
別紙平成30年度　離島留学実施地域一覧 平成29年10月１日現在
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新潟県 粟島浦村 粟島 しおかぜ留学 粟島浦小中学校 全国・小5～中3 ②合宿型 例年10月末～12月上旬 http://www.vill.awashimaura.lg.jp/ 粟島浦村教育委員会
0254-55-2114

粟島では、「豊かな自然の力」「島の暮らしによる地域の力」そして「粟島馬に頼る命の教育の力」の３つの力によって、子どもたちがのびのびと育ち、「生きるチカラ」を育むことを目指しています。

三重県 鳥羽市 答志島 寝屋子の島留学 鳥羽市立答志小学校
鳥羽市立答志中学校 全国・小１～中３ ①里親型　③親子型

④孫もどし型
10月～12月15日（金）
平成29年12月に面接実施 https://www.city.toba.mie.jp

「寝屋子の島留学実施委員会」事務局
（鳥羽市教育員会 学校教育課）
0599-25-1265

答志島の豊かな自然環境を活用した自然体験(わかめ養殖、藻場再生、磯観察等)や島民とのふれあい活動(干物作り、市場見学、島民運動会等)、少人数教育、学校給食(地域食材)等を通じて、生きる力を育成します。

島根県 海士町 隠岐諸島、中ノ島 海士町親子島留学 海士・福井の各小学校、
海士中学校

平成30年度に小学校1年生～
中学校2年生である児童生徒と
その保護者

③親子型
平成30年4月1日～平成31年3
月31日まで

平成29年11月20日（月）必着
https://ama-
oyakoshimaryugaku.amebaownd.com
/pages/1005131/outline

海士町教育委員会　教育総務課
08514-2-1222

海士町の地域と学校のもつ魅力を最大限に活かしながら、『自立・挑戦・交流』に共感する親子を『ないものはない島での親子全力チャレンジ』というコンセプトで募集し、海士町がその挑戦を応援・サポートします。
島根県 知夫村 知夫里島 知夫里島　島留学 知夫村立知夫小中学校 全国・小5～中3 ②合宿型 例年6月末～12月上旬 http://www.vill.chibu.lg.jp/gyosei/life

/needs/needs03/77
知夫村教育委員会
08514-8-2301

人口600人の小さな島であることを生かし島民みんなで家族のように留学生を島の子供として育てます。また、少人数教育を生かし、人を思いやる力等を身につけていきます。

島根県 西ノ島町 西ノ島 西ノ島しまっこ留学 西ノ島町立西ノ島小学校
・西ノ島中学校 全国小１～中2 ③親子型 随時（年間3組程度）

http://www.town.nishinoshima.shima
ne.jp/bunya/b_kyoiku-
bunka/b_gakko/

西ノ島町教育委員会 総務教育係
08514-6-0171

隠岐・西ノ島の豊かな自然環境のなかで、健やかにのびのびと学習することを希望する島外の親子の方々を対象に募集します。しごと・くらし体験随時募集中！

福岡県 宗像市 地島 漁村留学 地島小学校 全国・小４～６ ②合宿型 例年10月～12月
1月に面接実施

「地島校区漁村留学を育てる会」事務局（な
ぎさの家）  0940-62-3394
宗像市立地島小学校（教頭）
 0940-62-1171

地域・ＰＴＡ・学校とともに、地島山笠、櫓漕ぎ体験、全島大運動会などの島ならではの行事のほか、自然体験・社会体験（魚釣り、魚さばき、島民宅へのホームステイ等地域交流等）を行っています。
長崎県 対馬市 対馬島 島っこ留学 西小学校・西部中学校 全国・小３～中３ ①里親型 10月～翌年１月 http://www.shimakko.net 対馬市教育委員会総務課

0920-88-2000
対馬特有の自然環境及び歴史文化、国際交流の中で豊かな学びと地域における体験活動を通じて、学力だけでなく人の繋がりの大切さを身につけていきます。
長崎県 小値賀町 小値賀島 ふるさと留学 小値賀小学校・中学校 全国・小１～小６、中１～中３ ①里親型　　　　③親子型 通年 小値賀町役場総務課

0959-56-3111
平成２９年度モニターとして２家族受入を予定している。島暮らしを体験しながら、小中高一貫教育を受けいれることが出来る。
長崎県 新上五島町 中通島 くらしの学校「えん」しま留学 北魚目小学校 全国・小４～６ ①里親型 8月～11月 http://salt99.com くらしの学校「えん」

0959-55-2707
豊かな自然体験、環境学習、農漁業体験を一年を通して生活の中で行うことで、心身ともに健康で力強い児童を育てます。人や自然の縁に感謝しながら、心に太い根っこを育てるきっかけ・機会を用意しています。
長崎県 五島市 久賀島 しま留学生受入事業 久賀島の小・中学校 全国・小３～中３ ①里親型 ６月～１１月 http://www.city.goto.nagasaki.jp 五島市教育委員会

0959-72-7801
久賀島にはコンビニもゲームセンターもありませんが、本当の自由な時間が流れています。豊かな自然と歴史・世界遺産候補のあるこの島で、小中併設の利点を生かしたきめ細かい教育を受けてみませんか。
長崎県 五島市 奈留島 しま留学生受入事業 奈留島の小・中学校 全国・小３～中３ ①里親型 ６月～１１月 http://www.city.goto.nagasaki.jp 五島市教育委員会

0959-72-7801
奈留島にはコンビニもゲームセンターもありませんが、本当の自由な時間が流れています。豊かな自然と歴史・世界遺産候補のあるこの島で、小中併設の利点を生かしたきめ細かい教育を受けてみませんか。

鹿児島県 薩摩川内市 鹿島地域
（甑島） ウミネコ留学 鹿島小学校 全国・小１～小６ ①里親型　③親子型

④孫もどし型 例年７月～翌年１月
ウミネコ留学制度実施委員会
（下甑島教育課鹿島地域駐在）
09969-4-2524

地元の子どもたちと一緒に行う天草採り、ウミネコの餌付けや漁師さんの指導による定置網漁などの海洋型体験が実施されている。男女、学年関係なく仲良しで、活力ある地域づくりのためにも留学生は欠かせない。

鹿児島県 西之表市 種子島 種子島しおさい留学
西之表市内の小学校
（榕城小学校及び下西小学校を除
く）

全国・小2～小6 ①里親型 8月～翌年1月
http://www.city.nishinoomote.lg.jp/a
dmin/soshiki/kyouikuiinkai/kyouikuka
/shidouka/2982.html

西之表市教育委員会
0997-22-1111

豊かな自然と人情味あふれる環境の中で、小規模校の特色を生かした教育活動や体験活動を通して「生きる力」を育み、種子島の美しい海や宇宙を身近に感じながら、地元の子どもや地域との交流を深めることができます。
鹿児島県 屋久島町 屋久島 かめんこ留学 屋久島町立永田小学校 全国：小３～小６ ①里親型　　　　③親子型 8月1日　　　～10月31日

12月7日　　　～1月31日 http://blog.canpan.info/nagata-es 屋久島町山海留学実行委員会（屋久島町
教育委員会内）0997-43-5900（代表）

かめんこ留学は、ウミガメ産卵地日本一を誇る「いなか浜」を有する永田校区にあります。手作りいかだレースなども体験でき、ウミガメのように「いつかまた永田を訪ねたい」、そんな気持ちになる留学ができます。
鹿児島県 屋久島町 屋久島 まんてん留学 屋久島町立栗生小学校 全国：小１～小６ ①里親型　　　　③親子型 8月1日　　　～10月31日

12月7日　　　～1月31日
http://www.yakushima-
town.jp/kurio-es/

屋久島町山海留学実行委員会（屋久島町
教育委員会内）0997-43-5900（代表）

まんてん留学は、屋久島の南西部、海・山・川と三拍子揃った素晴らしい自然に恵まれた栗生校区にあります。近くには迫力満点の「大川の滝」や海水浴場もあり、塚崎タイドプールでは海の生物の観察もできます。

注１）本表に掲載されている離島以外でも、離島留学を実施している離島はございます。
注２）受入体制の類型：①里親型（島の里親のもとから留学）　　②合宿型（島の寮などから通学）
　　　　　　　　　　　　　　    ③親子型（親子で島に移住して通学）　④孫もどし型（島の祖父母宅から通学)
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※本資料は都道県・市町村からの提供情報をまとめたものです。詳細については、各実施主体にお問い合わせください。
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注１）本表に掲載されている離島以外でも、離島留学を実施している離島はございます。
注２）受入体制の類型：①里親型（島の里親のもとから留学）　　②合宿型（島の寮などから通学）
　　　　　　　　　　　　　　    ③親子型（親子で島に移住して通学）　④孫もどし型（島の祖父母宅から通学)

鹿児島県 屋久島町 屋久島 じょうもん留学 屋久島町立八幡小学校 全国：小１～小６ ①里親型　　　　③親子型 8月1日　　　～10月31日
12月7日　　　～1月31日

http://www.yakushima-
town.jp/hachiman-es

屋久島町山海留学実行委員会（屋久島町
教育委員会内）0997-43-5900（代表）

じょうもん留学は、屋久島の南部、温暖な気候に恵まれた八幡校区にあります。豊かな自然を活かした「パークレンジャー体験」などにも参加できます。近くには干潮時だけ入ることができる「平内海中温泉」があります。
鹿児島県 屋久島町 屋久島 黒潮留学 屋久島町立一湊小学校 全国：小１～小６ ③親子型 8月1日　　　～10月31日

12月7日　　　～1月31日 http://blog.canpan.info/issoshoublog/ 屋久島町山海留学実行委員会（屋久島町
教育委員会内）0997-43-5900（代表）

黒潮留学は、屋久島の北部に位置した港町、一湊校区にあります。近くに海水浴場もあり、オープンウォータースイミング大会も開催されます。新設の留学制度ですが、地域で家族留学を見守ります。集まれ、元気っ子！
鹿児島県 屋久島町 屋久島 南海ひょうたん島留学 屋久島町立金岳小学校

・金岳中学校 全国：小１～小６及び中学生 ①里親型　　　　③親子型 8月1日　　　～11月30日
12月7日　　　～1月31日

www.yakushioma-
town.jp/kanagadake-ejs

屋久島町山海留学実行委員会（屋久島町
教育委員会内）0997-43-5900（代表）

南海ひょうたん島留学は、屋久島の北西約１２ｋｍにあるひょうたんの形をした火山島、口永良部島にあります。家族のような島民に囲まれ、大自然に学ぶかけがえのない日々。一生の思い出に残る体験ができます。
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北海道 北海道 奥尻島 島留学 北海道奥尻高等学校 全国（高1）
編入学なし ②合宿型 入学試験　毎年3月に実施 http://www.town.okushiri.lg.jp/highs

chool/

奥尻町教育委員会
01397-2-3890
奥尻高等学校
01397-2-2354

「まなびじま奥尻」を掲げ、島全体が学びの材料ととらえ、地域課題の解決を探る、まちおこしワークショップや、海の保全を考えるスクーバ授業等、他地域では経験できない取り組みを通して、生徒の可能性を広げます。

東京都 神津島村 神津島 ホームステイ事業 神津高校
転入の場合は東京都に住民票
のある高校１年～高校３年生
（実際は中学3年生の段階で決定し、
入学時に住民票を移動している）

②合宿型 毎年２月～３月 http://vill.kouzushima.tokyo.jp/ 神津島村教育委員会
04992-8-1222

花の百名山に選出された天上山のハイキング、大物も狙えるフィッシング、青い海でのシュノーケリング等、大自然を体験しつつ、男性は学生寮で個室完備、女性は民宿に下宿し安心安全に生活できるようになっています。
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・
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広島県 大崎上島町 大崎上島 大崎海星高等学校生徒全国
募集 広島県立大崎海星高等学校 全国・高1 ②合宿型

■説明会
　東京、大阪で生徒全国募集説
明会を年数回行っています。
■高校見学ツアー
　希望者を募り、8月に親子で高
校見学ツアーを実施します。
■入学試験
　毎年2月～3月

http://www.osakikaisei-
h.hiroshimac.ed.jp/zenkoku.html

広島県立大崎海星高等学校
（0846-64-3535）

 地域学習「大崎上島学」を通じた、地域課題発見解決型キャリア教育で地域に貢献する人材の育成・公営塾の設置し、学力向上だけでなく生徒の進路に沿った指導を行う。

長崎県 壱岐市 壱岐島 離島留学 長崎県立壱岐高等学校 全国・高１ ①里親型

■募集期間
（例年1月中旬～1週間程度）
H30.1.18～H30.1.24
■面接日（例年2月上旬）
H30.2.6

http://www2.news.ed.jp/section/iki-
h/

長崎県立壱岐高等学校
0920－47－0081

歴史と中国語を専門的に学べるコースがあり、全国から集った離島留学生がホームステイをしながら学んでいる。学芸員による授業、島内外の歴史巡検、中国人講師による授業、上海語学研修など、特色ある取組を行っている。

長崎県 対馬市 対馬 離島留学 長崎県立対馬高等学校 全国・高１ ①里親型

■募集期間
（例年1月中旬～1週間程度）
H30.1.18～H30.1.24
■面接日（例年2月上旬）
H30.2.6

http://www2.news.ed.jp/section/tsus
hima-h/

長崎県立対馬高等学校
0920-52-1114

韓国人講師の授業や韓国研修で本物の韓国語を学び、国際交流の場で活躍できる人材育成を目指します。

長崎県 五島市 五島列島 離島留学 長崎県立五島高等学校 全国・高１ ②合宿型

■募集期間
（例年1月中旬～1週間程度）
H30.1.18～H30.1.24
■面接日（例年2月上旬）
H30.2.6

http://www2.news.ed.jp/section/goto
-h/

長崎県立五島高等学校
0959-72-3505

陸上・柔道・剣道で自らを成長させ、将来スポーツ界での活躍や指導者を目指します。
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※本資料は都道県・市町村からの提供情報をまとめたものです。詳細については、各実施主体にお問い合わせください。


