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（ 久賀 ・ 奈留 ）しま留学現地見学申込書 №１

令和 年 月 日

五島市（ 久賀 ・ 奈留 ）しま留学連絡協議会長 様

見学希望日 令和 年 月 日 （ ）

大人（ 父 ・ 母 ・ ・ ・ ）

参 加 者 子供（中学生 人・小学生 人・幼児 人）

合計 人

氏名 年齢 性別 学年
ふりがな

留学を検討 現在の学校名 立 小・中学校

している児

童・生徒 氏名 年齢 性別 学年
ふりがな

現在の学校名 立 小・中学校

見学の希望先 （ 学校 ・ しま親宅 ）の見学を希望します。

※久賀島・奈留島での宿泊を希望される場合は、宿舎（民宿 or 民泊）を

ご紹介いたします。

宿泊希望 （ 久賀島 ・ 奈留島 ・ 福江島 ）での宿泊を希望します。

令和 年 月 日～ 月 日（ 泊 日）

・宿泊は希望しません

住所 〒 －

都・道・府・県

保 護 者

氏名 印
ふりがな

連絡先（自宅℡）

携 帯

そ の 他 ご不明な点・質問等がありましたらご記入ください。

送付先：五島市教育委員会学校教育課 【ＦＡＸ】0959-72-5858



（ 久賀 ・ 奈留 ）しま留学現地見学申込書 №２

※ この資料は、現地を見学される際、学校・しま親へ配付する大切な資料ですの

で、お子様の現状について、できるだけ詳細にご記入ください。

児童生徒氏名

１ 「しま留学制度」を何でお知りになりましたか？

２ 留学を検討されている理由は何ですか？

３ お子様は、留学によりどんなことを学び、体験したいと言っていますか？

４ 保護者として、留学に何を期待されていますか？

５ 現在通っている学校やご家庭でのお子様の様子についてご記入ください。

［学校での様子］

［ご家庭での様子］



（ 久賀 ・ 奈留 ）しま留学現地見学申込書 №３

６ その他

※留学制度についてのご質問・その他についてご記入ください。



（ 久賀 ・ 奈留 ）しま留学現地見学申込書 №１

令和元年９月２９日

五島市（ 久賀 ・ 奈留 ）しま留学連絡協議会長 様

見学希望日 令和 元年 １０ 月 ７日（ 金 ）

大人（ 父 ・ 母 ・ ・ ・

参 加 者 子供（中学生 人・小学生 １ 人・幼児 人）

合計 ２ 人

氏名 年齢 １１歳 性別 男 学年 小５

ふりがな ご とう た ろう

留学を検討 現在の学校名 ○○県△△市 立 □□ 小・中学校

している児

童・生徒 氏名 年齢 性別 学年
ふりがな

現在の学校名 立 小・中学校

見学の希望先 （ 学校 ・ しま親宅 ）の見学を希望します。

※久賀島・奈留島での宿泊を希望される場合は、宿舎（民宿 or 民泊）を

ご紹介いたします。

宿泊希望 （ 久賀島 ・奈留島 ・ 福江島 ）での宿泊を希望します。

令和 元年１０月 ７日～１０月 ８日（ １泊 ２日）

・宿泊は希望しません

住所 〒１１１－１１１１

○○ 都・道・府・県 △△ 市

保 護 者 □□町 １－２

氏名 五島 一雄 印
ふりがな ご とう かず お

連絡先（自宅℡）

携 帯 090-1234-5678

そ の 他 ご不明な点・質問等がありましたらご記入ください。

送付先：五島市教育委員会学校教育課 【ＦＡＸ】0959-72-5858



（ 久賀 ・ 奈留 ）しま留学現地見学申込書 №２

※ この資料は、現地を見学される際、学校・しま親へ配付する大切な資料ですの

で、お子様の現状について、できるだけ詳細にご記入ください。

児童生徒氏名

１ 「しま留学制度」を何でお知りになりましたか？

五島市のしま留学のホームページ

２ 留学を検討されている理由は何ですか？

島の豊かな自然の中でのびのびとした学校生活を経験させたい。

また、現在、不登校であるので環境を変えて登校できるようにさせたい。

３ お子様は、留学によりどんなことを学び、体験したいと言っていますか？

まずは、学校に通えるようになりこと。さらに、海の近くであるので魚釣りや

農作業も体験してみたい。

４ 保護者として、留学に何を期待されていますか？

学校に通い、勉強や友達と遊ぶ楽しさを味わって欲しい。そして、豊かな自然

の中での生活を通して心身共にたくましく成長してほしい。

５ 現在通っている学校やご家庭でのお子様の様子についてご記入ください。

［学校での様子］

学校に行き渋っている状況ですが、週に３日程度は通えています。ただ、教室

には入れず、学習も遅れ気味です。

［ご家庭での様子］

夜遅くまでゲームやインターネットをしていることが多く、寝不足の日には学

校に行きたがりません。親に反抗するわけではありませんが、こだわりが強く、

言い出すときかない面があります。



（ 久賀 ・ 奈留 ）しま留学現地見学申込書 №３

６ その他

※留学制度についてのご質問・その他についてご記入ください。



◆五島市（福江島）への交通アクセス

＊ 運行ダイヤは、季節により変更されますので、最新のものをご確認下さい。

【飛行機】

＊福岡～福江 ＊長崎～福江

福岡発 福江着 福江発 福岡着 長崎発 福江着 福江発 長崎着

08:50 09:30 10:00 10:40 09:35 10:05 10:25 10:55

12:25 13:10 11:10 11:55 10:15 10:45 13:35 14:05

16:45 17:30 15:30 16:15 14:35 15:05 17:55 18:25

17:50 18:30 19:00 19:40

【船】

＊長崎～福江（九州商船フェリー） ＊博多～福江（野母商船フェリー）

長崎発 福江着 福江発 長崎着 博多発 福江着 福江発 博多着

08:05 11:15 08:00 11:15 23:45 08:15 10:10 17:50

12:25 16:20 11:45 16:05

16:50 20:00 16:50 20:00

＊長崎～福江（九州商船ジェットフォイル）

長崎発 福江着 福江発 長崎着

07:40 09:05 07:30 09:20

11:30 13:20 09:20 11:10

14:50 16:15 13:40 15:05

16:30 18:20 16:30 18:20

★ジェットフォイル便は、季節・曜日によってダイヤの変更があります。



◆久賀島（田ノ浦港）への交通アクセス

【船】＊福江～久賀（木口汽船シーガル） ＊福江～久賀（木口汽船フェリー）

福江発 久賀着 久賀発 福江着 福江発 久賀着 久賀発 福江着

09:10 09:30 09:35 09:55 08:00 08:34

12:05 12:25 12:30 12:50 13:35 14:09

16:45 17:05 17:10 17:30 ＊奥浦港（福江港から車で１５分）発着便あり

◆現地見学モデルコース【久賀島】

【① 日帰りモデル ＊長崎港経由：船利用】

JR長崎駅 →（徒歩）→ 長崎港 →（JF）→ 福江港 →（シーガル）→ 田ノ浦港

＊ 10分 07:40 09:05 09:10 09:30

＊現地見学 田ノ浦港 →（シーガル）→ 福江港 →（JF）→ 長崎港

(9:30～ 12:30) 12:30 12:50 13:40 15:05

【② １泊２日モデル ＊長崎港経由：船利用・久賀宿泊】

JR長崎駅 →（徒歩）→ 長崎港 →（JF）→ 福江港 →（フェリー）→ 田ノ浦港

＊ 10分 11:30 13:20 13:35 14:09

＊現地見学 田ノ浦港 →（フェリー）→ 福江港 →（JF）→ 長崎港

(久賀泊) 08:00 08:34 09:20 11:10

【③ 日帰りモデル ＊福岡空港経由：飛行機利用】

福岡空港 →（飛行機）→ 福江空港 →（車）→ 福江港 →（シーガル）→ 田ノ浦港

08:50 09:30 09:50 10:05 12:05 12:25

＊現地見学 田ノ浦港 →（シーガル）→ 福江港 →（車）→ 福江空港 →（飛行機）→ 福岡空港

(12:25～ 17:10) 17:10 17:30 17:40 17:55 19:00 19:40

【④ １泊２日モデル ＊福岡空港経由：飛行機利用】

福岡空港 →（飛行機）→ 福江空港 → 福江泊 → 福江港 →（シーガル）→ 田ノ浦港

17:50 18:30 09:10 09:30

＊現地見学 田ノ浦港 →（シーガル）→ 福江港 →（車）→ 福江空港 →（飛行機）→ 福岡空港

(09:30～ 17:10) 17:10 17:30 17:40 17:55 19:00 19:40



◆奈留島への交通アクセス

【船】＊福江～奈留（五島旅客船 ニューたいよう） ＊福江～奈留（五島旅客船 フェリーオーシャン）

福江発 奈留着 奈留発 福江着 福江発 奈留着 奈留発 福江着

09:45 10:15 08:45 09:15 08:05 8:50 06:35 07:20

15:55 16:25 10:50 11:20 13:00 13:45 11:30 12:15

14:20 14:50 17:15 18:00 15:55 16:40

◆現地見学モデルコース【奈留島】

【① 日帰りモデル ＊長崎港経由：船利用】

JR長崎駅 →（徒歩）→ 長崎港 →（JF）→ 福江港 →（たいよう）→ 奈留港

＊ 10分 07:40 09:05 09:45 10:15

＊現地見学 奈留港 →（たいよう）→ 福江港 →（JF）→ 長崎港

(10:15～ 14:20) 14:20 14:50 16:30 18:20

【② １泊２日モデル ＊長崎港経由：船利用・奈留宿泊】

JR長崎駅 →（徒歩）→ 長崎港 →（JF）→ 福江港 →（たいよう）→ 奈留港

＊ 10分 11:30 13:20 15:55 16:25

＊現地見学 奈留港 →（たいよう）→ 福江港 →（JF）→ 長崎港

(奈留泊) 14:20 14:50 16:30 18:20

【③ 日帰りモデル ＊福岡空港経由：飛行機利用】

福岡空港 →（飛行機）→ 福江空港 →（車）→ 福江港 →（オーシャン）→ 奈留港

08:50 09:30 09:50 10:05 13:00 13:45

＊現地見学 奈留港 →（オーシャン）→ 福江港 →（車）→ 福江空港 →（飛行機）→ 福岡空港

(13:45～ 15:55) 15:55 16:40 16:50 17:05 19:00 19:40

【④ １泊２日モデル ＊福岡空港経由：飛行機利用】

福岡空港 →（飛行機）→ 福江空港 → 福江泊 → 福江港 →（たいよう）→ 奈留港

17:50 18:30 09:45 10:15

＊現地見学 奈留港 →（オーシャン）→ 福江港 →（車）→ 福江空港 →（飛行機）→ 福岡空港

(10:15～ 15:55) 15:55 16:40 16:50 17:05 19:00 19:40



◆現地見学における経費等について
＊料金は改正されますので、最新のものをご確認下さい。

【交通費】
〈長崎～福江〉 ＊往復で利用する場合は、「往復割引」もあります。
○九州商船フェリー 所要時間（３時間４０分～４時間）
・【片道】２等運賃 大人：２，２５０円 小人：１，１３０円

○九州商船ジェットフォイル 所要時間（８５分～１１０分）
・【片道】大人：５，４９０円 小人：２，７５０円

○飛行機 所要時間（３０分）
・【片道】大人：１１，６００円 小人：５，９５０円

〈福岡～福江〉 ＊往復で利用する場合は、「往復割引」もあります。
○野母商船フェリー 所要時間（８時間３０分） ＊日帰り不能
・【片道】 大人：４，８４０円 小人：２，４２０円

○飛行機 所要時間（４０分）
・【片道】大人：２１，６００円 小人：１０，８００円

〈福江港～田ノ浦港（久賀島）〉
○木口汽船 所要時間（２０分～３４分）
・【片道】大人：７８０円 小人：３９０円

〈福江港～奈留港〉
○五島旅客船 所要時間（３０分～４５分）
・【片道】大人：７９０円 小人：４００円

【宿泊費】
〈久賀宿泊〉
○民宿深浦荘【１泊２食】７，３５０円
○民 泊【１泊２食】７，５６０円

〈奈留宿泊〉
○民宿丸山 【１泊２食】５，０００円から
〇民宿しろやま 【１泊２食】６，０００円から
〇奥居旅館 【１泊２食】７，０００円から
〇福良旅館 【１泊２食】７，０００円から

〈福江宿泊〉
○ビジネスホテル等 【１泊２食】７，５００円程度から

＊モデルコースでの試算経費（大人１名・子ども１名の場合）

○長崎港経由：船利用
・日帰りモデル ・・・ １９，０００円程度（食費は含みません）
・１泊２日モデル・・・ ３４，０００円程度（昼食は含みません）

○飛行機利用
・日帰りモデル ・・・ ７０，０００円程度（食費は含みません）
・１泊２日モデル・・・ ８５，０００円程度（昼食は含みません）




