
☆小・中学校

都道県 市町村 留学対象
地域名・島名 受入学校名 種別 名称・概要等

対象
（留学生の募集対象地域、

対象学年）
開催日時 開催場所 詳細URL 問合せ先 備考

新潟県 粟島浦村 粟島 粟島浦小中学校 説明会 しおかぜ留学に興味がある方向けの説明会（定員なし、事前
予約不必要） 全国・小4～中2 東京開催　未定

新潟開催　未定
東京会場：未定
新潟会場：未定 http://www.vill.awashimaura.lg.jp/ 粟島浦村教育委員会

0254-55-2111
詳細は事前に粟島浦村教育委員会までお問い
合わせください。

新潟県 佐渡市 佐渡島 松ヶ崎小中学校 学校見学 申込者の希望に添った日時で現地見学を実施 全国・小1～中3 随時 松ヶ崎小中学校 https://matsugasaki-ryugaku.com/
松ヶ崎小中学校運営協議会内
松ヶ崎留学事務局
Tel. 0259-67-2151

申し込みフォーム作成予定

新潟県 佐渡市 佐渡島 内海府小中学校 現地見学 申込者の希望に添った日時で現地見学を実施 全国・小1～中3
8月3日モニターツアー
11月7日学校説明会
他随時

内海府小中学校 http://sado-kaifu9.com/ryugaku/ 佐渡市立内海府小中学校
0259-26-2223 島外からの参加者には、交通費を補助します。

三重県 鳥羽市 答志島 鳥羽市立答志小学校
鳥羽市立答志中学校 オープンキャンパス

寝屋子の島留学親子体験ツアー（答志島オープンキャンパ
ス）
交流会、島内散策など答志島を知っていただき安心して子育
てできる環境を体感していただく。

全国
小１から中２ 未定 鳥羽市答志島 https://www.city.toba.mie.jp/kyouiku/kyouik

u/documents/ritouryugakutop.html
鳥羽市教育委員会　学校教育課
0599-25-1265

参加費は無料
ただし、島までの交通費については自己負担
詳細が決定次第、ホームページ掲載予定
申込みが必要

兵庫県 南あわじ市 沼島 沼島小中学校（小中一
貫校）

学校見学会・説明会
離島留学体験

学校見学、留学希望者への説明
沼島の自然、歴史、文化のほか、学校での特色ある授業（英
語・ＩＣＴ等）を体験し、留学を決めるきっかけとなる支援事
業を実施します。

全国・小１～中3 随時
体験ツアー：随時個別対応

沼島小中学校
沼島島内

南あわじ市教育委員会　学校教
育課
0799-43-5231

募集定員：若干名
説明会、体験事業への参加費は無料
ただし、島までの交通費、宿泊費については自己負担
親子型（移住）
※新型コロナ感染症の拡大状況により、体験事業を延期
又は休止する場合があります。

島根県 海士町 中ノ島 福井小学校・海士小学校
海士中学校 体験入学、くらし体験 事業PR活動（オンライン）

島留学体験ツアー

全国・小2～中2
※小1であっても兄又は姉が島留
学に来ている場合が受け入れ可

随時
体験ツアー：７・8・9月 海士町中ノ島

https://ama-
oyakoshimaryugaku.amebaownd.com/pages/100
5131/outline

海士町教育委員会
電話08514-2-1222

島根県 西ノ島町 西ノ島 西ノ島小学校、西ノ島中学
校 体験入学、くらし体験 しごと・くらし体験

しまっこ留学の説明、職場体験、くらし体験 全国・小1～中2 休止中（R5年度募集は未定） 休止中 http://www.town.nishinoshima.shimane.jp/files/
original/20180601202241150.pdf

西ノ島町教育委員会
電話08514-6-0171

島根県 知夫村 知夫里島 知夫村立知夫小中学校 説明会13回、短期体験6回
知夫里島島留学オンライン説明会
島前合同オンライン説明会
地域みらい留学オンライン合同説明会

全国・小5～中2 令和３年５月末～11月中旬
日時指定あり

知夫村立知夫小中学校 http://www.vill.chibu.lg.jp/gyosei/life/needs/nee
ds03/77

知夫村教育委員会
08514-8-2301

応募には全体説明会・テーマ別説明会・短期体験へ
の参加が必要。一回の短期体験定員3組
感染症拡大により短期体験・選考の実施場所が知
夫ではない可能性があります。

福岡県 宗像市 地島 地島小学校 募集期間終了後、説明会と面
接兼ねて実施。

毎年10月～12月の漁村留学に応募された方に対して、選考面接
を兼ねて漁村留学の説明会です。 全国・小4～小6  毎年１月第二土曜日

（今年度はまだ決定ではない。）
地島小学校 http://city.munakata.lg.jp

「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

申込必要。定員5～6人

佐賀県 唐津市 小川島 小川小中学校 説明会、体験宿泊 からつ七つの島留学を希望される方向けの説明会です。 全国・小1～中3 令和３年８月（予定） 小川小中学校 https://www.7islands-shimaryugaku.net からつ七つの島活性化協議会
080-2758-9164

詳細、申込みはからつ七つの島活性化協議会ま
でご連絡してください。

佐賀県 唐津市 加唐島 加唐小中学校 説明会 からつ七つの島留学を希望される方向けの説明会です。 全国・小1～中3 令和３年８月（予定） 加唐小中学校 https://www.7islands-shimaryugaku.net からつ七つの島活性化協議会
080-2758-9164

詳細、申込みはからつ七つの島活性化協議会ま
でご連絡してください。

佐賀県 唐津市 馬渡島 馬渡小中学校 説明会 からつ七つの島留学を希望される方向けの説明会です。 全国・小1～中3 令和３年８月（予定） 馬渡小中学校 https://www.7islands-shimaryugaku.net からつ七つの島活性化協議会
080-2758-9164

詳細、申込みはからつ七つの島活性化協議会ま
でご連絡してください。

佐賀県 唐津市 高島 高島小学校 説明会 からつ七つの島留学を希望される方向けの説明会です。 全国・小4～小6 令和３年８月（予定） 高島小学校 https://www.7islands-shimaryugaku.net からつ七つの島活性化協議会
080-2758-9164

詳細、申込みはからつ七つの島活性化協議会ま
でご連絡してください。

長崎県 対馬市 対馬島
西小学校・西部中学校・仁
田小学校・仁田中学校・佐
須奈小学校・佐須奈中学校

説明会 島っこ留学説明会
留学希望者向けの説明会を開催 全国・小3～中1 令和3年11月(予定) 未定(福岡市内) http://www.shimakko.net 対馬市教育委員会教育総務課

0920-88-2000
詳細が決定次第、ホームページ掲載予定
申込みが必要

長崎県 対馬市 対馬島
西小学校・西部中学校・仁
田小学校・仁田中学校・佐
須奈小学校・佐須奈中学校

事前視察 島っこ留学事前視察
留学希望者が、学校及び里親宅を視察 全国・小3～中1 令和3年10月～12月 対馬島内 http://www.shimakko.net 対馬市教育委員会教育総務課

0920-88-2000
詳細が決定次第、ホームページ掲載予定
申込みが必要

長崎県 小値賀町 ふるさと留学 小値賀小中学校 体験入学（制度説明含む）
保護者説明会、相談会

体験授業については留学希望者の日程に合わせ学校と調整し実
施。授業中に保護者向けのふるさと留学相談会、面談を実施して
いる。

全国・小５～中3 随時 小値賀小中学校 小値賀町教育委員会
0959-56-3838

合宿型：６名以内
しま親型：１～２名

長崎県 五島市 久賀島 久賀小中学校 現地見学 日程を限定し現地見学を実施 全国・小３～中３ 令和3年8月～11月 申込場所　五島市教育委員会 https://www.city.goto.nagasaki.jp/ 五島市教育委員会
0959-72-7801 詳細が決定次第、ホームページ更新予定です

長崎県 五島市 奈留島 奈留小中学校 現地見学 日程を限定し現地見学を実施 全国・小３～中３ 令和3年8月～11月 申込場所　五島市教育委員会 https://www.city.goto.nagasaki.jp/ 五島市教育委員会
0959-72-7801 詳細が決定次第、ホームページ更新予定です

長崎県 壱岐市 壱岐市 壱岐市内の小中学校 学校及び里親宅見学会（制
度説明含む） 壱岐市いきっこ留学　学校及び里親宅見学会 全国・小1～中3 随時 壱岐市役所芦辺庁舎 https://ikishimagurashi.jp/step/ritoryugaku 壱岐市教育委員会

℡0920-45-1202 見学希望があれば随時対応。

鹿児島県 三島村 竹島 三島竹島学園 現地見学 申込者の希望に添った日時で現地見学を実施 全国・小4～中3 随時 三島竹島学園 http://mishimamura.com/ech/213/ 三島村しおかぜ留学実施委員会
099-222-3141

鹿児島県 三島村 硫黄島 三島硫黄島学園 現地見学 申込者の希望に添った日時で現地見学を実施 全国・小4～中3 随時 三島硫黄島学園 http://mishimamura.com/ech/213/ 三島村しおかぜ留学実施委員会
099-222-3141

鹿児島県 三島村 黒島大里 三島大里学園 現地見学 申込者の希望に添った日時で現地見学を実施 全国・小4～中3 随時 三島大里学園 http://mishimamura.com/ech/213/ 三島村しおかぜ留学実施委員会
099-222-3141

鹿児島県 三島村 黒島片泊 三島片泊学園 現地見学 申込者の希望に添った日時で現地見学を実施 全国・小4～中3 随時 三島片泊学園 http://mishimamura.com/ech/213/ 三島村しおかぜ留学実施委員会
099-222-3141

別添２　離島留学希望者向け説明会・体験入学等一覧令和３年６月１日現在             ※沖縄県分は除く（離島振興対策実施地域及び奄美・小笠原が対象）

※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。



鹿児島県 奄美市 奄美大島

崎原小学校，芦花部小
学校，知根小学校，住
用小学校，住用中学
校，市小中学校，手花
部小学校，屋仁小学
校，佐仁小学校（受け入
れ里親の有無により変更の
可能性あり）

○説明会…関東・関西地
区で開催予定。（新型コロ
ナ感染症状況による）
○体験留学…受入を判断
するための体験留学（２泊
３日）を実施。

　体験留学は，受入を判断するためものです。受入先の家庭
で２泊３日過ごしていただきます。また，通学予定の学校の
授業も受けていただきます。

全国・小３～中３ 9月1日～２月28日
（新型コロナ感染症状況による）

説明会については，決定次第，奄美
市のホームページに掲載いたします。

http://www.city.amami.lg.jp/kyoigk/kyoiku/k
yoiku/kurousagiryuugaku.html

奄美市教育委員会学校教育課
0997-52-1128 詳細につきましては，お問い合わせください。

鹿児島県 徳之島町 徳之島（手々・
山校区）

手々小中学校、山小学
校、山中学校 体験入学 受入学校の様子を見ていただくための体験入学です。（希望

者） 全国・小１～中3 随時 受入学校

http://www5.synapse.ne.jp/tetesyoutyuu/ryu
ugaku/seidogaiyou.htm
https://www5.synapse.ne.jp/sancyuu/sansun
/index.html

徳之島町教育委員会学校教育
課
0997-82-1308

事前に教育委員会へ申し込みが必要です。現在
は，新型コロナ感染症拡大防止の観点から中止
しています。

鹿児島県 天城町 徳之島

岡前小学校与名間分校
西阿木名小学校
西阿木名小学校三京分
校
西阿木名中学校

体験入学 受入学校の様子を見ていただくための体験入学です。（希望
者） 全国・小１～中3 随時

（学校行事等との調整あり） 体験入学希望校 https://www.town.amagi.lg.jp/docs/548.html 天城町教育委員会総務課
0997-85-5226 事前に教育委員会へ申し込みが必要です。

鹿児島県 与論町 与論島 与論中学校 体験入学 実際に中学校に通い授業を体験する。 全国・中１～中２ 随時 与論中学校 http://www.yoron.jp/kyouiku 与論町教育委員会
0997-97-2441 事前に教育委員会へ申し込みが必要です。

※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。



☆高等学校

都道県 市町村 留学対象
地域名・島名 受入学校名 種別 名称・概要等

対象
（留学生の募集対象地域、

対象学年）
開催日時 開催場所 詳細URL 問合せ先 備考

北海道 礼文町 礼文島 北海道礼文高等学校 オープンスクール 礼文高校オープンスクール 全国・中学生 令和3年8月26日 北海道礼文高等学校 https://www.rebun-ryugaku.jp 北海道礼文高等学校
0163-87-2358 申込必要

北海道 礼文町 礼文島 北海道礼文高等学校 説明会 地域みらい留学フェスタ（オンライン） 全国・中学生 6月5日・6日、7月3日・4日・31日、8月1日・
28日・29日 北海道礼文高等学校 https://www.rebun-ryugaku.jp 北海道礼文高等学校

0163-87-2358 申込必要

北海道 礼文町 礼文島 北海道礼文高等学校 説明会 地域みらい留学フェスタ 全国・中学生 令和3年10月2日 東京 https://www.rebun-ryugaku.jp 北海道礼文高等学校
0163-87-2358 申込必要

北海道 奥尻町 奥尻島 北海道奥尻高等学校 説明会 生徒募集説明会（オンライン） 全国・中学生 今年度開催なし 北海道奥尻高等学校 http：//www.town.okushiri.lg.jp/highschool/ 奥尻町教育委員会
電話番号01397-2-3890 申込必要

北海道 奥尻町 奥尻島 北海道奥尻高等学校 説明会 生徒募集説明会 全国・中学生 10月30日、10月31日 函館市、札幌市 http：//www.town.okushiri.lg.jp/highschool/ 奥尻町教育委員会
電話番号01397-2-3890 申込必要

北海道 奥尻町 奥尻島 北海道奥尻高等学校 オープンキャンパス オープンキャンパス 全国・中学生 7月24日、9月18日、10月9日 北海道奥尻高等学校 http：//www.town.okushiri.lg.jp/highschool/ 奥尻町教育委員会
電話番号01397-2-3890 申込必要

北海道 奥尻町 奥尻島 北海道奥尻高等学校 説明会 地域みらい留学フェスタ（オンライン） 全国・中学生 7月31日、8月1日 北海道奥尻高等学校 http：//www.town.okushiri.lg.jp/highschool/ 奥尻町教育委員会
電話番号01397-2-3890 申込必要

北海道 奥尻町 奥尻島 北海道奥尻高等学校 説明会 地域みらい留学フェスタ 全国・中学生 10月3日 東京 http：//www.town.okushiri.lg.jp/highschool/ 奥尻町教育委員会
電話番号01397-2-3890 申込必要

北海道 羽幌町 天売島 天売高等学校 説明会、授業見学、天売島
体験(天候により変更有) 天高　OPEN　SCHOOL　2021 全国・中３ 令和3年７月3日～4日 天売高等学校 なし

羽幌町教育委員会
0164-68-7010
天売高等学校　01648-3-
5144

申込締切　6/11
定員　5人(生徒・保護者の合計。なお、保護者
の参加は生徒1人につき1人まで））

東京都 神津島村 神津島 東京都立神津高等学校 見学会 寮・高校合同
オンライン見学会・現地見学会 東京都・中学3年生 ７月２１日、１０月２４日 現地開催は寮及び高校 http://vill.kouzushima.tokyo.jp/ 神津島村教育委員会

０４９９２－８－１２２２ 申込必要

島根県 隠岐郡 隠岐の島町 隠岐高等学校 説明会 地域みらい留学フェスタ（しまね留学） 全国・中学生 令和3年7月3日、4日
令和3年8月1日、28日、29日

オンライン https://c-mirai.jp 隠岐高等学校
08512-2-1181

島根県 隠岐郡 隠岐の島町 隠岐高等学校 説明会 地域みらい留学フェスタ（しまね留学３６５） 全国・中学生 令和3年8月1日、29日 オンライン https://c-mirai.jp

島根県 隠岐郡 隠岐の島町 隠岐高等学校 説明会 地域みらい留学フェスタ
(しまね留学、しまね留学３６５) 全国・中学生 令和3年10月3日 東京（場所未定） https://c-mirai.jp 隠岐高等学校

08512-2-1181

島根県 隠岐郡 隠岐島後地域 隠岐水産高等学校 説明会 地域みらい留学フェスタ 全国・中学生 令和3年10月3日 東京（予定） 隠岐水産高等学校
08512-2-1526

島根県 隠岐郡 隠岐島後地域 隠岐水産高等学校 説明会 地域みらい留学フェスタ（オンライン開催） 全国・中学生 ６/5・6、7/3・4、
7/31・8/1、8/29

オンライン開催 https://c-mirai.jp/mirai/ 隠岐水産高等学校
08512-2-1526

島根県 隠岐郡 隠岐島前地域 隠岐水産高等学校 オープンスクール オープンスクール 全国・中学生 8/8、9/12、10/10 隠岐水産高等学校 http://www.shimanet.ed.jp/okisui/ 隠岐水産高等学校
08512-2-1526

島根県 隠岐郡 隠岐島前地域 隠岐島前高校 説明会 オンライン説明会 全国・中学生 令和3年6月2日、8日、9日、12日、16日、22
日、23日、29日、30日

オンライン開催 https://www.dozen.ed.jp/entrance/ 隠岐島前高校
08514-2-0731 ※8月以降は未定

島根県 隠岐郡 隠岐島前地域 隠岐島前高校 説明会 地域みらい留学フェスタ 全国・中学生 令和3年6月5日 オンライン開催 https://c-mirai.jp/about.html 隠岐島前高校
08514-2-0731 ※8月以降は未定

島根県 隠岐郡 隠岐島前地域 隠岐島前高校 説明会 地域みらい留学３６５説明会 全国・中学生 令和3年7月4日、7月7日 オンライン開催 https://c-mirai.jp/about.html 隠岐島前高校
08514-2-0731 ※8月以降は未定

島根県 隠岐郡 隠岐島前地域 隠岐島前高校 オープンスクール オープンスクール 全国・中学生 令和3年7月17日 隠岐島前高校 https://www.dozen.ed.jp/entrance/ 隠岐島前高校
08514-2-0731 ※8月以降は未定

広島県 大崎上島町 大崎上島 大崎海星高等学校 説明会 地域みらい留学フェスタ 全国・中3 令和3年7月3日、4日、31日
令和3年8月1日、28日、29日 オンライン https://c-mirai.jp 大崎海星高等学校

0846-64-3535

香川県 小豆島町 小豆島 香川県立小豆島中央高
等学校 オープンスクール 学校概要説明、授業体験、部活動見学、

生徒寮見学【希望者】 全国・中３ 令和3年8月19日 香川県立小豆島中央高等学校 https://www.kagawa-
edu.jp/syochuh01/index.html

香川県立小豆島中央高等学校
0879-61-9100 申込必要

愛媛県 上島町 弓削島 愛媛県立弓削高等学校 説明会 地域みらい留学オンライン説明会 全国・中学生

令和３年６月16日（水）
令和３年６月21日（月）
令和３年７月３日（土）
令和３年７月４日（日）
令和３年７月31日（土）
令和３年８月１日（日）
令和３年８月28日（土）
令和３年８月29日（日）

オンライン https://c-mirai.jp/ 愛媛県立弓削高等学校
電話番号0897-77-2021

詳細は事前に弓削高等学校までお問い合わせて
いただくか、地域みらい留学HPより予約してくださ
い。

愛媛県 上島町 弓削島 愛媛県立弓削高等学校 体験入学 入学を希望する生徒向けの体験入学です。 全国・中学生 令和３年８月５日（木） 弓削高等学校 https://ehm-yuge-h.esnet.ed.jp/cms/ 愛媛県立弓削高等学校
電話番号0897-77-2021

詳細は事前に弓削高等学校までお問い合わせく
ださい。

愛媛県 松山市 中島 愛媛県立松山北高等学
校中島分校 体験入学、見学・説明会 入学を希望する生徒向けの体験入学、見学・説明会です。 全国・中3 体験入学：令和3年8月4日

見学・説明会：土日祝日以外、随時実施 松山北高等学校中島分校 https://matsuyamakita-h-b.esnet.ed.jp/
愛媛県立松山北高等学校中島
分校
電話番号089-997-0031

詳細は事前に松山北高等学校中島分校までお
問い合わせください。

長崎県 対馬市 対馬 長崎県立対馬高等学校 体験入学・宿泊体験 【国際文化交流科】
学校・学科紹介、韓国語体験授業、島内視察等 全国・中学生

①令和3年8月27日～8月28日
②令和3年12月11日～12月12日
③令和3年10月23日～10月24日

長崎県立対馬高等学校 http://tsushima-h.jp/ 長崎県立対馬高等学校
0920-52-1114

申込必要
（コロナウイルス感染拡大防止の観点から、日程の変
更や中止の可能性もあります）

長崎県 壱岐市 壱岐島 長崎県立壱岐高等学校 体験入学・宿泊体験 【東アジア歴史・中国語コース】
学校・コース紹介、中国語体験授業、島内視察等 全国・中学生 令和3年8月21日～8月22日 長崎県立壱岐高等学校 http://www.iki-high.jp/ 長崎県立壱岐高等学校

0920－47－0081 申込必要

※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。



長崎県 小値賀町 ふるさと留学 長崎県立北松西高等学校 現地見学・保護者説明会 【普通科】
学校案内、島内視察、制度説明・相談会等 全国・中学生 随時実施

ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ：令和3年7月27日 長崎県立北松西高等学校 http://www2.news.ed.jp/section/hokushounishi-
h/

長崎県立北松西高等学校
0959-56-3155 電話申込必要

長崎県 五島市 福江島 長崎県立五島高等学校 体験入学・宿泊体験 【スポーツコース】
コース説明、実技講習会、島内視察等 全国・中学生 令和3年7月31日～8月1日 長崎県立五島高等学校 http://www.news.ed.jp/goto-h/ 長崎県立五島高等学校

0959-72-3505 申込必要

長崎県 五島市 福江島 長崎県立五島南高等学校 体験入学・宿泊体験 【夢トライコース】
学校概要・コース説明、体験活動、島内視察等 全国・中学生 令和3年8月19日～8月20日 長崎県立五島南高等学校 http://www.news.ed.jp/gotouminami-h/ 長崎県立五島南高等学校

0959-82-0038 申込必要

長崎県 五島市 奈留島 長崎県立奈留高等学校 体験入学・宿泊体験 【E-アイランド・スクール】
学校紹介、在校生との交流会、島内視察等 全国・中学生 ①令和3年7月31日～8月1日

②令和3年10月30日～10月31日
長崎県立奈留高等学校 http://www.news.ed.jp/naru-h/ 長崎県立奈留高等学校

0959-64-2210 申込必要

鹿児島県 屋久島町 屋久島 鹿児島県立屋久島高等学
校 説明会 地域みらい留学合同学校説明会 全国・中学生

【オンライン】
令和３年６月６日㈰
令和３年７月３日㈯、4日㈰
令和３年７月31日㈯、８月１日㈰
令和３年８月28日㈯、８月29日㈰

【対面】※予定
令和３年10月２日㈯

※令和３年度オンライン開催 http://www.edu.pref.kagoshima.jp/sh/yakushima
/

鹿児島県立屋久島高等学校
0997-42-0013

鹿児島県 瀬戸内町 奄美大島 鹿児島県立古仁屋高等
学校 体験入学 古仁屋高校体験入学，学校概況説明，生徒交流，授業

体験，部活動体験 全国・中２，中３ 令和3年7月30日 鹿児島県立古仁屋高等学校 http://www.edu.pref.kagoshima.jp/sh/koniya
/

鹿児島県立古仁屋高等学校
0997-72-0034

体験入学参加希望者は7/7までに申請書をメー
ルにてご提出下さい。その他の日程をご希望の場
合は，事前に御連絡ください。

※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。


