engineering consultant
社団法人 建設コンサルタンツ協
会

245 24-27

公明党 2009年 豊島の再生と直島の自立　/稲葉 光彦 公明 公明党機関紙委員会 48 68-73

新建築社 2009年

ベネッセアートサイト直島オフィス/本村ラウンジ＆アーカイブ　西
沢立衛建築設計事務所[含 英語文]＝Benesse Art Site Naoshima
Office/Honmura Lounge & Archive: Office of Ryue Nishizawa （リ
ノベーション、メタボリズム・ネクストへ）

JA 株式会社 新建築社 73 88-95

関 満博 2009年 香川県直島町　瀬戸内海のエコアイランドの展開　/西村 裕子 「エコタウン」が地域ブランドになる時代 株式会社 新評論 65-82

日経BP社 2009年
建築巡礼ポストモダン編　第10回　直島町役場（香川県）モザイ
ク・ジャパン　/磯 達雄

日経アーキテクチュア 株式会社 日経BP 912 76-79

日本地域開発センター 2009年
エコアイランド直島　「受け入れる島」で、住民が動き出す　/西村
裕子

地域開発
財団法人 日本地域開発セン
ター

536 36-39

年報編集委員会 2009年
香川県・直島の聞き取り調査　/土屋 房江・金田 すみれ・倉田 美
恵 他

福山市立女子短期大学研究教育公開センター年
報

福山市立女子短期大学研究教
育公開センター

6 63-70

美術手帖編集部 2009年
ART TRIP 麻生久美子さんと行く　瀬戸内海の楽園、直島・犬島の
旅

美術手帖 株式会社 美術出版社 61(921) 22-35

美術手帖編集部 2009年
大竹伸朗　直島銭湯「I ラヴ湯」　― 全体芸術作品としての銭湯
/浅田 彰

美術手帖 株式会社 美術出版社 61(931) 138-143

福武学術文化振興財団 2009年 豊島・直島ツアーキャンプ　/石川 知亜貴
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

89-91

文芸春秋 2009年 美食美術館(4)　ベネッセアートサイト直島　/山内 宏泰 文芸春秋 株式会社 文芸春秋 87(11) 237-241

星 瑠璃子 2009年 Ⅳ西日本　［闇］の中に［光］を求めて　地中美術館（香川県直島） 新　小さな美術館への旅 株式会社 二玄社 210-215

宮本 常一 2009年 昭和37年(1962)　直島（香川県）　11月12－14日
宮本常一が撮った昭和の情景　上巻　昭和30年
－昭和39年

株式会社 毎日新聞社 181

宮本 常一 2009年 昭和51年(1976)　瀬戸内海の島々（岡山県、香川県）　9月4－7日
宮本常一が撮った昭和の情景　下巻　昭和40年
－昭和55年

株式会社 毎日新聞社 186

Discover Japan 編集部 2010年
秘密の島旅　直島の地中でモネに会えるって、知っていますか？
地中美術館

Discover Japan 株式会社 枻出版社 2(4) 24-31

Discover Japan 編集部 2010年
秘密の島旅　美術館に泊まれるって知ってましたか？　ベネッセ
ハウス大解剖

Discover Japan 株式会社 枻出版社 2(4) 32-39

Discover Japan 編集部 2010年 秘密の島旅　瀬戸内のアートの聖地　直島の魅力とは？ Discover Japan 株式会社 枻出版社 2(4) 40-51

いしい しんじ 2010年 私の直島 遠い足の話 株式会社 新潮社 7-15

海風舎 2010年 瀬戸内の食と芸術の秋　「静」と「新旧」と「本物」に出会う 直島 島へ 株式会社 海風舎 56

香川大学教育学部地理学研究室 2010年
「国際」観光地の現状と課題　― 香川県直島町および京都市を事
例として　/秋山 知範

地理学研究
香川大学教育学部地理学研究
室

59 62-63

香川大学経済学部ツーリズム研
究会

2010年
第3章　観光のその先へ～直島に移住した若者への聞き取り調査
から～　/原 直行・小西 綾子

地域観光の文化と戦略
香川大学経済学部ツーリズム研
究会

45-63

香川大学経済研究所 2010年
瀬戸内海島嶼部における地域活性化の現状と課題　― 直島（香
川県香川郡直島町）を事例として　/古川 尚幸

香川大学経済論叢 香川大学経済学会 83(1・2) 89-98

香川大学瀬戸内圏研究センター 2010年
第3章　直島の事例にみるSNS上に流通する観光情報の類型化
/村越 友香・金 徳謙

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 53-76

加藤 庸二 2010年 直島 原色　日本島図鑑 株式会社 新星出版社 96-97

北川 フラム・瀬戸内国際芸術祭
実行委員会

2010年 直島
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) 36-57

新潮社 2010年
瀬戸内海小さな島の大きな宝5章　アートを探して　島めぐり　瀬戸
内国際芸術祭2010

芸術新潮 株式会社 新潮社 61(9) 74-87

草創の会 2010年 第2章　直島　アートの島に歴史あり 讃岐の島の歴史と物語 草創の会 3 34-48

湊文社 2010年
「なおしまハマチ」のこだわり　― 香川県香川郡直島町/直島漁業
協同組合　消費者への情報発信、しなやかな飼料設計

アクアネット 有限会社 湊文社 13(8) 10-13
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「大学教育」編集委員会 2010年
現代アートを活用した地域の再生・創造に関する研究　― 直島
アートプロジェクトを事例として　/長畑 実・枝廣 可奈子

大学教育 山口大学大学教育機構 7 131-143

高松市広報課 2010年
瀬戸内国際芸術祭2010　会場となる島々の紹介　直島：現代アー
トの楽園

広報たかまつ 高松市広報課 1428 7

地理科学学会 2010年 香川県直島にみる観光者行動の類型化　/村越 友香・金 徳謙 地理科学 地理科学学会 65(2) 145

日経BP社 2010年
サービスと科学の融合で人類の未来を切り開く　「直島ワーク
ショップ」から　/矢野 和男・広瀬 佳生・竹内 健 他

日経エレクトロニクス 株式会社 日経BP 1036 65-75

三重大学人文学部考古学・日本
史研究室

2010年 直島における崇徳院伝承　/山田 雄司 三重大史学
三重大学人文学部考古学・日本
史研究室

10 1-22

美術手帖編集部 2010年
見どころ作品を一挙紹介！　直島、豊島、小豆島、男木島、女木
島、犬島、大島　/新川 貴詩・小西 智都子

美術手帖 株式会社 美術出版社 62 28-49

福武学術文化振興財団 2010年 瀬戸内国際芸術祭記念　直島女文楽公演　/成田 和栄
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

52-53

古川 尚幸 2010年 ーーー
素顔の直島 ～直島の現状と直島プロジェクトの
歩み～

香川大学経済学部 18p

山口 裕美 2010年 第2章　現代アートの新名所　現代アートの島　香川県・直島 観光アート 株式会社 光文社 65-81

香川大学 2011年
ケース・護王神社の再生とベネッセアートサイト直島　― 地域コ
ミュニティにおける家プロジェクト　/尾崎 美紀・山田 仁一郎・松岡
久美

Working Paper Series 香川大学 166 53p

香川大学瀬戸内圏研究センター 2011年 稲田ゼミ　直島の本当の魅力とは　/佐藤 遥菜 島へ行こうよ 株式会社 美巧社 100-103

香川大学瀬戸内圏研究センター 2011年 金ゼミ　直島における観光者行動調査と地域振興　/菅井 浩文 島へ行こうよ 株式会社 美巧社 273-294

香川大学瀬戸内圏研究センター 2011年 金ゼミ　直島と犬島にみる観光地形成過程　/佐藤 彩 島へ行こうよ 株式会社 美巧社 295-325

香川大学瀬戸内圏研究センター 2011年 金ゼミ　観光者行動の類型化　/福家 美佐紀 島へ行こうよ 株式会社 美巧社 326-341

香川大学瀬戸内圏研究センター 2011年 金ゼミ　観光者行動の類型化　― 直島を事例に ―　/小原 有加 島へ行こうよ 株式会社 美巧社 342-355

宮本 常一 2011年 四国　直島の女文楽 宮本常一　旅の手帖〈ふるさとの栞〉 株式会社 八坂書房 156-158


