
特集  島の教育と地域づくり・Ⅱ

85 しま 248  2017.1

学科：離島留学を実施している学科
生徒：平成28年5月1日現在の生徒数
　　　（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、
　　　　　　　　寮の名称
　　　③下宿型：島に単身で居住して通学
　　　④親子型：島に親子で移住して通学
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」実施
高等学校とその概要

本欄では、平成28年度に「離島留学」の制度がある高等学
校、および29年度以降同制度を実施予定の高等学校（本誌

編集部調べ）について、その概要を紹介する。

学科：定時制普通科
生徒： 2人／ 5人
開始：平成28年度
対象：全国／新入生のみ
期間： 3年間または4年間
留学：親子型
定員： 1人
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：少人数授業、郷土学習「天売学」、水産実習、

働きながら学ぶ
窓口：羽幌町教育委員会　0164-68-7010

北海道羽幌町（天売島）　北海道天売高校

【凡例】

学科：普通科
生徒： 1人／ 32人
開始：平成28年度
対象：東京都内／新入生のみ
期間： 3年間
留学：里親型
定員： 3人程度
募集：島しょ体験ショートステイを実施
費用： 80,000円／月
助成： 40,000円／月
特徴：国際理解教育
窓口：東京都立神津高校　04992-8-0706

東京都神津島村（神津島）　神津高校

　高等学校における「離島留学」は、高等学
校への入学資格を特定の学区内にとどめず、
広く全国などを対象とする制度。平成15年度
に長崎県の県立４校（対馬、壱岐、五島、猶興
館大島分校）が全国募集を初めて導入。同22
年度には島根県立隠岐島前高校が地元行政や
地域と協働する「高校魅力化プロジェクト」の
一環で同様の全国募集を開始、以後、北海道
から沖縄まで、全国の離島の高等学校に広が
りをみせている。鹿児島県では離島高校など
に限り全国からの応募を可能に、東京都では
一部の離島高校で都内全域からの応募を可能
とするなど、入学資格が緩和されている。平
成28年度、同制度をもつ離島の高校は、７都
道県（11市町村11島）の11校。

※❶～❼、①～②は、特集記事参照。

❶（→P.34）
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学科：普通科国際文化交流コース
生徒：31人／ 42人（コースのみ）
開始：平成15年度（累計93人）
対象：全国／新入生のみ
期間： 3年間
留学：里親型
定員：20人程度
募集：体験入学を実施、長崎県内各地、東京、大阪、

福岡などで説明会を開催
費用：70,000円程度／月
助成：30,000円／月、語学検定受験費用補助
特徴：韓国人講師による韓国語や韓国の歴史文化

の授業、釜山韓国語研修、韓国語スピーチ
コンテストへの参加

窓口：長崎県立対馬高校　0920-52-1114

学科：普通科
生徒：73人／ 180人
開始：平成22年度（県外から累計121人）
対象：全国／新入生のみ
期間： 3年間
留学：合宿型「三橙」「鏡浦寮」（島親制度あり）
定員：24人（入学定員の30%）
募集：毎年1月頃願書提出、「しまね留学合同説

明会」など開催
費用：寮費12,000円／月、食費28,000 ／月
助成：里帰り交通費補助、保護者来島補助など
特徴：高校魅力化、スーパーグローバルハイスク

ール、海外との交流、公立塾「隠岐國学習セ
ンター」

窓口：島根県立隠岐島前高校　08514-2-0731

学科：普通科スポーツコース
生徒：12人／ 42人（コースのみ）
開始：平成15年度（累計42人）
対象：全国／新入生のみ
期間： 3年間
留学：合宿型
定員：20人程度
募集：体験入学を実施、長崎県内各地、東京、大阪、

福岡などで説明会を開催
費用：45,000円／月
助成：部活動遠征費補助
特徴：専門家による世界レベルの実技指導、競技力

向上のための遠征や招待試合の実施、マリン
スポーツ・ゴルフ・乗馬体験などの実習

窓口：長崎県立五島高校　0959-72-3505

学科：普通科東アジア歴史・中国語コース
生徒：18人／ 25人（コースのみ）
開始：平成15年度（累計74人）
対象：全国／新入生のみ
期間： 3年間
留学：里親型
定員：20人程度
募集：体験入学を実施、長崎県内各地、東京、大阪、

福岡などで説明会を開催
費用：70,000円程度／月
助成：30,000円／月、通学バス費用補助
特徴：中国人講師による中国語や東アジアの歴史

や考古学の授業、上海中国語研修、国内外
の史跡巡検、中国語スピーチコンテストへ
の参加

窓口：長崎県立壱岐高校　0920-47-0081

学科：普通科
生徒： 2人／ 69人
開始：平成28年度
対象：全国／新入生のみ
期間： 3年間
留学：合宿型（島親制度あり）
定員：若干名
募集：高校見学ツアーを実施、東京・大阪などで

説明会開催
費用：30,000円／月（食費込）
助成：なし
特徴：高校魅力化（大崎上島学、公営塾「神峰学

舎」）
窓口：広島県立大崎海星高校　0846-64-3535

学科：普通科、商業科
生徒：10人／ 221人
開始：平成24年度（累計11人）
対象：全国／新入生のみ
期間： 3年間
留学：合宿型「清明寮」・グラチルターン（孫戻

し留学）
定員： 9人（県外から）
募集：毎年1月頃願書提出、「しまね留学合同

説明会」など開催
費用：44,000円／月
助成：5,000円／月
特徴：高校魅力化（学力向上・キャリア教育・

隠岐ジオパーク世界発信事業・部活動の
活性化）

窓口：島根県立隠岐高校　08512-2-1181

長崎県対馬市（対馬島）　対馬高校

島根県島前（中ノ島・西ノ島・知夫里島）　隠岐島前高校

長崎県五島市（福江島）　五島高校 長崎県壱岐市（壱岐島）　壱岐高校

広島県大崎上島町（大崎上島）　大崎海星高校

島根県隠岐の島町（島後）　隠岐高校
❷（→P.38）

❺（→P.60）

❺（→P.60） ❺（→P.60）

❹（→P.54）

❸（→P.44）
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学科：普通科
生徒： 0人／ 127人
開始：平成27年度
対象：全国／新入生
期間：中学～高校卒業
留学：里親型・下宿型・親子型
定員：10人程度
募集：各地の与論会などで説明

来年度は東京などでの説明会開催予定
費用：74,000円程度／月
助成：里親に30,000円／月（里親型）、家賃20,000

円まで（親子型）、帰省補助、センター試験
旅費補助など

特徴：連携型中高一貫教育
充実したキャリア教育

窓口：与論町教育委員会　0997-97-2441

学科：普通科
生徒： 4人／ 149人
開始：平成26年度（累計4人）
対象：全国／新入生のみ
期間： 3年間
留学：下宿型、親類宅などから通学
定員：特になし
募集：個別に問い合わせ
費用：個別に問い合わせ
助成：30,000円／月（町外大島郡内）、

50,000円／月（大島郡外）
特徴：大島紬体験など郷土研修

進路に合わせたコース別学習
窓口：鹿児島県立古仁屋高校　0997-72-0034

学科：普通科、園芸科
生徒：21人／ 239人
開始：平成26年度（累計23人）
対象：全国／新入生のみ
期間： 3年間
留学：里親型・合宿型
定員：10人程度
募集：7月に東京などで説明会、12月面接選考、3

月入試を受検
費用：60,000円／月（里親型）、42,000円／月（合宿

型）
助成：20,000円／月（里親型）
特徴：まちづくりプロジェクト、海外研修、町営

塾「久米島学習センター」
窓口：久米島町企画財政課　098-985-7122

鹿児島県与論町（与論島）　与論高校

鹿児島県瀬戸内町（奄美大島）　古仁屋高校「ふるさと留学」

沖縄県久米島町（久米島）　久米島高校

❻（→P.66）

❼（→P.70）

学科：全日制普通科、園芸科、家政科
生徒：144人（全校生／定時制普通科除く）
対象：東京都内／新入生のみ
期間： 3年間　留学：里親型　定員： 2人
募集：島しょ体験ショートステイを実施
費用：80,000円／月
助成：40,000円／月
特徴：理数研究校、

海洋教育パイオニアスクールプログラム
窓口：八丈町教育委員会　04996-2-7071

東京都八丈町（八丈島）　八丈高校

学科：普通科
生徒：42人（全校生）
対象：全国／新入生のみ
期間： 3年間　留学：里親型・下宿型
定員：20人（入学定員の50％）
募集：全国で説明会開催
費用：50,000円／月
助成：下宿代10,000円／月、年 4 回の里帰り

交通費補助など
特徴：まなびじま奥尻プロジェクト（スキュー

バダイビング、北の巌流島プロジェク
トなど）

窓口：房暖ロッジ取次団（奥尻町教育委員会
事務局内）　01397-2-3890

学科：普通科イングリッシュ・アイランド・スクール（仮称）
対象：全国
定員：全体の枠内で募集
特徴：小中高一貫教育、英語教育
※ 奈留小・中学校の離島留学は平成29年度

より開始

学科：普通科夢トライコース（仮称）
対象：全国
定員：20人程度
特徴：地域の行事や体験活動、地域住民との

ふれあい

北海道奥尻町（奥尻島）　北海道奥尻高校

長崎県五島市（奈留島）　奈留高校

長崎県五島市（福江島）　五島南高校

平成29年度より事業開始（現在募集中）

平成30年度より事業開始予定

①（→P.78）

②（→P.82）




