
江島（長崎県西海市） 2017年7月1日時点

人口
(平成29年4月1日時点)

江島：130人

面積 江島：2.59 ㎢

アクセス 江島：佐世保港からフェリーで2 時間7分

気候 五島灘のなかほどにある島で温暖です。

観光サイト

http://www.saikaicity.jp/
（西海市観光協会HP)
http://imagic.qee.jp/sima4/nagasaki/enosima.ht
ml
（日本の島へ行こう）

島の位置

えの しま なが さき けん さい かい し

江島くんち

江島の“伝統”

江島には伝統的な「江島く
んち 浮立(ふりゅう)」があり
ます。「えい、やっ」となぎな
たを振るう“エイヤー”が後に
つき、やっこさん姿の“ひんよ
うへい”が唄いながら毛槍を
担いで進みます。

江島の“碁石ヶ浜”
まるで碁石を一面に敷き

詰めたような浜。平らで丸い
石は水に濡れると真っ黒に
なり、そのまま碁石として使
えるような石もある。この浜
から見る夕日もすばらしい。

碁石ヶ浜海岸

（写真提供：西海市）



平島（長崎県西海市） 2017年7月1日時点

人口
(平成29年4月1日時点)

平島：188人

面積 平島：5.4 ㎢

アクセス 平島：佐世保港からフェリーで2 時間54 分

気候 五島灘のなかほどにある島で温暖です。

観光サイト

http://www.saikaicity.jp/
（西海市観光協会HP)
http://imagic.qee.jp/sima4/nagasaki/hirashima.
html
（日本の島へ行こう）

島の位置

ひら しま なが さき けん さい かい し 平島の“伝統”
200年以上伝承されている

平島の祭り『ナーマイドー』。
縄で大きな数珠を作り、
「ナーマイドー」と称えながら
町内を引き回し、数珠を海に
流す。

“石切り場跡”

昔、石切り場として栄えた平
島。ここで切り出された岩は、
長崎オランダ坂の石畳にも使
われている。

（写真提供：西海市）



松島（長崎県西海市） 2017年7月1日時点

人口
(平成29年4月1日時点)

松島：494 人

面積 松島：6.37 ㎢

アクセス

松島：西海市大瀬戸から市営船で15分
カーフェリーで17分
佐世保市からフェリーで50分

気候 五島灘のなかほどにある島で温暖です。

観光サイト

http://www.city.saikai.nagasaki.jp/docs/201102
2500353/
http://imagic.qee.jp/sima4/nagasaki/matsushim
a.html
（日本の島へ行こう）

島の位置

まつ しま なが さき けん さい かい し “日本一小さな公園”
小さな柵に囲まれた公園

にはベンチと一本のシュロの
木だけ。公園は小さいですが、
ここから見える夕日の景色は
雄大です。

松島の名物“桜坂”

“らくだ岩”

フェリーで渡り、釜浦港に到
着するとまず最初に出迎え
てくれるのが、松島のシンボ
ル“らくだ岩”。名前のとおりラ
クダが水面から顔を出してい
るようなかたちをしている。

北沢浮遊選鉱場跡

知る人ぞ知る、西海市の
隠れた桜の名所「桜坂」。
季節になると松島火力発電
所の遠見寮へ登る坂道が桜
のトンネルになります。

（写真提供：西海市）



御所浦島・牧島・横浦島（熊本県天草市） 2017年7月1日時点

人口
(平成29年4月1日時点)

2,922人

面積 19.22㎢

アクセス
天草本島（天草市棚底港）から海上タクシーで１
５分、定期船で３０分で到着できます。

気候
暖流の影響もあり、冬は暖かく、夏は比較的涼
しい気候です。

観光サイト http://www.city.amakusa.kumamoto.jp

その他（適宜タイト
ルをつけてくださ
い）

離島を活かした海の体験プログラムを整備し、
昔ながらの漁法や歴史を体感することができま
す。

佐渡トキの森公園

北沢浮遊選鉱場跡

二ツ亀海水浴場

ごしょうらじま まきしま よこうらじま くまもとけん あまくさし きょうりゅうの“島”

こうりゅうの“島”

かいりゅうの“島”

古（いにしえ）の大地から
現代に現れた“恐竜”の化
石が、皆さんの心をタイム
スリップさせます。貴重な
化石が発掘できるかも。

島の優しいおじいちゃ
ん、おばあちゃんが笑顔
で出迎えてくれます。民
泊体験で地元の人と“交
流”し、身も心も島の人
間になりませんか。

３つの海に囲まれた天草
は、たくさんの魚を育む
“海流”があります。新鮮で
美味しい魚で天草を堪能
してみませんか。

烏峠からの眺望
（写真：天草市提供）



いかがお過ごしですか。

私は、今、「太古の地球を感じる宝の島」甑島で、穏やかな時を過ごしています。

こちらで見る景色は、そのどれもが、「雄大さ」と「美しさ」を兼ね備えていて、私は日々、

目と心を奪われています。

朝起きて、海を見て、浜辺で遊び、会う人は温かく、昔話を聞きながら、夜は海の幸を

堪能し、まるでここが故郷のように錯覚してしまうほど、とても居心地の良い毎日です。

一週間、ゆっくり甑島を満喫してから帰ります。今度は一緒に行きましょうね。

甑島（鹿児島県薩摩川内市）2017年7月1日時点

人口
(平成29年4月1日時点)

4,594人

面積 117.04㎢

アクセス
川内川河口から西方約30㎞の東シナ海上に位
置し、川内港から一番近い里港には高速船で50
分、フェリーでは75分で到着します。

気候
気候は温暖で、平均気温は17.5度。夏・秋には
台風、冬には季節風の影響を強く受けます。

観光サイト http://satsumasendai.gr.jp/koshiki-sight-seeing/

その他（国定公園）

甑島は、その多様な海岸景観をはじめとした優
れた景観等が評価され、平成27年に国定公園
に指定されています。また、テレビ番組「幸せ！
ボンビーガール」で柴田美咲さんが地域おこし
協力隊として２年間活動した島としても有名にな
りました。

こしきしま かごしまけん さつませんだいし

（写真：薩摩川内市提供）



種子島（鹿児島県西之表市）2017年7月1日時点

人口
(平成27年国勢調査)

種子島1市２町合計 29,847 人
うち西之表市 15,967 人

面積
種子島1市２町合計 445.05㎢

うち西之表市 197.44 ㎢

アクセス

鹿児島市から南方115㎞の洋上にあり、鹿児島
空港から飛行機で約30分、鹿児島港からフェ
リーで約3時間30分、ジェットフォイルで約1時間
35分で到着します。

気候
黒潮の影響を受け、1年を通して温暖な気候に
あり、サーフィンやダイビングなどのマリンス
ポーツが盛んです。

観光サイト
http://www.city.nishinoomote.lg.jp/kanko/index.
html

離島留学

西之表市が実施している「種子島しおさい留学」
では、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。

た ね が し ま か ご し ま け ん に し の お も て し

種子島で学ぶ

種子島で遊ぶ

種子島で感じる

佐渡で“体験する”

安納いも栽培体験

日本の水浴場88選の
一つである「浦田海
水浴場（右写真）」に
代表される美しい海
に囲まれた種子島。
特に夏には存分に満
喫することができま
す。

二ツ亀海水浴場

種子島（西之表市）の位置→

↑西之表市のゆるキャラ
「火縄銃兵衛」

浦田海水浴場

サーフィン

種子島が全国に誇る
特産品の「安納いも」
の植え付け～収穫体
験など、豊かな自然の
中で、地域の特性を活
かした様々な教育活
動を行っています。

全国有数のサーフス
ポットである種子島。
2020東京オリンピッ
クの正式競技にも決
定したサーフィンを
身近に感じることが
できます。ぜひ体験
してみてください。



屋久島・口永良部島（鹿児島県屋久島町）
2017年7月1日時点

人口
(平成29年4月1日時点)

屋久島：12,672人
口永良部島：109人

面積
屋久島：504.3㎢
口永良部島：35.8㎢

アクセス

（屋久島）

鹿児島港からフェリーで４時間、ジェットフォイルだと
１時間50分で到着します。
（口永良部島）
屋久島からフェリーで１時間45分で到着します。

気候

亜熱帯に位置しているため、平地では年間平均気
温約20度と温暖ですが、標高差により亜熱帯から冷
温帯の植生分布がみられる特異性から、山岳部で
は冬季に雪もみられます。

観光サイト http://yakukan.jp

ＰＲ
屋久島町は世界自然遺産、ラムサール条約、ユネ
スコエコパークと、日本初の「ユネスコ三冠のまち」
に輝きました。

や く し ま ・ く ち の え ら ぶ じ ま かごしま けん やくしま ちょう

屋久島・口永良部島で「食べる」

屋久島・口永良部島で「学ぶ」

樹齢数千年を誇る「縄文杉」や九州最高峰の「宮之浦岳」、北太平洋最大
のウミガメ産卵地「永田浜」、今なお噴煙たなびく「新岳」など、雄大な自然が
あなたを魅了します。

漁獲量日本一の「トビウオ」やかごしまブランド認定の「たんかん」、タケノコ
や伊勢海老など、豊富な海の幸・山の幸をぜひご賞味ください。

屋久島の４校区（永田校区、一湊校区、八幡校区、栗生校区）及び口永良
部島では、山海留学制度を実施しています。あなたも屋久島・口永良部島の
大自然の中で学んでみませんか？

（写真：屋久島町提供）


