
OTSUCHI
HIGH SCHOOL
岩手県立大槌高等学校 学校案内 2021

大海を航る、

大槌を持とう！
大海を航る、

大槌を持とう！
ハンマーハンマー



大槌町ならではの
テーマを扱う実践的な学び
大槌町ならではの
テーマを扱う実践的な学び

個性を伸ばし、
一人ひとりの夢に寄り添う
個性を伸ばし、
一人ひとりの夢に寄り添う
個々の興味関心に合わせた様々な活動を通して、一
人ひとりの “大槌 ( ハンマー )＝強み” を見つけ、
伸ばしていくことができます。小規模校の特徴を活
かし、生徒の進路実現に向けて大学入試対策や就職
支援など一人ひとりに丁寧なサポートをします。

卒業生が身につけた
“大槌 (ハンマー )” の
紹介ムービーはこちら！

私たちが生きていく社会は、絶えず潮の流れや風向きが変わり続ける「大海」です。
大槌高校のコンセプト「大海を航る、大槌を持とう！」には、高校生活を通して
未来社会を航海するための武器となる「大槌 (ハンマー )＝自分の強み」を育てたいという願いが込められています。
豊かな自然と温かな人々に囲まれた大槌高校で、自分だけの大槌（ハンマー）を見つける旅に出てみませんか？

高校生活で、
どのような “大槌” を
身につけたいですか？

ハンマー

学校設定教科「地域みらい学」では、地域を題材として
国語・数学・英語・理科・社会を学び、身につけた知識
を実践的に活用する力を育みます。週 2時間の三陸みら
い探究では、町内へのフィールドワークや多様な社会人
との対話を通して、主体的に学ぶ力を育みます。

2019 年度から大槌町と大槌高校が協働して「大槌高校
魅力化プロジェクト」を立ち上げ、地域と生徒・教職
員が一体となり魅力ある学校づくりに取り組んでいま
す。また、「校則検討委員会」では、生徒自身が対話を
行いながら校則の見直しにも取り組んでいます。

「はま研究会」では、東京大学大気海洋研究所の協力
のもと、生き物とのふれあいから本格的な海洋研究
まで様々な活動に取り組んでいます。東日本大震災
後に発足した「復興研究会」では、震災の伝承活動
や地域の復興・まちづくり活動に取り組んでいます。

より良い学校づくりに
生徒も地域も参加する
より良い学校づくりに
生徒も地域も参加する

三陸を舞台に学び、
未来のリーダーを育てる
三陸を舞台に学び、
未来のリーダーを育てる ハンマー

卒業生の私た
ちは

こんな大槌を
身につけまし

た！ 



4 月 入学式・対面式
5 月 高総体
6 月 前期中間考査・クラスマッチ
7 月 野球応援

　　インターンシップ
9 月 前期末考査・就職試験

10 月 大高祭
11 月 後期中間考査
12 月 修学旅行
 1 月 大学入学共通テスト
 2 月 学年末考査
 3 月 卒業式

年間行事

部活動

コース選択とカリキュラム

キャリア教育と進路指導

・吹奏楽部
・総合文化部（OA・美術・書道・インターアクト）※自分の所属を決めて活動

・硬式野球（男）
・サッカー（男）
・ソフトテニス（女）
・バレーボール（女）

・バスケットボール（男女）
・柔道（男）
・バトミントン（男女）
・弓道（男女）

専門学校や就職を目指し、社会で必要な知識
と教養を身につけます。2年次からは、5教
科を学校設定科目で探究的に学びます。毎年、
町内・管内に多くの生徒が就職しており、昨
年度の就職率は 100%です。

共通１
年

文系・理系に分かれて、大学受験に必要な科
目を少人数のクラスで学びます。総合型選抜
等の推薦入試での合格を目指し、志望理由書
の作成や小論文、面接等の対策を行います。

２
年

教養コース

文理コース
文系・理系

３
年

令和２年度卒業生の進学・就職先

2年生では、大槌町や釡石市にある企業・事業所
に出向いてインターンシップを行います。また、
資格試験の取得や公務員試験に向けた対策を
行っています。大学進学希望者は、探究活動等
を活かして多くの生徒が推薦入試で合格してい
るのが特徴です。希望の進路を実現できるよう、
個別指導を行っています。

運動部

文化部

２
年

文 

理

３
年
教養コース

文理コース
文系・理系

教 

養

公務員（2％）公務員（2％）
岩手県立大学（2 名）
弘前大学・宮城大学
青森県立保健大学
東海大学・武蔵野大学

4年制大学（14％）4 年制大学（14％）

岩手県立大学
宮古短期大学部

短期大学（6％）短期大学（6％）

岩手県立産業技術短期大学校
岩手看護専門学校 など

大学校・専門学校（34％）大学校・専門学校（34％）千田精密工業
エノモト岩手工場
日本郵便株式会社など

県内就職（28％）県内就職（28％）

日鉄テックスエンジ
　　　　  君津支店
上野株式会社など

自衛官

県外就職（28％）県外就職（28％）
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三陸鉄道

地域みらい学 マイプロジェクト

はま研究会 復興研究会

コラボ・スクール大槌臨学舎 校則検討委員会

東日本大震災時に避難所となった大槌高校では「復興研究
会」を立ち上げ、定点観測・防災班、キッズステーション
班、他校交流・町づくり班、広報班の4グループで、町内
の復興やまちづくりに関する活動を行っています。これま
での様々な活動が評価され、毎日新聞社主催の「ぼうさい
甲子園」では３年連続入賞を果たしています。

東京大学大気海洋研究所の協力のもと、大槌湾に生息する
生き物の調査活動に取り組んでいます。釣り活動や生き物
の飼育といった身近な活動から、本格的な海洋研究まで
様々な活動に取り組んでいます。現在は全校生徒の約半数
が所属しており、部活動と両立しながらそれぞれのペース
で活動しています。

学校設定教科「地域みらい学」では、国語・数学・英語・
理科・社会の５科目を大槌町を題材に学びます。また、3
年間行う三陸みらい探究では、社会人との対話やフィール
ドワークを通して、自分自身や地域について深く考えます。
ディスカッションやプレゼンテーションの機会が多くあ
り、自分なりの意見を相手に伝える力が身につきます。

２年生では、自分の関心がある探究テーマでプロジェクト
を企画し、実行する「マイプロジェクト」に挑戦します。
自ら立てた企画を仲間や地域を巻き込みながら実行するこ
とで、主体的に学び、行動する力が身につきます。マイプ
ロジェクト活動で学んだことを活かし、校外での発表にも
チャレンジする生徒が多くいます。

認定NPO法人カタリバが運営する中学生・高校生向けの
公営塾「コラボ・スクール大槌臨学舎」が、高校内に併設
されています。平日は20時まで開講しており、生徒たち
が自習や探究活動に取り組める場所を提供しています。町
内外出身の多様な経験を持った若手スタッフが常駐してお
り、様々な相談やサポートも行います。

昨年度から生徒の有志が「校則検討委員会」を立ち上げ、
議論を行っています。これまでに、頭髪の基準や制服の着
こなしなどを見直し、時代に沿った校則へと改訂していき
ました。様々な立場の人の意見を聞きながら適切なルール
へと変えていく過程を通して、生徒自らがより良い学校づ
くりに参画しています。



大槌町役場

大槌駅 東京大学大気海洋研究所

大槌町文化交流センター
おしゃっち

イラスト協力：菊池華歩（３年）

大槌高校

大槌町が私たちの学びの場 !大槌町が私たちの学びの場 !大槌町が私たちの学びの場 !
部活が終わったあとは、友達と一緒にコラボス
クールに寄って、勉強や探究活動に取り組んで
います。チャレンジしてみたいことや悩んで
いることがあったら、コラボスクールの先生
方が優しく相談にのってくれます。

部活が終わったあとは、友達と一緒にコラボス
クールに寄って、勉強や探究活動に取り組んで
います。チャレンジしてみたいことや悩んで
いることがあったら、コラボスクールの先生
方が優しく相談にのってくれます。

コラボスクール大槌臨学舎 部活動

復興研究会

マイプロジェクト

はま研究会校則検討委員会
地域みらい学（三陸みらい探究）

インターンシップ・ボランティア
子供と関わるのが好きで、町内の保育園や学童保
育にボランティアに行きました。実際の仕事を間
近で体験させてもらうことで、卒業後の進路につ
いて改めて考える機会になりました。

子供と関わるのが好きで、町内の保育園や学童保
育にボランティアに行きました。実際の仕事を間
近で体験させてもらうことで、卒業後の進路につ
いて改めて考える機会になりました。

役場職員へのインタビューや町外へのフィー
ルドワークを通して、自分の暮らす地域の理
想像について深く考えました。様々な地域の
方と出会い、自分の意見や考えを伝える力が
身につきました。

役場職員へのインタビューや町外へのフィー
ルドワークを通して、自分の暮らす地域の理
想像について深く考えました。様々な地域の
方と出会い、自分の意見や考えを伝える力が
身につきました。

町内の各地点から写真を撮影し、町の復興
の様子を観察しています。また、震災の体
験を紙芝居にまとめて、震災の伝承や防災
に向けた活動を行っています。

町内の各地点から写真を撮影し、町の復興
の様子を観察しています。また、震災の体
験を紙芝居にまとめて、震災の伝承や防災
に向けた活動を行っています。

東大海洋研には様々な研究員の方々がいて、実
際に生物とふれあいながら調査活動に参加でき
るのが楽しいです。個人としては、大槌町に生
息するイトヨという魚をテーマに、湧水や川の
水質に関する調査を行いました。

東大海洋研には様々な研究員の方々がいて、実
際に生物とふれあいながら調査活動に参加でき
るのが楽しいです。個人としては、大槌町に生
息するイトヨという魚をテーマに、湧水や川の
水質に関する調査を行いました。

6時間授業で放課後の時間が長く、思いっきり
部活動に打ち込めます。少人数だからこそ、み
んなが一致団結して練習に取り組んでいます。
校内には大きな弓道場があります！

6時間授業で放課後の時間が長く、思いっきり
部活動に打ち込めます。少人数だからこそ、み
んなが一致団結して練習に取り組んでいます。
校内には大きな弓道場があります！

大槌町文化交流センターで、地域の方々と「子
ども食堂」を運営をしています。、活動を続けて
いく中で様々な課題と向き合い、それらを乗り
越えていくことで、困難なことがあっても前向
きに行動していく力が身につきました。

大槌町文化交流センターで、地域の方々と「子
ども食堂」を運営をしています。、活動を続けて
いく中で様々な課題と向き合い、それらを乗り
越えていくことで、困難なことがあっても前向
きに行動していく力が身につきました。

制服の着こなしや髪型など、自分たちが充実し
た高校生活を送るために必要なことについて議
論をしています。生徒だけでなく、先生方や保
護者、地域の方々に意見を聞きながら、時代に
沿ったルールづくりに取り組んでいます。

制服の着こなしや髪型など、自分たちが充実し
た高校生活を送るために必要なことについて議
論をしています。生徒だけでなく、先生方や保
護者、地域の方々に意見を聞きながら、時代に
沿ったルールづくりに取り組んでいます。
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宮古宮古
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釡石釡石ＪＲ釡石線

三陸鉄道
リアス線

ＪＲ山田線

・三陸鉄道リアス線「大槌駅」から徒歩２０分

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
地域魅力化型の指定３年目になりました！

「はま留学」第２期生を募集します！

岩手県立大槌高等学校

2019 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（地域魅力化型）」に指定され、授業や課外活動を通して、
地域を舞台にした探究的な学びを展開しています。今後も、地域
の皆さんと共に魅力ある学校づくりに取り組んでいきます！

大槌高校では、全国から入学者を募集する「はま留学」を実施して
います。下宿生活を通して、地域と関わり合いながら自立した生活
を送ることができます。オンライン説明会やオープンスクールも予
定しています。詳しくは、ホームページをご確認ください！

〒028-1131 岩手県上閉伊郡大槌町大槌第15地割71番地1

大槌高校 http://www2.iwate-ed.jp/oht-h/index.html

TEL： 0193-42-3025　　FAX： 0193-42-4966

・岩手県交通「大槌橋」から徒歩１５分

大槌町までのアクセス

大槌高校までのアクセス

大槌暮らし体験オープンスクール 2021（※はま留学希望者対象）
第 1 回：８月 ６日（金）～ 7 日（土）
第２回：９月２５日（土）～２６日（日）
※はま留学に関するご質問・ご相談は、下記メールアドレスまでご連絡ください。
　hamaryugaku@otsuchi.ed.jp（担当：三浦）

はま留学の
LINE@ から
申し込みが
できます！
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