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学校：平成28年度現在、留学制度のある学校
生徒：平成28年5月1日現在の児童・生徒数
　　　（留学生／全校生）
開始：離島留学事業を開始した年度（延べ留学生数）
対象：留学生の募集対象地域、対象学年
期間：留学の期間
留学：①里親型：島の里親のもとから通学
　　　②合宿型：島の寮（合宿所など）から通学
　　　③親子型：親子で島に移住して通学
定員：留学生の受け入れ定員
募集：留学生募集の時期、留学までの流れなど
費用：留学生の保護者が里親や寮へ支払う費用
助成：自治体による里親や保護者への補助など
特徴：特徴的な授業や島ならではの体験など
窓口：問い合わせ先

「離島留学」「離島通学」
実施小・中学校とその概要

本欄では、平成28年度に「離島留学」と「離島通学」の制度
がある小・中学校、および29年度から同制度を実施予定の
小・中学校（本誌編集部調べ）について、その概要を紹介する。

学校：粟島浦小・中学校
生徒：小学生4人／ 12人、中学生6人／ 13人
開始：平成25年度
対象：全国／小5 ～中3
期間：1年間（継続歓迎）
留学：合宿型（しおかぜ寮）
定員：10名
募集：東京・新潟などで説明会
費用：4.7万円／月

預かり金1万円／月
助成：なし
特徴：粟島馬の世話・乗馬

村営（オンライン）塾開講（地方創生加速化
交付金を活用）

窓口：粟島浦村教育委員会　0254-55-2114

新潟県粟島浦村　粟
あ わ

島
し ま

「しおかぜ留学」

【凡例】

学校：地島小学校
生徒： 5人／ 12人
開始：平成15年度（延べ78人）
対象：全国／小4 ～小6
期間： 1年間（継続可）
留学：合宿型（なぎさの家）
定員： 5 ～ 6名
募集：10月～ 12月、応募者への説明会（1月）
費用： 4万円／月、預かり金3.5万円／学期
助成：なし
特徴：体験活動（櫓こぎ・魚釣り・魚捌き）

地域行事（山笠・椿祭り）への参加 
自立心を高める仕事分担

窓口：「地島校区漁村留学を育てる会」事務局　 
（なぎさの家）　0940-62-3394

福岡県宗像市　地
じ の

島
し ま

「漁村留学」

　全国の児童・生徒が離島に住民票を移し、
１年単位で離島の学校に通学する制度。小・
中学校への留学は、新潟県佐渡島（合宿形式
で小村小・羽茂中に通学、昭和61年度～平成
22年度）や、愛媛県野忽那島（里親のもとから
野忽那小に通学、昭和63年度～平成20年度）
にはじまり、以降全国の離島へ広まった。近年
は、里親の減少により寮（合宿所）を設置する
ケースや、親子による留学もみられる。
　平成28年度、同制度をもつ小・中学校は、
5県20市町村27島の小学校52校と中学校30
校。
※❶～❽は、特集記事参照

❶（→P.32）
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学校：岩岡小学校
生徒： 5人／ 25人
開始：平成11年度
対象：全国／小1 ～小6
期間： 1年間（継続可）
留学：里親型
定員： 5名
募集：随時、12月末締切
費用： 3万円／月
助成：実施委員会を通じて里親へ3万円／月
特徴：ウミガメ放流体験

屋久島旅行
窓口：中種子町教育委員会　0997-27-1111

学校：鹿島小学校
生徒： 7人／ 18人
開始：平成8年度（延べ228人）
対象：全国／小1 ～小6
期間： 1年間

（継続可。小学校から中学校への進学も可）
留学：里親・親子型（孫戻し留学あり）
定員：13名（里親の状況による）
募集：例年7月～翌1月
費用： 3万円／月（里親型）
助成：里親型は里親へ一人あたり3万円／月

親子型は一人あたり3万円／月（鹿児島県
特定離島ふるさとおこし推進事業を活用）

特徴：ウミネコの餌付け、海での体験学習
窓口：ウミネコ留学制度実施委員会　

09969-4-2211

学校：永田・栗生・八幡の各小学校（屋久島）
金岳小・中学校（口永良部島）

生徒：14人／ 125人（全校計）
開始：平成8年度
対象：全国／小1 ～小6、金岳中学校のみ中1 ～中3
期間： 1年間（継続可）
留学：里親・親子型（孫戻し留学あり）
定員：20名程度
募集：面談（11・12月）
費用：小学生4万円／月、中学生5万円／月（里親型）
助成：里親型は3万円／月、親子型は第1子3万円、

第2子以降1万円／月
特徴：屋久島型ESD（持続可能な開発のための教

育）にて地域の文化・芸能・自然を研究
窓口：屋久島町山海留学実行委員会事務局　
　　　（屋久島町教育委員会内）0997-43-5900

学校：茎南・島間・大川・長谷・花峰・西野・平山
の各小学校

生徒：32人／ 131人（全校計）
開始：平成8年度（延べ約600人）
対象：全国／小2 ～小6
期間： 1年間（原則）
留学：里親型
定員：上限50名
募集： 9月～ 10月
費用： 4万円／月
助成：里親へ4万円／月
特徴：宇宙航空研究開発機構（JAXA）の講演

ウミガメ孵化体験（茎南・西野・花峰小）
窓口：南種子町教育委員会　0997-26-1111
※ 29年度より親子型・親戚型留学も受け入れ開始。

対象は小1 ～小6。

学校：上西・国上・伊関・安納・現和・安城・
古田・住吉の各小学校

生徒： 6人／ 867人（全校計）
開始：平成26年度（延べ12人）
対象：全国／小2 ～小6
期間： 1年間（継続可）
留学：里親型（孫戻し留学あり）
定員：なし（里親の状況による）
募集： 8月～翌1月
費用： 3万円／月
助成：里親へ4万円／月
特徴：自然・社会体験

宇宙航空研究開発機構（JAXA）の講演など
窓口：西之表市教育委員会　0997-22-1111

学校：久賀小・中学校
生徒：小学生2人／ 8人、中学生1人／ 5人
開始：平成28年度
対象：全国／小3 ～中3
期間： 1年間（継続可）
留学：里親型
定員： 5名（平成29年度）
募集：第1回締切（11月末）、第2回締切（2月末）
費用： 3万円／月、その他小学生1万円弱、中学生

1.9万円弱／月、保険料約2.5万円／年
助成：里親へ6万円／月、帰省費補助（年2往復）
特徴：きめ細やかな指導

英語指導（小・中併設校のため）、俳句活動 
地域の方々との交流

窓口：五島市教育委員会　0959-72-7801

鹿児島県中種子町　種子島「たねがしま留学」

鹿児島県薩摩川内市　下
し も

甑
こしき

島
じ ま

「ウミネコ留学」

鹿児島県屋久島町　屋久島・口
くちのえ

永良
ら

部
ぶ

島
じま

「屋久島町山海留学」 鹿児島県南種子町　種子島「宇宙留学」

鹿児島県西之表市　種
たね

子
が

島
しま

「種子島しおさい留学」

長崎県五島市　久
ひ さ

賀
か

島
じ ま

「しま留学」

❹（→P.49）
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学校：薩川・西阿室・伊子茂・諸鈍・秋徳・俵の
各小・中学校（加計呂麻島）、池地小・中学
校（請島）、与路小・中学校（与路島）

生徒：小学生16人／ 40人
中学生4人／ 16人（ともに全校計）

開始：平成24年度
対象：全国／小1 ～中3
期間：1年間以上
留学：親子型
定員：空き家の状況による
募集：随時／東京などでの説明会
費用：なし
助成：一人あたり3万円／月、1.1万円／月を上限

に家賃半額補助（最初の1年間のみ）
特徴：海での水泳授業、島唄、地域行事への参加
窓口：瀬戸内町教育委員会　0997-72-0113

学校：口之島・中之島・平島・諏訪之瀬島・悪石
島・小宝島・宝島の各小・中学校

生徒：小学生9人／ 66人、中学生8人／ 28人
（ともに全校計）

開始：平成3年度（延べ274人）
対象：全国／小1 ～中3
期間：1年間（継続可）
留学：里親型
定員：20名程度（里親の状況による）
募集：通年
費用：小学生2.3万円／月、中学生2.5万円／月
助成：里親へ6万円／月

（離島活性化交付金を活用）
特徴：村内全学校での修学旅行、テレビ会議シス

テムによる合同授業、島内行事への参加
窓口：十島村教育委員会　099-227-9771

学校：三島・竹島・大里・片泊の各小・中学校
生徒：15人／ 60人（全校計）
開始：平成9年度（延べ313人）
対象：全国／小4 ～中3
期間：1年間（継続可）
留学：里親型
定員：15名
募集：通年（定員を満たすまで募集）

東京で説明会、現地見学
費用：2.5万円／月
助成：里親へ6.5万円／月（地方創生交付金を活用）
特徴：マンツーマン授業、インターネット授業

本土での職場体験
窓口：三島村教育委員会　099-222-3141

学校：与路小・中学校
生徒：小学生3人／ 7人、中学生0人／ 1人
開始：平成27年度
対象：全国／小1 ～中3
期間： 1年間（継続可）
留学：合宿型（与路グリーンハウス）
定員：若干名
募集：随時／東京などでの説明会、ノエビアHP、

体験留学、面談
費用： 3万円／月
助成：寮母（里親）へ4万円／月
特徴：板つけ船体験

シーカヤック 
島唄・三線

窓口：瀬戸内町教育委員会　0997-72-0113

学校：阿室・名柄の各小・中学校
生徒：14人／ 30人（全校計）
開始：平成22年度（延べ36人）
対象：全国／小1 ～中3
期間：1年間以上
留学：親子型
定員：空き家の状況による
募集：通年／体験留学
費用：なし
助成：一人あたり3万円／月、7,500円／月を上限

に家賃半額補助（最初の1年間のみ）
特徴：海での水泳授業、シーカヤック

島唄・三線 
創造アイデアロボットコンテスト（名柄中）

窓口：宇検村教育委員会　0997-67-2261

学校：今里小学校（条件付きで大和中学校）
生徒：小学生12人／ 13人、中学生1人／ 43人
開始：平成25年度
対象：全国／小1 ～小6
　　　（弟妹に小学生がいる場合、中学生も可）
期間：1年間以上
留学：親子型
定員：空き家の状況による
募集：現在は募集なし／体験入学
費用：なし
助成：一人あたり5万円
特徴：地域行事などへの参加
窓口：大和村総務企画課　0997-57-2111

鹿児島県瀬戸内町　加
か

計
け

呂
ろ

麻
ま

島
じま

・請
うけ

島
じま

・与
よ

路
ろ

島
じま

「にほんの里加計呂麻留学」

鹿児島県十島村　吐
と

噶
か

喇
ら

列島「山海留学」 鹿児島県三島村　竹島・硫黄島・黒島「しおかぜ留学」

鹿児島県瀬戸内町　与路島「海の子留学」

鹿児島県宇検村　奄美大島「親子山村留学」 鹿児島県大和村　奄美大島「今里小学校留学」※現在募集　を休止中

❺（→P.53）❻（→P.58）

❼（→P.62）
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学校：渡嘉敷小・中学校、阿波連小学校
生徒：小学生2人／ 55人（全校計）

中学生4人／ 18人
開始：平成28年度（延べ6人）
対象：全国／小5 ～中2
期間： 1年間（継続可）
留学：里親型
定員： 8名
募集：10月～
費用： 6.3万円／月、施設費として初年度5万円、

継続の場合2.5万円
助成：里親へ2.7万円／月
特徴：離れ島への遠泳

村営塾（オンライン塾）
窓口：渡嘉敷村教育委員会　098-987-2120

学校：与論中学校
生徒： 0人／ 165人
開始：平成27年度
対象：全国／中1 ～中3
期間：中高一貫校のため、原則与論高校まで在学
留学：里親・親子型

（生徒単独による借家からの通学可）
定員：規定なし
募集：随時／体験留学
費用： 4万円／月（里親型）
助成：里親型は里親へ3万円／月（弟妹は、2人目2

万円、3人目より1万円）、親子型は2万円／
月を上限に家賃半額補助。留学生には1年
間通学後に1回帰省費用として3万円支給

特徴：キャリア教育・選択制郷土学習、交流体験
地域活動への参加

窓口：与論町教育委員会　0997-97-2441

学校：手々小・中学校
生徒：小学生1人／ 7人、中学生1人／ 4人
開始：平成8年度
対象：全国／小1 ～中2
期間： 1年間（継続可）
留学：里親型
定員： 1、2名
募集：例年1月
費用： 3.2万円／月
助成：里親へ3.5万円／月
特徴：島唄・三線教室

地域の伝統行事 
ふれあい体験活動 
スキューバダイビング体験

窓口：徳之島町教育委員会　0997-82-1308

学校：慶留間小・中学校
生徒：小学生2人／ 10人、中学生4人／ 6人
開始：平成26年度（延べ13人）
対象：全国／小4 ～中2
期間： 1年間（継続可）
留学：合宿型（古民家「一進館」）
定員： 6 ～ 8名
募集：10月説明会、体験留学

2月選考（学力テスト・小論文・面接）
費用：132万円／年（小学生）、144万円／年（中学生）、

その他施設費10万円／年、預かり金10万円
助成：なし
特徴：個別目標を設定した年間プログラム、個別

通信教育（必修）、野外・環境教育（国士舘
大学主催の野外教育プログラムとの連携）

窓口：慶留間島留学制度　098-987-3006

学校：久高中学校
生徒： 3人／ 10人
開始：平成13年度
対象：全国／中1 ～中3
期間： 1年間（継続可）
留学：合宿型（久高島留学センター）
定員：15名程度
募集：随時／体験宿泊、面談
費用：施設費5万円（初年度のみ）

8万円／月（給食費含む） 
その他預かり金2万円

助成：なし
特徴：地域伝統文化学習や自然環境学習

島内行事への参加
窓口：久高島留学センター　098-852-6323

学校：西阿木名小学校三京分校
生徒： 0人／ 4人
開始：平成16年度
対象：全国／小1 ～小6
期間： 1年間（継続可）
留学：里親・親子型
定員：里親や空き家の状況による
募集：随時
費用：個別に契約
助成：里親型は一人あたり4万円／月

親子型は一人あたり1万円／月に加え家賃
補助3万円／月（家賃の2/3を上限）

特徴：三線教室
地域伝統文化学習・自然環境学習 
島内行事への参加

窓口：天城町教育委員会　0997-85-5226

沖縄県渡嘉敷村　渡嘉敷島「島体験留学」

鹿児島県与論町　与論島「島留学」

鹿児島県徳之島町　徳之島「手
て

々
て

小・中学校ふるさと留学」

沖縄県座間味村　慶
げ

留
る

間
ま

島
じま

「慶留間島留学制度」

沖縄県南城市　久高島「山村留学」

鹿児島県天城町　徳之島「山海留学」

❽（→P.67）
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学校：知夫小・中学校
生徒：全校児童・生徒36人
対象：全国／小5 ～中3
期間：1年間（継続可）
留学：合宿型
定員：8名
募集：島留学体感ツアー（8月）

学校見学・相談会（島内）、面接
費用：4.3万円／月（小学生）、4.5万円／月（中

学生）、その他諸経費1万～ 2万円
助成：修学旅行費無料など
特徴：島前3島間の交流、村民運動会・発表会

島前高校や大学生との交流、遠隔授業 
魚捌き体験

窓口：知夫村教育委員会　08514-8-2301

学校：鳩間小・中学校
生徒：小学生0人／ 2人、中学生0人／ 1人
開始：昭和58年頃
対象：全国／個別に問い合わせ
期間：個別に問い合わせ
留学：里親型
定員：個別に問い合わせ
募集：個別に問い合わせ
費用：個別に問い合わせ
助成：なし
特徴： ICT機器活用授業

オンライン塾
窓口：竹富町教育委員会　0980-82-6191

学校：北魚目小学校
生徒：全校児童31人
対象：全国／小4 ～小6
期間： 1年間（継続可）
留学：里親型

（くらしの学校「えん」代表宅に寄宿）
定員： 3名程度
募集：体験留学（8月～）、面接
費用： 7万円／月

契約時納入金10万円（初年度）
助成：なし
特徴：農業・漁業の体験、自然海塩づくり

地域散策、漁協と連携した定置網体験や
ワカメ採り体験

窓口：くらしの学校「えん」　0959-55-2707

学校：奈留小・中学校
生徒：全校児童・生徒63人
対象：全国／小3 ～中3
期間： 1年間（継続可）
留学：里親型
定員： 3名程度
募集：第1回締切（11月末）、第2回締切（2月末）
費用： 3万円／月、その他小学生1万円弱、中学

生1.9万円弱／月、保険料約2.5万円／年
助成：里親へ6万円／月、帰省費補助（年2往復）
特徴：豊かな自然、さまざまな体験活動

隣接する県立高校も含めた小・中・高
一貫教育の実施 
小学校における中学英語の先取り学習

窓口：五島市教育委員会　0959-72-7801

島根県知夫村　知
ち

夫
ぶ

里
り

島
じ ま

「島留学」

沖縄県竹富町　鳩間島

長崎県新上五島町　中
な か

通
どおり

島
じ ま

「山村留学」

長崎県五島市　奈留島「しま留学」

学校：西ノ島小・中学校
生徒：全校児童・生徒147人
対象：全国／小1 ～中3
期間：規定なし
留学：親子型
定員：規定なし
募集：個別に問い合わせ
費用：個別に問い合わせ
助成：個別に問い合わせ
特徴：海と山での体験活動、ふるさと教育

姉妹校のある鳥取県江府町との交流
（スキー）、小中一体型校舎（新築）

窓口：西ノ島町教育委員会　08514-6-0171

島根県西ノ島町　西ノ島「しまっこ留学」

学校：海士・福井の各小学校、海士中学校
生徒：全校児童・生徒131人
対象：全国／小1 ～中2
期間： 1年間（継続可）
留学：親子型
定員： 1組程度
募集：個別に問い合わせ
費用：個別に問い合わせ
助成：なし
特徴：ふるさとキャリア教育

保育園から高校までの連携
窓口：海士町教育委員会　08514-2-1222

島根県海士町　中ノ島

平成29年度より実施予定

平成29年度より事業開始（現在募集中）
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学校：白石・北木・真鍋の各小学校
生徒： 0人／ 21人（全校計）
開始：平成15年度
対象：笠岡市内／小1 ～小6
期間： 1年間以上
通学：定期船
定員：なし
募集：12・1月
助成：定期船代半額補助
特徴：島民運動会

伝統芸能の継承体験
窓口：笠岡市教育委員会　0865-69-2152

学校：佐久島小・中学校
生徒：小学生8人／ 16人、中学生3人／ 11人
開始：平成15年度
対象：西尾市内／小3 ～中2
期間： 1年間以上
通学：定期船（本土乗船場まで要送迎）
定員：島内外合わせて1学年4名上限（変動あり）
募集：説明会・体験入学（12月）
助成：定期船代全額補助

荒天で島に宿泊する場合の費用補助
特徴：島民運動会

佐久島太鼓 
アマモ再生活動

窓口：西尾市教育委員会　0563-56-2111

学校：沖島小学校
生徒：12人／ 14人
開始：平成24年度（平成20年度より試行）
対象：近江八幡市内／小1 ～小6
期間：小学校卒業まで
通学：定期船

（本土乗船場までコミュニティバスあり）
定員：なし
募集：オープンスクール（6・10月）、個別見学可
助成：定期船代・バス代全額補助
特徴：琵琶湖での水泳授業、鮒寿司づくり

沖島太鼓、定期船での避難訓練 
特産品開発事業 

「うみやまかわ新聞」の制作
窓口：近江八幡市教育委員会　0748-36-5531

学校：浦戸小中学校
生徒：小学生16人/17人、中学生18人/19人
開始：平成17年度
対象：塩竈市内（通学可能であれば市外も可）

小1 ～中3
期間： 1年間（継続可）
通学：定期船（本土乗船場まで要送迎）
定員：小中各5名程度（新規定員。継続は除く）
募集：説明会・見学会（10月）、体験入学（1月）
助成：定期船代一部補助（定期券の2/3）
特徴：浦戸合宿

船勉（通学時間を利用しての勉強） 
演劇活動

窓口：塩竈市教育委員会　022-365-3216

岡山県笠岡市　白石島・北木島・真鍋島「わくわくシーサイドスクール」

愛知県西尾市　佐久島「しおかぜ通学」

滋賀県近江八幡市　沖島

宮城県塩竈市　浦戸諸島

学校：平成28年度現在、島への通学制度のある学校
生徒：平成28年5月1日現在の児童・生徒数
　　　（通学生／全校生）
開始：通学生受け入れ事業を開始した年度
対象：通学生の募集対象地域、対象学年
期間：通学の期間
通学：学校への交通手段
定員：通学生の受け入れ定員
募集：通学生募集の時期、通学までの流れなど
助成：自治体による通学生への補助など
特徴：特徴的な授業や島ならではの体験など
窓口：問い合わせ先

【凡例】

※①～③は、特集記事参照

①（→P.72）

②（→P.77）

離 島 通 学
　文科省の定める学校選択制に含まれる。通
常、市町村教育委員会が通学区域を設定する
が、一定の基準（特色ある学校運営）を満たし
た小・中学校については、当該市町村の全域
から児童・生徒の募集が認められる。実質的
に平成９年度から可能となり、離島では同10
年度からの広島県似島（広島市立似島小学
校）が最初。以後、宮城県や愛知県、山口県
などの本土に近接する離島の小規模校で実施
されている。
　平成28年度、同制度をもつ小・中学校は、9
県10市12島の小学校12校と中学校7校。
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学校：鷺浦小学校
生徒： 0人／ 9人
開始：平成14年度
対象：三原市内（おおむね通学60分圏内）
　　　小1 ～小6
期間： 1年間以上
通学：定期船
定員：20名
募集：個別対応（随時）
助成：定期船代全額補助
特徴：海辺教室、落語教室、英会話能力の育成

地域の方から学ぶ体験学習 
全校で取り組む一輪車

窓口：三原市教育委員会　0848-67-6154

広島県三原市　佐木島広島県広島市　似
にの

島
しま

「いきいき体験オープンスクール」
学校：似島小・中学校
生徒：小学生34人／ 37人、中学生33人／ 39人
開始：平成10年度（小学校）、同12年度（中学校）
対象：広島市内（おおむね通学60分圏内）／小1 ～中3
期間： 1年間以上
通学：定期船
定員：20名（小1）、25名（中1）、他学年は若干名
募集：学校見学、学校説明会、体験入学（日時指定）

担当課による面接
助成：なし（似島汽船が定期券代減額を措置）
特徴：安芸の小富士登山、カヌー体験、釣り大会

地域住民との交流（みかん狩りなど） 
本土でのスキー、漁業・農業体験 
山間部の中学校との交流

窓口：広島市教育委員会　
　　　082-504-2486（小学校）、082-504-2487（中学校）

学校：野島小・中学校
生徒：小学生2人／ 2人、中学生6人／ 6人
開始：平成13年度
対象：防府市内／小3 ～中3
期間： 1年間以上
通学：定期船
定員：10名
募集：事業説明会（8月）

学校開放のつどい（11月） 
1泊2日の体験入学（11・12月）

助成：定期船代半額補助
特徴：漁業体験（魚捌き）

シーカヤック、盆口説き
窓口：防府市教育委員会　0835-25-2490

山口県防府市　野島「茜
あかねじま

島シーサイドスクール」
学校：興居島小・中学校
生徒：小学生26人／ 42人、中学生11人／ 26人
開始：平成16年度
対象：松山市内／小1 ～中3
期間：中学校卒業まで
通学：定期船（島内は通学用無料スクールバス）
定員：小学校各学年5 ～ 10名程度

中学校各学年15名程度
募集：公開授業

見学会を含む学校説明会（11月） 
親子面談（12月）

助成：定期船代全額補助
特徴：幼保小中連携

地域学習
窓口：松山市教育委員会　089-948-6591

愛媛県松山市　興
ご

居
ご

島
しま

「幼保小中連携推進事業」

学校：能古小・中学校
生徒：小学生34人／ 64人、中学生34人／ 50人
開始：平成17年度
対象：福岡市内（通学60分圏内）／小1 ～中1
期間： 1年間以上
通学：定期船
定員：小学1年10名程度

中学1年10名程度（変動あり）
募集：体験学校（10・11月）

面接（12・1月）
助成：なし
特徴：縦割り教育

釣り、遠泳
窓口：福岡市教育委員会　092-711-4636

学校：保戸島小・中学校
生徒：小学生0人／ 3人、中学生0人／ 7人
開始：平成27年度
対象：津久見市内（通学可能であれば市外も可）

小1 ～中3
期間： 1年間以上
通学：定期船
定員：各学年5名程度
募集：個別対応（随時）
助成：PTAから定期船代全額補助
特徴：個に応じた指導、自然とのふれあい

地域との交流、小中連携授業
窓口：津久見市教育委員会　0972-82-9526
※全国を対象に親子型留学も受け入れ可。
　現在、里親型留学の実施を検討中。

福岡県福岡市　能
の

古
この

島
しま

「海っ子山っ子スクール」大分県津久見市　保
ほ

戸
と

島
じ ま

「しおかぜ通学」

③（→P.82）




