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２０２１年度分

＜ご回答にあたって＞

●

●

●

●

●

● 　人数には、継続留学生、新規留学生、途中入園、途中退園等すべて含めて下さい。

● 　ご返送は、同封の返信用封筒をお使い頂くか、ＦＡＸ又はメールにてお願い致します。

http://www.sanryukyo.net 内の「お知らせ」欄 にて調査票のダウンロードが可能です。

ＮＰＯ法人全国山村留学協会

公益財団法人育てる会

＜お答え頂ける方について＞

※内容についてご連絡する場合があります。

＜山村留学実施校について＞

小　

○○○○－○○－○○○○

都道府県名 ○○県 市町村名 ○○町 学校名 ○○○○

【共催団体】

氏　　名 山村一郎

職　　名 ○○小学校　校長 連絡先ＴＥＬ

恐れ入りますが　２０２２年２月１８日（金）　までにご返送ください。

　本調査でいう、各留学方式とは留学生の居住形態をいいます。

ホームステイ方式とは一般家庭での生活が月に24日以上、寮方式とは寮での生活が月に24日以

上、併用方式とはホームステイ及び寮での生活が月7日～23日、家族方式とは家族や家族の一部と

転居して留学することをいいます。

　本調査は統計的に処理いたします。個別データは、参加者数など基本的なもの以外は、外部に公

表することはありません。

　調査表は、1ページから４ページまであります。質問内容等に関するお問い合わせは、恐れ入りま

すが下記事務局までご連絡ください。

【事務局】

〒１８０－０００６
東京都武蔵野市中町１－６－７－５Ｆ
ＴＥＬ：０４２２－５６－０５９５　ＦＡＸ：０４２２－５６－０３５１

Mail：info@sanryukyo.net

（小学校）

山村留学等の実態調査

【小学校用　調査票】

　本調査は実施校毎の調査となっておりますので、お手数ですが各校毎にお答え下さい。

　本調査でいう「山村留学」とは、海浜留学、牧場留学、高原留学などの義務教育期間中の日本国

内における留学制度全般を指します。これらの総称を、表記上、山村留学とします。

　尚、同一行政区内での学区域外通学はこれに含みません。

【記入例】

ご記入された方の氏名等をお書きください
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① 　留学生の受け入れに関して、どちらかに○印をご記入ください。

○

② 　問1－①で「留学生を受け入れなかった」と回答された方は、その理由を下記より選び○印をご記入ください。

希望者はいたが受け入れ先がなかったため

希望者がいなかったため

留学生の受け入れを一時的に休止したため

留学制度を中止したため

その他　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

① 　（継続・新規を含め）すべての留学生を、学年・男女・方式別に分け、その人数をご記入ください。

小1 小2 小3 小4 小5 小6 合計

2 3 5
2 1 3

2 2 4 8

小1 小2 小3 小4 小5 小6 合計

小1 小2 小3 小4 小5 小6 合計

小1 小2 小3 小4 小5 小6 合計

1 3 4

1 4 5

2 3 4 9

家族方式

学年

男子

女子

合計

寮方式

学年

男子

女子

合計

問１　２０２１年度の実施状況について

（継続・新規を問わず一人でも）

留学生を受け入れた
（継続・新規を含め一人も）

留学生を受け入れなかった

問２　２０２１年度の留学生の概要について

ホームステイ
方式

学年

男子

女子

合計

併用方式

学年

男子

女子

合計

継続・新規を問わず一人でも受け入れた場
合はこちらです

複数の方式を実施している場合は、それぞれにご記入く
ださい。
記入例は、ホームステイと家族を実施している場合です。
人数については、前年度からの継続留学生も含め、すべ
ての留学生を記載してください。
HPからダウンロードした調査票については、合計は自動
計算です。
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② 　すべての留学生を、継続新規・方式別に分け、その合計人数をご記入ください。

③ 　すべての留学生の出身地を、都道府県別・方式別に分け、その合計人数をご記入ください。

親元を離れた留学生（ホームステイ、寮、併用の各方式） 8
都道府県 人数 都道府県 人数 都道府県 人数 都道府県 人数 都道府県 人数 都道府県 人数

北海道 茨城 新潟 滋賀 岡山 福岡

青森 栃木 石川 京都 鳥取 佐賀

秋田 群馬 1 富山 奈良 島根 長崎

山形 埼玉 福井 和歌山 2 広島 大分

岩手 千葉 長野 大阪 山口 1 熊本

宮城 東京 2 静岡 兵庫 徳島 宮崎

福島 神奈川 2 愛知 香川 鹿児島

山梨 三重 愛媛 沖縄

岐阜 高知 国外

親と一緒の留学生（家族方式） 9
都道府県 人数 都道府県 人数 都道府県 人数 都道府県 人数 都道府県 人数 都道府県 人数

北海道 茨城 新潟 滋賀 岡山 福岡

青森 栃木 石川 京都 4 鳥取 佐賀

秋田 群馬 富山 奈良 島根 長崎

山形 埼玉 2 福井 和歌山 広島 大分

岩手 千葉 長野 大阪 山口 熊本

宮城 東京 静岡 兵庫 徳島 宮崎

福島 神奈川 愛知 3 香川 鹿児島

山梨 三重 愛媛 沖縄

岐阜 高知 国外

家族方式

合計人数

継続留学生（前年度以前から留学） 2
新規留学生（２０２１年度から留学） 7

合計人数

合計人数

併用方式

合計人数

継続留学生（前年度以前から留学）

新規留学生（２０２１年度から留学）

寮方式

合計人数

継続留学生（前年度以前から留学）

新規留学生（２０２１年度から留学）

ホームステイ
方式

合計人数

継続留学生（前年度以前から留学） 5
新規留学生（２０２１年度から留学） 3

２０２０年度以前から留学している子
は継続、２０２１年度から留学してい
る子は新規にカウントしてください。

留学生一人ひとりの出身都道
府県をご記入ください。
継続・新規の両方の人数です。

一家族に留学生が２名いる場合は、２人
になります。
（家族全体で１カウントではありません）
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① 　２０２２年度の留学制度実施予定について、該当する箇所に○印をご記入ください。

○ 留学生を募集し、希望者があれば受け入れる予定

留学制度を一時的に休止する予定

留学制度を中止する予定

学校が休校・廃校になる予定

現時点では不明

【最後に】
問２の①・②・③のそれぞれの合計数が、全て一致しているかご確認ください。

近隣にて、新たに山村留学が実施されている等の情報が御座いましたら、
欄外に自治体名や学校名をお知らせ頂けると幸いです。

ご協力ありがとうございました。

問３　２０２２年度の留学制度について

留学制度　実施予定について

合計人数や方式毎の人数などをお確かめください。
【記入例の場合】
問２－①　里親８＋家族９＝１７人　　　　　　　　　　　　　←合計１７人や里親８人、家族９人の
問２－②　里親８（５＋３）＋家族９（２＋７）＝１７人　　　　　数字が一致しています。
問２－③　親元を離れた８＋親と一緒９＝１７人
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