
(※)志願者の方は、この期間に島しょ町村教育委員会に連絡していただき、必要書類及び提出方法に関する説明を受けていただく必要があります。

事前問合せ（※）

募集期間

選考期間

結果通知

実施自治体

募集人数

応募者数

合格者数

神津島村

1名

3名

1名

神津島村

3名

4名

3名

八丈町

2名

5名

2名

神津島村

4名

20名

4名

八丈町

1名

4名

1名

神津島村

5名

25名

3名

神津島村

5名

21名

5名

八丈町

1名

3名

1名

神津島村

選考年度 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年

八丈町

5

高校ごとの入学者選抜（学力検査）に先立って島しょの町村が独自で実施する選考のことです。
同選考に合格することで、島しょの都立高校への応募資格が得られます。
高校ごとの入学者選抜合格後は、島の中で自立した生活※をしながら都立高校に通うことができます。
※令和２年度の島外生徒受入選考により入学した生徒は、神津高校は学生寮で、八丈高校は保護者の方と同居する形で島内での生活を送ることになります。

令和2年度に島外生徒受入選考を実施する島しょ町村
　神津島村（神津島）、八丈町（八丈島）

以下の方法でも、島しょの高校（全日制）に進学することが可能です。

●島しょに保護者（※）とともに転居すること。
（※保護者とは、原則として父母両方のことを言います。）

●都内の中学生で、入学日までに島しょ在住の身元引受人となり得る
６親等以内の親族と同居すること。
なお、都立大島高校及び都立八丈高校には定時制も設置されており、島しょで就労しながら高校に通学するこ
とが可能です。

この機会に、島の高校も進学先の候補として検討してみませんか？
島の高校について知りたい方は、こちらのQRコードから各高校のホームページを御覧ください。

在学中の島しょでの居住先及び費用について
　島内での居住環境は、学生寮での集団生活や保護者の方との生活など、受入町村によって異なります。また、
生活費は自己負担ですが、町村が定める基準額に対して助成があります。詳細は、実施予定町村に御確認ください。

目的意識を持って島の高校で学びたい、自立した生活を送りたいと考える方の
受験をお待ちしております。

⇒   島外生徒受入選考  で検索！

教育庁都立学校教育部高等学校教育課
東京都新宿区西新宿2-8-1 都庁第二本庁舎15階北側
電話：03-5320-6749
メール：S9000011@section.metro.tokyo.jp
HP：https://www.kyoiku.metro.tokyo.lg.jp/

神津島村教育委員会
東京都神津島村904番地
電話：04992-8-1222
メール：kyouiku@vill.kouzushima.tokyo.jp
HP：http://vill.kouzushima.tokyo.jp/

八丈町教育委員会
東京都八丈島八丈町大賀郷2551番地2
電話：04996-2-7071
メール：kyoiku@town.hachijo.tokyo.jp
HP：http://www.town.hachijo.tokyo.jp/

問合せ先

■今後の日程

・島外生徒受入選考以外で島しょの高校に進学する方法

■選考方法　書類選考及び面接
■過去の選考実績

■募集人数
　神津島村：５名程度
　八 丈 町：２名以内

詳細は、各町村が策定する「島外生徒受入選考実施要項」を御確認ください。

合　格

島しょ高校に入学

都立高校の入学者選抜
受検

島しょ高校への願書
提出

事前問合せ

提出書類の送付

島外生徒受入選考　受験

合　格合　格

島しょ高校への応募資格を取得

島外生徒受入選考（受験から合格までの流れ）

ステップ１

ステップ２

募集期間前の定められた期間内に、各島しょ町村に連絡し、必要書類及び
提出方法についての案内を受けていただきます。

島外生徒受入選考を受験するためには
ステップ１

ステップ2

事前問合せ………

募集期間内に提出書類を島しょ町村に送付していただきます。提出書類の送付…

島外生徒受入選考とは 令和2年度 島外生徒受入選考（概要）

10月12日～11月13日
10月12日～10月30日

12月10日～12日
12月18日

11月9日～11月19日
10月19日～11月9日

12月20日
12月24日

Interview

大場 萌実さん　都立八丈高校３年

岡田 浩充さん　都立神津高校２年

福島 紀穂さん　都立神津高校２年

生徒インタビュー

もともと自然が大好きで、都立高校等合同説明会の時に校長先生から声をかけ
ていただきました。そこから興味をもって進学したいと思いました。
入学当初は、海も山も友人も、私にとっては全てが目新しかったのですが、自分
だけが新しい環境にあるということが少し不思議な感じがしました。1年生の遠
足で三原山に登った時にみんなとはぐれて迷子になってしまって、あわや救助要
請か？ということもありました。地元の子なら何度も来ているだろうからそんな
こともなかったのかもしれません。島に慣れた今となっては笑い話で、どうして
迷子になったのか不思議なくらいです。
3年間暮らしてみて、人も自然も益々大好きになってきています。残り少ない高
校生活やホームステイ生活をもっと大切に過ごしたいです。島の歴史や文化を勉
強する中で、歴史はもっともっと勉強したいと思うようになりました。自分にど
んなことができるかわからないですが、将来的には八丈島へ何かお返しができた
らいいなと思っています。

神津高校に入学してから、寮での集団生活や島の人たちとの交流を通じて、コ
ミュニケーションができるようになってきたと思います。以前は人見知りで初対
面の人と話すことに抵抗があったのですが、今では自分から挨拶したり話しかけ
たりすることができるようになりました。
寮では、土日は自分たちで食事を準備するなど家事や寮運営も自分たちで主体
的に行っています。上下関係はあまりなく、寮生みんなで決めて、実行するという
ことが気持ちよくできています。
今は、学校の吹奏楽部以外にも村の吹奏楽団に入り、学校内に留まらない活動
をしています。島に来ることを中学生で選択するのは大きな決断だと思います
が、飛び込んでみれば充実した体験が待っていると思います。

中学校3年生の時にショートステイ事業に参加して、神津島の自然の美しさに
惹かれて進学を決めました。また、その時に高校生と先生方のアットホームな雰囲
気がとてもすてきだと思い、私もこの高校に通いたいと思うようになりました。
昨年の10月に女子寮ができるまではホームステイをしていたので、地元の方
との交流だけではなく、何気ない会話から島の歴史を教えてもらったり地元の食
べ物を紹介してもらったりして、とても貴重な体験でした。10月以降、女子寮に
入ってからは、寮生みんなでたわいもない話をしたり、日常の小さな悩みを共有
出来たりして、良い関係が築けていると思います。
神津高校の授業は先生の教え方がとても丁寧です。少人数で自分の学習状況に
あった課題が出るなど、とても恵まれた環境だと思います。3年間という短い時間
ですが、島でたくさんのことを学び、また、島の役に立てるような活動ができれば
と思っています。

島外生徒受入事業案内
令和3年度
入学生向け

の高校に
入ろう

島
島の都立高校へ通うという選択

島外生徒受入事業については、
こちらのホームページでも
ご紹介しています。

都立の島しょ地区の高校を
紹介しています。
（都立高校等検索サイトHP）

令和２年１０月発行
東京都教育委員会印刷物登録
令和２年度　第６４号



(※)志願者の方は、この期間に島しょ町村教育委員会に連絡していただき、必要書類及び提出方法に関する説明を受けていただく必要があります。

事前問合せ（※）

募集期間

選考期間

結果通知

実施自治体

募集人数

応募者数

合格者数

神津島村

1名

3名

1名

神津島村

3名

4名

3名

八丈町

2名

5名

2名

神津島村

4名

20名

4名

八丈町

1名

4名

1名

神津島村

5名

25名

3名

神津島村

5名

21名

5名

八丈町

1名

3名

1名

神津島村

選考年度 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年

八丈町

5

高校ごとの入学者選抜（学力検査）に先立って島しょの町村が独自で実施する選考のことです。
同選考に合格することで、島しょの都立高校への応募資格が得られます。
高校ごとの入学者選抜合格後は、島の中で自立した生活※をしながら都立高校に通うことができます。
※令和２年度の島外生徒受入選考により入学した生徒は、神津高校は学生寮で、八丈高校は保護者の方と同居する形で島内での生活を送ることになります。

令和2年度に島外生徒受入選考を実施する島しょ町村
　神津島村（神津島）、八丈町（八丈島）

以下の方法でも、島しょの高校（全日制）に進学することが可能です。

●島しょに保護者（※）とともに転居すること。
（※保護者とは、原則として父母両方のことを言います。）

●都内の中学生で、入学日までに島しょ在住の身元引受人となり得る
６親等以内の親族と同居すること。
なお、都立大島高校及び都立八丈高校には定時制も設置されており、島しょで就労しながら高校に通学するこ
とが可能です。

この機会に、島の高校も進学先の候補として検討してみませんか？
島の高校について知りたい方は、こちらのQRコードから各高校のホームページを御覧ください。

在学中の島しょでの居住先及び費用について
　島内での居住環境は、学生寮での集団生活や保護者の方との生活など、受入町村によって異なります。また、
生活費は自己負担ですが、町村が定める基準額に対して助成があります。詳細は、実施予定町村に御確認ください。

目的意識を持って島の高校で学びたい、自立した生活を送りたいと考える方の
受験をお待ちしております。

⇒   島外生徒受入選考  で検索！

教育庁都立学校教育部高等学校教育課
東京都新宿区西新宿2-8-1 都庁第二本庁舎15階北側
電話：03-5320-6749
メール：S9000011@section.metro.tokyo.jp
HP：https://www.kyoiku.metro.tokyo.lg.jp/

神津島村教育委員会
東京都神津島村904番地
電話：04992-8-1222
メール：kyouiku@vill.kouzushima.tokyo.jp
HP：http://vill.kouzushima.tokyo.jp/

八丈町教育委員会
東京都八丈島八丈町大賀郷2551番地2
電話：04996-2-7071
メール：kyoiku@town.hachijo.tokyo.jp
HP：http://www.town.hachijo.tokyo.jp/

問合せ先

■今後の日程

・島外生徒受入選考以外で島しょの高校に進学する方法

■選考方法　書類選考及び面接
■過去の選考実績

■募集人数
　神津島村：５名程度
　八 丈 町：２名以内

詳細は、各町村が策定する「島外生徒受入選考実施要項」を御確認ください。

合　格

島しょ高校に入学

都立高校の入学者選抜
受検

島しょ高校への願書
提出

事前問合せ

提出書類の送付

島外生徒受入選考　受験

合　格合　格

島しょ高校への応募資格を取得

島外生徒受入選考（受験から合格までの流れ）

ステップ１

ステップ２

募集期間前の定められた期間内に、各島しょ町村に連絡し、必要書類及び
提出方法についての案内を受けていただきます。

島外生徒受入選考を受験するためには
ステップ１

ステップ2

事前問合せ………

募集期間内に提出書類を島しょ町村に送付していただきます。提出書類の送付…

島外生徒受入選考とは 令和2年度 島外生徒受入選考（概要）

10月12日～11月13日
10月12日～10月30日

12月10日～12日
12月18日

11月9日～11月19日
10月19日～11月9日

12月20日
12月24日

Interview

大場 萌実さん　都立八丈高校３年

岡田 浩充さん　都立神津高校２年

福島 紀穂さん　都立神津高校２年

生徒インタビュー

もともと自然が大好きで、都立高校等合同説明会の時に校長先生から声をかけ
ていただきました。そこから興味をもって進学したいと思いました。
入学当初は、海も山も友人も、私にとっては全てが目新しかったのですが、自分
だけが新しい環境にあるということが少し不思議な感じがしました。1年生の遠
足で三原山に登った時にみんなとはぐれて迷子になってしまって、あわや救助要
請か？ということもありました。地元の子なら何度も来ているだろうからそんな
こともなかったのかもしれません。島に慣れた今となっては笑い話で、どうして
迷子になったのか不思議なくらいです。
3年間暮らしてみて、人も自然も益々大好きになってきています。残り少ない高
校生活やホームステイ生活をもっと大切に過ごしたいです。島の歴史や文化を勉
強する中で、歴史はもっともっと勉強したいと思うようになりました。自分にど
んなことができるかわからないですが、将来的には八丈島へ何かお返しができた
らいいなと思っています。

神津高校に入学してから、寮での集団生活や島の人たちとの交流を通じて、コ
ミュニケーションができるようになってきたと思います。以前は人見知りで初対
面の人と話すことに抵抗があったのですが、今では自分から挨拶したり話しかけ
たりすることができるようになりました。
寮では、土日は自分たちで食事を準備するなど家事や寮運営も自分たちで主体
的に行っています。上下関係はあまりなく、寮生みんなで決めて、実行するという
ことが気持ちよくできています。
今は、学校の吹奏楽部以外にも村の吹奏楽団に入り、学校内に留まらない活動
をしています。島に来ることを中学生で選択するのは大きな決断だと思います
が、飛び込んでみれば充実した体験が待っていると思います。

中学校3年生の時にショートステイ事業に参加して、神津島の自然の美しさに
惹かれて進学を決めました。また、その時に高校生と先生方のアットホームな雰囲
気がとてもすてきだと思い、私もこの高校に通いたいと思うようになりました。
昨年の10月に女子寮ができるまではホームステイをしていたので、地元の方
との交流だけではなく、何気ない会話から島の歴史を教えてもらったり地元の食
べ物を紹介してもらったりして、とても貴重な体験でした。10月以降、女子寮に
入ってからは、寮生みんなでたわいもない話をしたり、日常の小さな悩みを共有
出来たりして、良い関係が築けていると思います。
神津高校の授業は先生の教え方がとても丁寧です。少人数で自分の学習状況に
あった課題が出るなど、とても恵まれた環境だと思います。3年間という短い時間
ですが、島でたくさんのことを学び、また、島の役に立てるような活動ができれば
と思っています。

島外生徒受入事業案内
令和3年度
入学生向け

の高校に
入ろう

島
島の都立高校へ通うという選択

島外生徒受入事業については、
こちらのホームページでも
ご紹介しています。

都立の島しょ地区の高校を
紹介しています。
（都立高校等検索サイトHP）

令和２年１０月発行
東京都教育委員会印刷物登録
令和２年度　第６４号



八丈島

御蔵島

新島

利島

大島

三宅島神津島

伊豆諸島

青ヶ島 高速船/大型船/連絡船
飛行機

調布
羽田

竹芝

八丈高校

神津高校

弐根島
50分

50分

2時間50分

1時間55分

6時間

45分

高速ジェット船

30分

25分

25分

30分

調布から飛行機で45分
竹芝から高速船で約３時間45分

羽田から
飛行機で50分

アクセス

※運行本数が減少又は運行しない場合もありますので、詳細は各公共交通機関にご確認ください。

神津島の紹介

八丈島の紹介

Interview
インタビュー

都立八丈高校　佐藤 俊一　校長

Interview

自然あふれる八丈高校で、
どのような特色のある科目や
活動をしているのか、生徒の目線で紹介
しています。是非ご覧下さい。

八丈高校の生徒が伝えたい学校の魅力を
ＰＲ動画「まなびゅ～」で見てみよう！

八丈高校の紹介神津高校の紹介
●学校の特徴●

●もともとの少人数での授業に加え、習熟度
別、ティームティーチングなどによる「き
め細かい指導」

●多様な進路希望に対応した選択科目の設置
●進学指導コーディネーターによる進学希望
者向けのサポート

●放課後の個別・学習時間として、全生徒が目
標を持って「神津高チャレンジ」を実施

●島外生徒受入制度導入
（離島留学）

● 学 校 行 事 ●

【新入生歓迎会】
生徒会が中心となり、多幸湾キャンプ場での
新入生歓迎のバーベキューを実施します。

【村民運動会】
村民運動会に神津高校として毎年参加してい
ます。
中学校の校庭で行います。

【黒潮祭】
神津高校の文化祭のことで、レストランや迷
路、屋台など村民も楽しみにしている本校の
一大イベントです。2日目の「神高オンステー
ジ」はクラスや部活動等でダンスやバンド演
奏などを行っていて毎年盛り上がっています。

【通学】
神津高校から徒歩 20分程度。

【食事】
平日は、1日 2食、昼は学校で配膳型弁当（給食）、土日は
当番制で朝食と昼食は生徒同士で作っています。夕食は、
提供されます。

【施設】
男子寮は平成29 年に完成し、女子寮はその後、令和元年度
に増築されました。
建物の中で、男子寮と女子寮に分かれており、生徒の個室
には、学習机・ベッド・エアコンを設置しています。共有
備品として、冷蔵庫・洗濯機・テレビを設置しているほか
寮内ではWi-Fi 環境を完備しています。なお、お風呂・ト
イレは共有となります。女子寮は6 室、男子部屋は8 室あ
ります。
帰寮後は食堂で皆で勉強するなど、和気あいあいとした雰
囲気で集団生活を送っています。

● 部  活  動 ●

【運動部】
サッカー部、バスケットボール部、バドミントン部、
バレーボール部、テニス部、トレーニング部、野球部、
剣道部

【文化部】
吹奏楽部、軽音楽部、家庭科部、美術部、パソコン部、
文芸同好会

兼部可能！部活動加入率は 100％です！

● 学 校 行 事 ●
【フリージアインフィオラータ】
３月下旬から４月上旬に行われる町の行事「フリージアま
つり」のイベントの一つです。毎年八丈高校の生徒が、町
役場や空港などで、八丈島を代表する花「フリージア」を
使って花のじゅうたんを作っています。

【八高祭】
９月に実施している全日制・定時制合同の八丈高校の文化
祭です。島伝統の八丈太鼓披露や、園芸科の生徒が作った
野菜等の販売も行っており、毎年町民も楽しみにしている
学校行事の一つです。

【体育祭】
全校生徒を青団・赤団の２つに分け、趣向あふれる様々な
競技で総合得点を争います。午後最初に行われる応援合戦
も見どころの一つです。

● 部  活  動 ●

全日制は、野球（硬式）、サッカー（男子）、陸上、硬式テニス、
バレーボール（女子）、バスケットボール（男子）、バスケッ
トボール（女子）、卓球、吹奏楽、美術、パソコン、茶道、
将棋同好会、写真同好会があります。

定時制は、総合トレーニング、パソコン、漫画研究、天文科学、
芸術、学習、自然愛好があります。

●卒業後の進路●

【進学】
東洋大学、亜細亜大学、昭和女子大学、
文京学院大学、拓殖大学、駿河台大学、
日本工学院専門学校、日本電子専門学校、
東京テクニカルカレッジ

【就職】
株式会社 古一庵、有限会社 原田左官工業所、
株式会社 船清、日本郵便、東京躯体、
サトー商会

本校では島外生徒受入選考を行っており、島外からの生徒を島内
の生徒や町の方々は温かく迎え入れてくださいます。島外生徒と島
内生徒とが互いに交流することにより、学校の中に多様性が生まれ、
お互いに認め合う場面が多くみられます。島外生徒が島の良さを認
め、価値付けることによって、島内の生徒が、これまで当たり前だ
と思っていた島の文化や自然、歴史を価値あるものだと再認識する
きっかけになっています。
そして、令和２年度から文部科学省「地域との協働による高等学

校教育改革推進事業」の研究開発校の指定を受け、八丈島の歴史や
課題などを探究する「八丈学」の授業や、ハワイ州ワイアケア高校
との姉妹校提携等の教育活動を推進しています。
本校は令和元年に創立 70 周年を迎えました。創立100周年に向

けて、新たなスタートをした八丈高校を一緒に創ってみませんか。

インタビュー

都立神津高校　中間　均　校長
中学生の時には家庭では手伝いを何もしなかった子が、今

では自分のワイシャツに自らアイロンをかけるようになり、
食事を協力して作ったりもしています。寮では生活も勉強も
自分で全てしなければならないので、生徒の人間性を大きく
成長させていると思います。島内の生徒と登下校や放課後の
勉強を一緒にするようになったりして、そのような場面を見
かけるととても良いなと思います。
島の人たちが島外生徒を温かく迎え入れてくれてよく声掛

けしてくれるおかげで、島に来た当初は人見知りだった生徒
が積極的に挨拶したり自分から声を掛けられるようになりま
した。今では様々な地元の行事を通して島の人たちと親しく
なったり、吹奏楽で夏祭りに参加したりしています。自分の
得意分野を生かして地域に貢献できる、島の距離感の近さ故
に生徒たちはこのことを具体的に感じていると思います。
島での生活で自分の力を伸ばしたい、何らかの形で地域に

貢献したいと思ってきてくれる生徒の皆さんを待っています。

●学校の特徴●

本校では、八丈島の歴史や課題などを探究
する八丈学、八丈太鼓、黄八丈の機織りやス
キューバダイビングを学ぶ授業など、地域の
特色を生かした授業を展開している一方で、
令和２年度から文部科学省「地域との協働に
よる高等学校教育改革推進事業」の研究開発
校の指定や、ハワイ州ワイアケア高等学校と
の姉妹校提携、安全教育推進校、島しょＩＣ
Ｔ活用事業モデル校として、地域魅力化やグ
ローバル人材の育成を目指して教育活動を推
進しています。

●卒業後の進路●

【進学】
東京学芸大学、都留文科大学、東洋大学、
専修大学、國學院大學、杏林大学、獨協大学、
都立南多摩看護専門学校、神田外語学院

【就職】
東京都公立学校教職員（家庭科実習助手）、
株式会社ＮＴＴ東日本-南関東、
株式会社サッポロライオン

学生寮「しらすな寮」

遥か昔、神々が集ったという、美しく
神秘的な神津島。
水質と透明度日本一に選ばれたことも

ある美しい海と、四季を通じて温暖な気
候に恵まれた自然環境など、年間を通じ
てレジャーが楽しめる特色多い島です。
特に、赤崎海岸海水浴場と新日本百名

山の天上山は、一見の価値があります。

ヤシの木や色鮮やかな花々に迎えられ
る南国の島、八丈島。
三原山と八丈富士から成り立ち、海と

山のアクティビティを満喫できるほか、八
丈太鼓や黄八丈など、今に伝わる伝統芸
能、伝統工芸にも触れることができます。
羽田から航空機が一日３便、竹芝桟橋

からは大型客船も出ており、アクセスの
良い島です。

※使用写真は全て昨年度のものです。

※使用写真は全て昨年度のものです。
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※運行本数が減少又は運行しない場合もありますので、詳細は各公共交通機関にご確認ください。

神津島の紹介

八丈島の紹介

Interview
インタビュー

都立八丈高校　佐藤 俊一　校長

Interview

自然あふれる八丈高校で、
どのような特色のある科目や
活動をしているのか、生徒の目線で紹介
しています。是非ご覧下さい。

八丈高校の生徒が伝えたい学校の魅力を
ＰＲ動画「まなびゅ～」で見てみよう！

八丈高校の紹介神津高校の紹介
●学校の特徴●

●もともとの少人数での授業に加え、習熟度
別、ティームティーチングなどによる「き
め細かい指導」

●多様な進路希望に対応した選択科目の設置
●進学指導コーディネーターによる進学希望
者向けのサポート

●放課後の個別・学習時間として、全生徒が目
標を持って「神津高チャレンジ」を実施

●島外生徒受入制度導入
（離島留学）

● 学 校 行 事 ●

【新入生歓迎会】
生徒会が中心となり、多幸湾キャンプ場での
新入生歓迎のバーベキューを実施します。

【村民運動会】
村民運動会に神津高校として毎年参加してい
ます。
中学校の校庭で行います。

【黒潮祭】
神津高校の文化祭のことで、レストランや迷
路、屋台など村民も楽しみにしている本校の
一大イベントです。2日目の「神高オンステー
ジ」はクラスや部活動等でダンスやバンド演
奏などを行っていて毎年盛り上がっています。

【通学】
神津高校から徒歩 20分程度。

【食事】
平日は、1日 2食、昼は学校で配膳型弁当（給食）、土日は
当番制で朝食と昼食は生徒同士で作っています。夕食は、
提供されます。

【施設】
男子寮は平成29 年に完成し、女子寮はその後、令和元年度
に増築されました。
建物の中で、男子寮と女子寮に分かれており、生徒の個室
には、学習机・ベッド・エアコンを設置しています。共有
備品として、冷蔵庫・洗濯機・テレビを設置しているほか
寮内ではWi-Fi 環境を完備しています。なお、お風呂・ト
イレは共有となります。女子寮は6 室、男子部屋は8 室あ
ります。
帰寮後は食堂で皆で勉強するなど、和気あいあいとした雰
囲気で集団生活を送っています。

● 部  活  動 ●

【運動部】
サッカー部、バスケットボール部、バドミントン部、
バレーボール部、テニス部、トレーニング部、野球部、
剣道部

【文化部】
吹奏楽部、軽音楽部、家庭科部、美術部、パソコン部、
文芸同好会

兼部可能！部活動加入率は 100％です！

● 学 校 行 事 ●
【フリージアインフィオラータ】
３月下旬から４月上旬に行われる町の行事「フリージアま
つり」のイベントの一つです。毎年八丈高校の生徒が、町
役場や空港などで、八丈島を代表する花「フリージア」を
使って花のじゅうたんを作っています。

【八高祭】
９月に実施している全日制・定時制合同の八丈高校の文化
祭です。島伝統の八丈太鼓披露や、園芸科の生徒が作った
野菜等の販売も行っており、毎年町民も楽しみにしている
学校行事の一つです。

【体育祭】
全校生徒を青団・赤団の２つに分け、趣向あふれる様々な
競技で総合得点を争います。午後最初に行われる応援合戦
も見どころの一つです。

● 部  活  動 ●

全日制は、野球（硬式）、サッカー（男子）、陸上、硬式テニス、
バレーボール（女子）、バスケットボール（男子）、バスケッ
トボール（女子）、卓球、吹奏楽、美術、パソコン、茶道、
将棋同好会、写真同好会があります。

定時制は、総合トレーニング、パソコン、漫画研究、天文科学、
芸術、学習、自然愛好があります。

●卒業後の進路●

【進学】
東洋大学、亜細亜大学、昭和女子大学、
文京学院大学、拓殖大学、駿河台大学、
日本工学院専門学校、日本電子専門学校、
東京テクニカルカレッジ

【就職】
株式会社 古一庵、有限会社 原田左官工業所、
株式会社 船清、日本郵便、東京躯体、
サトー商会

本校では島外生徒受入選考を行っており、島外からの生徒を島内
の生徒や町の方々は温かく迎え入れてくださいます。島外生徒と島
内生徒とが互いに交流することにより、学校の中に多様性が生まれ、
お互いに認め合う場面が多くみられます。島外生徒が島の良さを認
め、価値付けることによって、島内の生徒が、これまで当たり前だ
と思っていた島の文化や自然、歴史を価値あるものだと再認識する
きっかけになっています。
そして、令和２年度から文部科学省「地域との協働による高等学

校教育改革推進事業」の研究開発校の指定を受け、八丈島の歴史や
課題などを探究する「八丈学」の授業や、ハワイ州ワイアケア高校
との姉妹校提携等の教育活動を推進しています。
本校は令和元年に創立 70 周年を迎えました。創立100周年に向

けて、新たなスタートをした八丈高校を一緒に創ってみませんか。

インタビュー

都立神津高校　中間　均　校長
中学生の時には家庭では手伝いを何もしなかった子が、今

では自分のワイシャツに自らアイロンをかけるようになり、
食事を協力して作ったりもしています。寮では生活も勉強も
自分で全てしなければならないので、生徒の人間性を大きく
成長させていると思います。島内の生徒と登下校や放課後の
勉強を一緒にするようになったりして、そのような場面を見
かけるととても良いなと思います。
島の人たちが島外生徒を温かく迎え入れてくれてよく声掛

けしてくれるおかげで、島に来た当初は人見知りだった生徒
が積極的に挨拶したり自分から声を掛けられるようになりま
した。今では様々な地元の行事を通して島の人たちと親しく
なったり、吹奏楽で夏祭りに参加したりしています。自分の
得意分野を生かして地域に貢献できる、島の距離感の近さ故
に生徒たちはこのことを具体的に感じていると思います。
島での生活で自分の力を伸ばしたい、何らかの形で地域に

貢献したいと思ってきてくれる生徒の皆さんを待っています。

●学校の特徴●

本校では、八丈島の歴史や課題などを探究
する八丈学、八丈太鼓、黄八丈の機織りやス
キューバダイビングを学ぶ授業など、地域の
特色を生かした授業を展開している一方で、
令和２年度から文部科学省「地域との協働に
よる高等学校教育改革推進事業」の研究開発
校の指定や、ハワイ州ワイアケア高等学校と
の姉妹校提携、安全教育推進校、島しょＩＣ
Ｔ活用事業モデル校として、地域魅力化やグ
ローバル人材の育成を目指して教育活動を推
進しています。

●卒業後の進路●

【進学】
東京学芸大学、都留文科大学、東洋大学、
専修大学、國學院大學、杏林大学、獨協大学、
都立南多摩看護専門学校、神田外語学院

【就職】
東京都公立学校教職員（家庭科実習助手）、
株式会社ＮＴＴ東日本-南関東、
株式会社サッポロライオン

学生寮「しらすな寮」

遥か昔、神々が集ったという、美しく
神秘的な神津島。
水質と透明度日本一に選ばれたことも

ある美しい海と、四季を通じて温暖な気
候に恵まれた自然環境など、年間を通じ
てレジャーが楽しめる特色多い島です。
特に、赤崎海岸海水浴場と新日本百名

山の天上山は、一見の価値があります。

ヤシの木や色鮮やかな花々に迎えられ
る南国の島、八丈島。
三原山と八丈富士から成り立ち、海と

山のアクティビティを満喫できるほか、八
丈太鼓や黄八丈など、今に伝わる伝統芸
能、伝統工芸にも触れることができます。
羽田から航空機が一日３便、竹芝桟橋

からは大型客船も出ており、アクセスの
良い島です。

※使用写真は全て昨年度のものです。

※使用写真は全て昨年度のものです。
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●放課後の個別・学習時間として、全生徒が目
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●島外生徒受入制度導入
（離島留学）

● 学 校 行 事 ●

【新入生歓迎会】
生徒会が中心となり、多幸湾キャンプ場での
新入生歓迎のバーベキューを実施します。

【村民運動会】
村民運動会に神津高校として毎年参加してい
ます。
中学校の校庭で行います。

【黒潮祭】
神津高校の文化祭のことで、レストランや迷
路、屋台など村民も楽しみにしている本校の
一大イベントです。2日目の「神高オンステー
ジ」はクラスや部活動等でダンスやバンド演
奏などを行っていて毎年盛り上がっています。

【通学】
神津高校から徒歩 20分程度。

【食事】
平日は、1日 2食、昼は学校で配膳型弁当（給食）、土日は
当番制で朝食と昼食は生徒同士で作っています。夕食は、
提供されます。

【施設】
男子寮は平成29 年に完成し、女子寮はその後、令和元年度
に増築されました。
建物の中で、男子寮と女子寮に分かれており、生徒の個室
には、学習机・ベッド・エアコンを設置しています。共有
備品として、冷蔵庫・洗濯機・テレビを設置しているほか
寮内ではWi-Fi 環境を完備しています。なお、お風呂・ト
イレは共有となります。女子寮は6 室、男子部屋は8 室あ
ります。
帰寮後は食堂で皆で勉強するなど、和気あいあいとした雰
囲気で集団生活を送っています。

● 部  活  動 ●

【運動部】
サッカー部、バスケットボール部、バドミントン部、
バレーボール部、テニス部、トレーニング部、野球部、
剣道部

【文化部】
吹奏楽部、軽音楽部、家庭科部、美術部、パソコン部、
文芸同好会

兼部可能！部活動加入率は 100％です！

● 学 校 行 事 ●
【フリージアインフィオラータ】
３月下旬から４月上旬に行われる町の行事「フリージアま
つり」のイベントの一つです。毎年八丈高校の生徒が、町
役場や空港などで、八丈島を代表する花「フリージア」を
使って花のじゅうたんを作っています。

【八高祭】
９月に実施している全日制・定時制合同の八丈高校の文化
祭です。島伝統の八丈太鼓披露や、園芸科の生徒が作った
野菜等の販売も行っており、毎年町民も楽しみにしている
学校行事の一つです。

【体育祭】
全校生徒を青団・赤団の２つに分け、趣向あふれる様々な
競技で総合得点を争います。午後最初に行われる応援合戦
も見どころの一つです。

● 部  活  動 ●

全日制は、野球（硬式）、サッカー（男子）、陸上、硬式テニス、
バレーボール（女子）、バスケットボール（男子）、バスケッ
トボール（女子）、卓球、吹奏楽、美術、パソコン、茶道、
将棋同好会、写真同好会があります。

定時制は、総合トレーニング、パソコン、漫画研究、天文科学、
芸術、学習、自然愛好があります。

●卒業後の進路●

【進学】
東洋大学、亜細亜大学、昭和女子大学、
文京学院大学、拓殖大学、駿河台大学、
日本工学院専門学校、日本電子専門学校、
東京テクニカルカレッジ

【就職】
株式会社 古一庵、有限会社 原田左官工業所、
株式会社 船清、日本郵便、東京躯体、
サトー商会

本校では島外生徒受入選考を行っており、島外からの生徒を島内
の生徒や町の方々は温かく迎え入れてくださいます。島外生徒と島
内生徒とが互いに交流することにより、学校の中に多様性が生まれ、
お互いに認め合う場面が多くみられます。島外生徒が島の良さを認
め、価値付けることによって、島内の生徒が、これまで当たり前だ
と思っていた島の文化や自然、歴史を価値あるものだと再認識する
きっかけになっています。
そして、令和２年度から文部科学省「地域との協働による高等学

校教育改革推進事業」の研究開発校の指定を受け、八丈島の歴史や
課題などを探究する「八丈学」の授業や、ハワイ州ワイアケア高校
との姉妹校提携等の教育活動を推進しています。
本校は令和元年に創立 70 周年を迎えました。創立100周年に向

けて、新たなスタートをした八丈高校を一緒に創ってみませんか。

インタビュー

都立神津高校　中間　均　校長
中学生の時には家庭では手伝いを何もしなかった子が、今

では自分のワイシャツに自らアイロンをかけるようになり、
食事を協力して作ったりもしています。寮では生活も勉強も
自分で全てしなければならないので、生徒の人間性を大きく
成長させていると思います。島内の生徒と登下校や放課後の
勉強を一緒にするようになったりして、そのような場面を見
かけるととても良いなと思います。
島の人たちが島外生徒を温かく迎え入れてくれてよく声掛

けしてくれるおかげで、島に来た当初は人見知りだった生徒
が積極的に挨拶したり自分から声を掛けられるようになりま
した。今では様々な地元の行事を通して島の人たちと親しく
なったり、吹奏楽で夏祭りに参加したりしています。自分の
得意分野を生かして地域に貢献できる、島の距離感の近さ故
に生徒たちはこのことを具体的に感じていると思います。
島での生活で自分の力を伸ばしたい、何らかの形で地域に

貢献したいと思ってきてくれる生徒の皆さんを待っています。

●学校の特徴●

本校では、八丈島の歴史や課題などを探究
する八丈学、八丈太鼓、黄八丈の機織りやス
キューバダイビングを学ぶ授業など、地域の
特色を生かした授業を展開している一方で、
令和２年度から文部科学省「地域との協働に
よる高等学校教育改革推進事業」の研究開発
校の指定や、ハワイ州ワイアケア高等学校と
の姉妹校提携、安全教育推進校、島しょＩＣ
Ｔ活用事業モデル校として、地域魅力化やグ
ローバル人材の育成を目指して教育活動を推
進しています。

●卒業後の進路●

【進学】
東京学芸大学、都留文科大学、東洋大学、
専修大学、國學院大學、杏林大学、獨協大学、
都立南多摩看護専門学校、神田外語学院

【就職】
東京都公立学校教職員（家庭科実習助手）、
株式会社ＮＴＴ東日本-南関東、
株式会社サッポロライオン

学生寮「しらすな寮」

遥か昔、神々が集ったという、美しく
神秘的な神津島。
水質と透明度日本一に選ばれたことも

ある美しい海と、四季を通じて温暖な気
候に恵まれた自然環境など、年間を通じ
てレジャーが楽しめる特色多い島です。
特に、赤崎海岸海水浴場と新日本百名

山の天上山は、一見の価値があります。

ヤシの木や色鮮やかな花々に迎えられ
る南国の島、八丈島。
三原山と八丈富士から成り立ち、海と

山のアクティビティを満喫できるほか、八
丈太鼓や黄八丈など、今に伝わる伝統芸
能、伝統工芸にも触れることができます。
羽田から航空機が一日３便、竹芝桟橋

からは大型客船も出ており、アクセスの
良い島です。

※使用写真は全て昨年度のものです。

※使用写真は全て昨年度のものです。



八丈島

御蔵島

新島

利島

大島

三宅島神津島

伊豆諸島

青ヶ島 高速船/大型船/連絡船
飛行機

調布
羽田

竹芝

八丈高校

神津高校

弐根島
50分

50分

2時間50分

1時間55分

6時間

45分

高速ジェット船

30分

25分

25分

30分

調布から飛行機で45分
竹芝から高速船で約３時間45分

羽田から
飛行機で50分

アクセス

※運行本数が減少又は運行しない場合もありますので、詳細は各公共交通機関にご確認ください。

神津島の紹介

八丈島の紹介

Interview
インタビュー

都立八丈高校　佐藤 俊一　校長

Interview

自然あふれる八丈高校で、
どのような特色のある科目や
活動をしているのか、生徒の目線で紹介
しています。是非ご覧下さい。

八丈高校の生徒が伝えたい学校の魅力を
ＰＲ動画「まなびゅ～」で見てみよう！

八丈高校の紹介神津高校の紹介
●学校の特徴●

●もともとの少人数での授業に加え、習熟度
別、ティームティーチングなどによる「き
め細かい指導」

●多様な進路希望に対応した選択科目の設置
●進学指導コーディネーターによる進学希望
者向けのサポート

●放課後の個別・学習時間として、全生徒が目
標を持って「神津高チャレンジ」を実施

●島外生徒受入制度導入
（離島留学）

● 学 校 行 事 ●

【新入生歓迎会】
生徒会が中心となり、多幸湾キャンプ場での
新入生歓迎のバーベキューを実施します。

【村民運動会】
村民運動会に神津高校として毎年参加してい
ます。
中学校の校庭で行います。

【黒潮祭】
神津高校の文化祭のことで、レストランや迷
路、屋台など村民も楽しみにしている本校の
一大イベントです。2日目の「神高オンステー
ジ」はクラスや部活動等でダンスやバンド演
奏などを行っていて毎年盛り上がっています。

【通学】
神津高校から徒歩 20分程度。

【食事】
平日は、1日 2食、昼は学校で配膳型弁当（給食）、土日は
当番制で朝食と昼食は生徒同士で作っています。夕食は、
提供されます。

【施設】
男子寮は平成29 年に完成し、女子寮はその後、令和元年度
に増築されました。
建物の中で、男子寮と女子寮に分かれており、生徒の個室
には、学習机・ベッド・エアコンを設置しています。共有
備品として、冷蔵庫・洗濯機・テレビを設置しているほか
寮内ではWi-Fi 環境を完備しています。なお、お風呂・ト
イレは共有となります。女子寮は6 室、男子部屋は8 室あ
ります。
帰寮後は食堂で皆で勉強するなど、和気あいあいとした雰
囲気で集団生活を送っています。

● 部  活  動 ●

【運動部】
サッカー部、バスケットボール部、バドミントン部、
バレーボール部、テニス部、トレーニング部、野球部、
剣道部

【文化部】
吹奏楽部、軽音楽部、家庭科部、美術部、パソコン部、
文芸同好会

兼部可能！部活動加入率は 100％です！

● 学 校 行 事 ●
【フリージアインフィオラータ】
３月下旬から４月上旬に行われる町の行事「フリージアま
つり」のイベントの一つです。毎年八丈高校の生徒が、町
役場や空港などで、八丈島を代表する花「フリージア」を
使って花のじゅうたんを作っています。

【八高祭】
９月に実施している全日制・定時制合同の八丈高校の文化
祭です。島伝統の八丈太鼓披露や、園芸科の生徒が作った
野菜等の販売も行っており、毎年町民も楽しみにしている
学校行事の一つです。

【体育祭】
全校生徒を青団・赤団の２つに分け、趣向あふれる様々な
競技で総合得点を争います。午後最初に行われる応援合戦
も見どころの一つです。

● 部  活  動 ●

全日制は、野球（硬式）、サッカー（男子）、陸上、硬式テニス、
バレーボール（女子）、バスケットボール（男子）、バスケッ
トボール（女子）、卓球、吹奏楽、美術、パソコン、茶道、
将棋同好会、写真同好会があります。

定時制は、総合トレーニング、パソコン、漫画研究、天文科学、
芸術、学習、自然愛好があります。

●卒業後の進路●

【進学】
東洋大学、亜細亜大学、昭和女子大学、
文京学院大学、拓殖大学、駿河台大学、
日本工学院専門学校、日本電子専門学校、
東京テクニカルカレッジ

【就職】
株式会社 古一庵、有限会社 原田左官工業所、
株式会社 船清、日本郵便、東京躯体、
サトー商会

本校では島外生徒受入選考を行っており、島外からの生徒を島内
の生徒や町の方々は温かく迎え入れてくださいます。島外生徒と島
内生徒とが互いに交流することにより、学校の中に多様性が生まれ、
お互いに認め合う場面が多くみられます。島外生徒が島の良さを認
め、価値付けることによって、島内の生徒が、これまで当たり前だ
と思っていた島の文化や自然、歴史を価値あるものだと再認識する
きっかけになっています。
そして、令和２年度から文部科学省「地域との協働による高等学

校教育改革推進事業」の研究開発校の指定を受け、八丈島の歴史や
課題などを探究する「八丈学」の授業や、ハワイ州ワイアケア高校
との姉妹校提携等の教育活動を推進しています。
本校は令和元年に創立 70 周年を迎えました。創立100周年に向

けて、新たなスタートをした八丈高校を一緒に創ってみませんか。

インタビュー

都立神津高校　中間　均　校長
中学生の時には家庭では手伝いを何もしなかった子が、今

では自分のワイシャツに自らアイロンをかけるようになり、
食事を協力して作ったりもしています。寮では生活も勉強も
自分で全てしなければならないので、生徒の人間性を大きく
成長させていると思います。島内の生徒と登下校や放課後の
勉強を一緒にするようになったりして、そのような場面を見
かけるととても良いなと思います。
島の人たちが島外生徒を温かく迎え入れてくれてよく声掛

けしてくれるおかげで、島に来た当初は人見知りだった生徒
が積極的に挨拶したり自分から声を掛けられるようになりま
した。今では様々な地元の行事を通して島の人たちと親しく
なったり、吹奏楽で夏祭りに参加したりしています。自分の
得意分野を生かして地域に貢献できる、島の距離感の近さ故
に生徒たちはこのことを具体的に感じていると思います。
島での生活で自分の力を伸ばしたい、何らかの形で地域に

貢献したいと思ってきてくれる生徒の皆さんを待っています。

●学校の特徴●

本校では、八丈島の歴史や課題などを探究
する八丈学、八丈太鼓、黄八丈の機織りやス
キューバダイビングを学ぶ授業など、地域の
特色を生かした授業を展開している一方で、
令和２年度から文部科学省「地域との協働に
よる高等学校教育改革推進事業」の研究開発
校の指定や、ハワイ州ワイアケア高等学校と
の姉妹校提携、安全教育推進校、島しょＩＣ
Ｔ活用事業モデル校として、地域魅力化やグ
ローバル人材の育成を目指して教育活動を推
進しています。

●卒業後の進路●

【進学】
東京学芸大学、都留文科大学、東洋大学、
専修大学、國學院大學、杏林大学、獨協大学、
都立南多摩看護専門学校、神田外語学院

【就職】
東京都公立学校教職員（家庭科実習助手）、
株式会社ＮＴＴ東日本-南関東、
株式会社サッポロライオン

学生寮「しらすな寮」

遥か昔、神々が集ったという、美しく
神秘的な神津島。
水質と透明度日本一に選ばれたことも

ある美しい海と、四季を通じて温暖な気
候に恵まれた自然環境など、年間を通じ
てレジャーが楽しめる特色多い島です。
特に、赤崎海岸海水浴場と新日本百名

山の天上山は、一見の価値があります。

ヤシの木や色鮮やかな花々に迎えられ
る南国の島、八丈島。
三原山と八丈富士から成り立ち、海と

山のアクティビティを満喫できるほか、八
丈太鼓や黄八丈など、今に伝わる伝統芸
能、伝統工芸にも触れることができます。
羽田から航空機が一日３便、竹芝桟橋

からは大型客船も出ており、アクセスの
良い島です。

※使用写真は全て昨年度のものです。

※使用写真は全て昨年度のものです。



(※)志願者の方は、この期間に島しょ町村教育委員会に連絡していただき、必要書類及び提出方法に関する説明を受けていただく必要があります。

事前問合せ（※）

募集期間

選考期間

結果通知

実施自治体

募集人数

応募者数

合格者数

神津島村

1名

3名

1名

神津島村

3名

4名

3名

八丈町

2名

5名

2名

神津島村

4名

20名

4名

八丈町

1名

4名

1名

神津島村

5名

25名

3名

神津島村

5名

21名

5名

八丈町

1名

3名

1名

神津島村

選考年度 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年

八丈町

5

高校ごとの入学者選抜（学力検査）に先立って島しょの町村が独自で実施する選考のことです。
同選考に合格することで、島しょの都立高校への応募資格が得られます。
高校ごとの入学者選抜合格後は、島の中で自立した生活※をしながら都立高校に通うことができます。
※令和２年度の島外生徒受入選考により入学した生徒は、神津高校は学生寮で、八丈高校は保護者の方と同居する形で島内での生活を送ることになります。

令和2年度に島外生徒受入選考を実施する島しょ町村
　神津島村（神津島）、八丈町（八丈島）

以下の方法でも、島しょの高校（全日制）に進学することが可能です。

●島しょに保護者（※）とともに転居すること。
（※保護者とは、原則として父母両方のことを言います。）

●都内の中学生で、入学日までに島しょ在住の身元引受人となり得る
６親等以内の親族と同居すること。
なお、都立大島高校及び都立八丈高校には定時制も設置されており、島しょで就労しながら高校に通学するこ
とが可能です。

この機会に、島の高校も進学先の候補として検討してみませんか？
島の高校について知りたい方は、こちらのQRコードから各高校のホームページを御覧ください。

在学中の島しょでの居住先及び費用について
　島内での居住環境は、学生寮での集団生活や保護者の方との生活など、受入町村によって異なります。また、
生活費は自己負担ですが、町村が定める基準額に対して助成があります。詳細は、実施予定町村に御確認ください。

目的意識を持って島の高校で学びたい、自立した生活を送りたいと考える方の
受験をお待ちしております。

⇒   島外生徒受入選考  で検索！

教育庁都立学校教育部高等学校教育課
東京都新宿区西新宿2-8-1 都庁第二本庁舎15階北側
電話：03-5320-6749
メール：S9000011@section.metro.tokyo.jp
HP：https://www.kyoiku.metro.tokyo.lg.jp/

神津島村教育委員会
東京都神津島村904番地
電話：04992-8-1222
メール：kyouiku@vill.kouzushima.tokyo.jp
HP：http://vill.kouzushima.tokyo.jp/

八丈町教育委員会
東京都八丈島八丈町大賀郷2551番地2
電話：04996-2-7071
メール：kyoiku@town.hachijo.tokyo.jp
HP：http://www.town.hachijo.tokyo.jp/

問合せ先

■今後の日程

・島外生徒受入選考以外で島しょの高校に進学する方法

■選考方法　書類選考及び面接
■過去の選考実績

■募集人数
　神津島村：５名程度
　八 丈 町：２名以内

詳細は、各町村が策定する「島外生徒受入選考実施要項」を御確認ください。

合　格

島しょ高校に入学

都立高校の入学者選抜
受検

島しょ高校への願書
提出

事前問合せ

提出書類の送付

島外生徒受入選考　受験

合　格合　格

島しょ高校への応募資格を取得

島外生徒受入選考（受験から合格までの流れ）

ステップ１

ステップ２

募集期間前の定められた期間内に、各島しょ町村に連絡し、必要書類及び
提出方法についての案内を受けていただきます。

島外生徒受入選考を受験するためには
ステップ１

ステップ2

事前問合せ………

募集期間内に提出書類を島しょ町村に送付していただきます。提出書類の送付…

島外生徒受入選考とは 令和2年度 島外生徒受入選考（概要）

10月12日～11月13日
10月12日～10月30日

12月10日～12日
12月18日

11月9日～11月19日
10月19日～11月9日

12月20日
12月24日

Interview

大場 萌実さん　都立八丈高校３年

岡田 浩充さん　都立神津高校２年

福島 紀穂さん　都立神津高校２年

生徒インタビュー

もともと自然が大好きで、都立高校等合同説明会の時に校長先生から声をかけ
ていただきました。そこから興味をもって進学したいと思いました。
入学当初は、海も山も友人も、私にとっては全てが目新しかったのですが、自分
だけが新しい環境にあるということが少し不思議な感じがしました。1年生の遠
足で三原山に登った時にみんなとはぐれて迷子になってしまって、あわや救助要
請か？ということもありました。地元の子なら何度も来ているだろうからそんな
こともなかったのかもしれません。島に慣れた今となっては笑い話で、どうして
迷子になったのか不思議なくらいです。
3年間暮らしてみて、人も自然も益々大好きになってきています。残り少ない高
校生活やホームステイ生活をもっと大切に過ごしたいです。島の歴史や文化を勉
強する中で、歴史はもっともっと勉強したいと思うようになりました。自分にど
んなことができるかわからないですが、将来的には八丈島へ何かお返しができた
らいいなと思っています。

神津高校に入学してから、寮での集団生活や島の人たちとの交流を通じて、コ
ミュニケーションができるようになってきたと思います。以前は人見知りで初対
面の人と話すことに抵抗があったのですが、今では自分から挨拶したり話しかけ
たりすることができるようになりました。
寮では、土日は自分たちで食事を準備するなど家事や寮運営も自分たちで主体
的に行っています。上下関係はあまりなく、寮生みんなで決めて、実行するという
ことが気持ちよくできています。
今は、学校の吹奏楽部以外にも村の吹奏楽団に入り、学校内に留まらない活動
をしています。島に来ることを中学生で選択するのは大きな決断だと思います
が、飛び込んでみれば充実した体験が待っていると思います。

中学校3年生の時にショートステイ事業に参加して、神津島の自然の美しさに
惹かれて進学を決めました。また、その時に高校生と先生方のアットホームな雰囲
気がとてもすてきだと思い、私もこの高校に通いたいと思うようになりました。
昨年の10月に女子寮ができるまではホームステイをしていたので、地元の方
との交流だけではなく、何気ない会話から島の歴史を教えてもらったり地元の食
べ物を紹介してもらったりして、とても貴重な体験でした。10月以降、女子寮に
入ってからは、寮生みんなでたわいもない話をしたり、日常の小さな悩みを共有
出来たりして、良い関係が築けていると思います。
神津高校の授業は先生の教え方がとても丁寧です。少人数で自分の学習状況に
あった課題が出るなど、とても恵まれた環境だと思います。3年間という短い時間
ですが、島でたくさんのことを学び、また、島の役に立てるような活動ができれば
と思っています。

島外生徒受入事業案内
令和3年度
入学生向け

の高校に
入ろう

島
島の都立高校へ通うという選択

島外生徒受入事業については、
こちらのホームページでも
ご紹介しています。

都立の島しょ地区の高校を
紹介しています。
（都立高校等検索サイトHP）
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(※)志願者の方は、この期間に島しょ町村教育委員会に連絡していただき、必要書類及び提出方法に関する説明を受けていただく必要があります。
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