
令和３年７月 岩手県花巻市・花巻市教育委員会

ゆたかな自然とあたたかい風土で学ぶ

高校生おおはさま留学生募集
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岩手県立大迫高等学校の概要

【大迫高校の教育目標】
地域の文化と伝統を尊重し、社会の発展に貢献する
知・徳・体の調和のとれた人材を育成する。

一人ひとりが主役になれる学校・日本一礼儀正しい学校

生徒数

７２名
(6/30時点)

教員数

１７名
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花巻市大迫町はこんなところ①

平成18年１月１日に花巻市・大迫町・石鳥谷町・東和町が
合併し新花巻市が誕生

◎人口・世帯数（令和３年６月末現在）

花巻市全体 人口 93,902人 世帯数 38,421世帯

うち大迫町 人口 4,669人 世帯数 1,830世帯

③
①② ④

⑥

⑤

大迫の市街地
（映画「海街Diary」ロケ地 向山森林公園展望台より撮影）

①岩手県立大迫高等学校
②ホテルベルンドルフ（留学生寮としても使用）
③ワイナリー（株式会社エーデルワイン）
④花巻市大迫総合支所
⑤バスターミナル・大迫商店街
⑥スーパー・診療センター・コンビニ方面

【高速道路】

・東北縦貫自動車道

花巻ＩＣ～川口ＪＣＴ 約５時間

花巻ＩＣ～青森中央ＩＣ 約２時間２０分

・釜石自動車道（平成３０年全線開通）

・秋田自動車道

【東北新幹線】

ＪＲ新花巻駅～東京駅 最速２時間34分

【飛行機】いわて花巻空港（運休あり）

・札幌(新千歳) 55分 １日３便

・大阪(伊丹) １時間25分 １日４便

・福岡 ２時間05分 １日１便

・名古屋(小牧) １時間15分 １日４便

【花巻から大迫までの所要時間】

花巻IC・JR新花巻駅・いわて花巻空港から

自家用車やタクシー ２０分～２５分

【大迫までの交通機関は路線バス】

●花巻市内やJR新花巻駅から 平日４往復

●ＪＲ東北本線石鳥谷駅から 平日５往復

●盛岡市内から 大船渡線 ３往復

（運休あり）

釜石線 １往復

◎花巻市大迫町へのアクセス
花巻市は岩手県唯一空港がある市です。
大迫町は岩手県のほぼ真ん中に位置し
ています。
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花巻市大迫町はこんなところ②

日本百名山 早池峰山

大迫の北東に日本百名山早池
峰山(1,917ｍ)があり、年間登山者
約１万４千人が訪れる。
ハヤチネウスユキソウ(固有種)な
どの高山植物などが生育すること
で有名で、1982年（昭和57年）６月
に「早池峰国定公園」指定。

早池峰神楽

国の重要無形民俗文化財（1976
年５月指定）、ユネスコ無形文化遺
産（2009年登録）の早池峰神楽が
伝承されている。とても古い民俗芸
能で、500年以上の伝統があると
言われている。

歴史の宝庫

縄文時代や弥生時代の遺跡群
があり、たくさんの遺跡などが調査
されている。

ぶどう・ワイン産業が盛ん！

大迫ではぶどう栽培が盛んに行
われ、岩手県内有数のぶどう産地。
また、「ワインの町」としても有名
で、既に50年以上の歴史を誇る株
式会社エーデルワイン（生産量約
40万本）は、国内外のワインコン
クールで数々の賞を受賞するワイ
ンを醸造しているほか、近年では、
個人ワイナリーが２社誕生。

イベントを多数開催！

・ワインフェスティバル ５千人
（５月下旬）
・あんどんまつり ６千人
（８月14日・16日）
・ワインまつり １万２千人
（９月中旬）
・宿場の雛まつり １万４千人
（２月～３月）
・神楽の日公演 約２千人
（通年）

大迫高校では
地元の特色を

活かした取り組み
を行っています！

ベルンドルフ市との交流

アルプスに咲くオーストリア国花
のエーデルワイスと、早池峰山に
咲くハヤチネウスユキソウがよく似
ているという「花」がとりもつ縁で、
旧大迫町とベルンドルフ市が1965
年に国際友好都市提携。
国際友好都市交流事業として、
花巻市内中学生や大迫高校生の
派遣、ベルンドルフ市からの生徒
受入れなどの交流を継続している。

古くからの宿場町

大迫は、南部藩の城下町盛岡
と沿岸部の釜石を結ぶ宿場町と
して栄えてきた。
元和３年（1617年）、藩主の

命により現在の大迫の街並みが
形成されてから、平成29年で400
年。記念イベントが開催された。
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あなたが作り 地域で応援する 大迫高等学校での学び

一人ひとりが主役になれる

教師一人ひとりが、生徒一人ひと
りをきちんと見ている学校。
生徒会も一人二役は当たり前、
みんなが力を合わせて行事を成功
させる。
ひとりの意見を真剣に考え、実現
させようとする生徒の集まり。

部活動が盛ん

小規模校にもかかわらず、全
国大会をねらえる部もある。
全員が部活動に加入していて、

一生懸命活動している。
自転車競技部、山岳部、弓道

部など高校から始める部活動で
も成果を上げている。

多様な進路希望に対応できる

毎年、国公立大学や短大への
進学者も出しており、就職率も
１００％を継続している。

各種の資格取得のための検定を行っている

英語検定、漢字検定、数学検
定、情報処理検定、ワープロ検
定、電卓検定など多くの生徒が
積極的に取り組み、進路実現を
目指している。

地域と結びつき、様々な活動から
自らを高める総合的な学習

ＪＲＣ部の活動や総合学習な
どの様々な機会に地域ボラン
ティアの活動をしている。
地域の行事でも大迫高校生が

活躍している。
町外生には、通学タクシーの

運行もしている。

生徒と先生の距離が近い

各種の地域行事などに、生徒
と先生が一緒に参加することも
あり、すべての先生がすべての
生徒のことを理解している。
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大迫高等学校の魅力①

地域と連携した魅力ある学校・地域と共にキャリアを高める人材育成

ぶどうのまち大迫における
大迫高校と地域との連携

・花巻市大迫町は、岩手県内では有数のぶどう産地
・岩手県立大迫高校の周辺にぶどう畑が集中し、花巻市営
の葡萄が丘農業研究所もある
・ワインのまちとしても有名なことから、地域の産業（ぶどう）
を探究テーマとし、ぶどう栽培の知識や加工法などを学習

ぶどう栽培活動と栽培技術習得

①「ぶどうつくり隊」としてぶどう栽培活動
②指導者やぶどう農家から、生食用やワイン用のぶどう栽培
技術を習得

③将来、大迫においてぶどう生産者として自立
※花巻市では新規就農者や移住者等への支援を行っています

ぶどうのまちの特徴を活かし

授業でぶどう栽培活動を行っています！

地元のぶどう農家から直接
作業を指導していただきます

年間をとおして作業体験した後
収穫体験も行います

地元農家のぶどう畑をお借りし
実際に作業をします！
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大迫高等学校の魅力②

大迫の豊富な地域資源を活用した多様な活動

国指定重要無形民俗文化財・ユネスコ無形文化遺産

「早池峰神楽」の伝承
高山植物の宝庫として知られる早池峰国定公園

「早池峰山」学校登山

地元イベントの運営ボランティアとして

お客さまを「おもてなし」
花巻市の国際友好都市でオーストリア共和国

「ベルンドルフ市」との交流

学芸部神楽班の部員が、早池峰大償神楽保存会より直接指導！
花巻市大迫郷土芸能祭、高文連花巻支部合同発表会、葛巻高校との神楽
の共演などに出演しています。

第59回花巻市大迫郷土芸能祭（2019年） 高校生神楽夢の共演（2018年）

約200種類の高山植物が生息し、固有品種も多いことで有名な早池峰山。
学校行事として、生徒全員で頂上を目指します！

宿場町おおはさま400周年記念行事（2017年）、おおはさま宿場の雛まつり、
大迫クロスカントリー大会ほか地元の方との交流もしています。

大迫高校生を約10日間、毎年2名派遣（花巻市から2/3補助がでます）。
ベルンドルフ訪問団が来校しました。
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大迫高等学校の魅力③

進路決定率100％！生徒一人ひとりに対して、進路に応じたきめ細やかな指導

【管内】

ショートステイこころ、㈱成咲工務店、花住ホーム㈱、ＳＷＳ東日本㈱大迫工場、㈱ウノーインダストリー、ファミリーマート大迫店、
㈱高清物産、成和建設㈱、岩手コンポスト㈱、㈱ユニバース、㈱森孵卵場東北支店花巻工場、花巻農業協同組合

【県内】

㈱岩手ホテルアンドリゾート、東北精密㈱ ※令和元年度・令和２年度卒業生進路

就
職

【４年制大学】

岩手保健医療大学看護学部（看護学科）、八戸学院大学健康医療学部（人間健康学科）、東北芸術工科大学デザイン工学部（映像学科）、
新潟食料農業大学食料産業学部（食料産業学科）、大阪芸術大学（舞台芸術学科）、盛岡大学栄養科学部（栄養科学科）

【短期大学】

盛岡大学短期大学部（幼児教育科）（２名）

【専門学校】

花巻高等看護専門学校看護科、大原簿記情報ビジネス医療福祉専門学校、盛岡情報ビジネス＆デザイン専門学校(2名)、
滋慶文化学園仙台カフェ・パテシエ＆調理専門学校、筑波大学附属聴覚特別支援学校高等部専攻科、仙台デザイン＆テクノロジー専門学校、
仙台ECO動物海洋専門学校、盛岡看護医療大学校（看護科）、盛岡外語観光＆ブライダル専門学校、総合学園ヒューマンアカデミー仙台校、
専修大学北上福祉教育専門学校

進
学

生徒の興味関心・特性を生かした授業や支援を実現

２年生より
進学系

就職系

２年生より共通

キャリア形成

キャリア形成

自立活動

インクルーシブ教育の実践→令和３年度より「通級による指導」を導入
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大迫高等学校の魅力④

吹奏楽部

JRC部 書道班

美術班

神楽班

学芸部

弓道部

バドミントン部

自転車競技部 山岳部

特設柔道部

※ボランティアを中心に活動

運動部5つ・文化部3つあり、少人数でも活動できる部が充実しています！
部活の
掛け持ち
ＯＫ👌
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高校生おおはさま留学制度概要

受検について ●留学期間 ３年間
●募集人数 ４名
●申込対象者 下記の全てを満たす者

（1）大迫高校への入学を希望し、保護者の承諾を得られる者
（2）高校生としての自覚を持って、規則等を守り、自立した生活を送ることのできる者

※令和４年度申し込み詳細については花巻市ホームページに随時更新します。

生活サポート 経験豊富なホテルスタッフのほかに市内在住の元教員夫婦２組が留学中の生活全般をサポート！
[瀬川行夫先生] 昭和48年～平成22年 教員（最終勤務地 花巻市立大迫中学校）

平成22年～平成24年 花巻市スクールソーシャルワーカー
平成24年～平成25年 花巻市生徒支援員
平成25年～現在 主任児童委員

[川村 均先生] 昭和54年～平成26年 教員（最終勤務地 花巻市立大迫中学校）
平成28年～現在 主任児童委員

学 生 寮 ●学生寮 ホテルベルンドルフを学生寮として使用
学校まで徒歩３分

●寮費 月額 ４０，０００円(食費光熱水費込)
●食事 １日３食提供（昼食は弁当）
●部屋 個室

Wi－Fi完備
机・いす・ユニットバス完備
洗濯機・電子レンジ・電気ポットは共用

●周辺 スーパーマーケット 徒歩５分
コンビニ ローソン 徒歩12分
バスターミナル・商店街・ＡＴＭ(ＪＡ・信用金庫） 徒歩11分
大迫地域診療センター(内科(夜間診療あり)・外科・耳鼻咽喉科・眼科) 徒歩10分
その他 開業歯科医 ２ヵ所

☜寮外観

食事例☞
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高校生おおはさま留学生インタビュー

中学３年の私は「自分を変えたい！」という思いでおおはさま留学
制度を利用し宮城県仙台市から大迫高校に入学しました。
現在、生徒会では議長を務めています。小規模校なので兼部が可
能で、部活は山岳部と学芸部神楽班に所属しています。山岳部で体
力と精神力を鍛え、伝統芸能の神楽の継承活動に取り組んだことで、
少しずつ自分が成長していることを実感しています。
皆さんも新しい環境で自分を成長させてみませんか。

おおはさま留学生３年

早坂 優聖

中学３年生の秋に私は早池峰神楽に出会いました。中学の時和太
鼓をやっていましたが、和太鼓の迫力とは違って、たった一人の舞手
が舞台の世界観を作っていく早池峰神楽に衝撃を受けました。私は
この伝統芸能を習得したいという思いで大迫高校に入学しました。
おおはさま留学制度は県内の中学生でも花巻市外であれば利用で
きます。中学生の皆さん！私と一緒にユネスコ無形文化遺産の早池
峰神楽の継承活動をしてみませんか。

おおはさま留学生２年

阿部 浬歩

一
緒
に
早
池
峰
神
楽
の

継
承
活
動
を
し
ま
せ
ん
か

自
分
の
成
長
を
感
じ
て
い
ま
す
！
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高校生おおはさま留学生のお問合せ

岩手県立大迫高等学校
〒028-3203 岩手県花巻市大迫町大迫第９地割19番地１
電話 0198-48-3228
大迫高校HP http://www2.iwate-ed.jp/ooh-h/
ブログ「迫高日記」https://hakukou2019.blogspot.com/

岩手県花巻市大迫総合支所
地域振興課地域支援室
(岩手県立大迫高等学校生徒確保対策協議会)
〒028-3203 岩手県花巻市大迫町大迫第２地割51番地４
電話 0198-41-3124

スケジュール

～12月上旬
申し込み

12月
選考

～1月中旬
合否

入試 決定

・令和４年度申し込み詳細については花巻市ホームページに随時更新します。
・「高校生おおはさま留学生実施要領」「高校生おおはさま留学生募集要項」「高校生おおはさま留学生候補者選考基準」をご確認く
ださい。
・その他、ご相談を随時受け付けております。下記までお問い合わせください！

留学生制度のお問合せ 大迫高校についてのお問合せ

大迫高校公式Webページ 迫高日記（ブログ）地域みらい留学
大迫高校ページ

高校入試高校生おおはさま留学生手続き

花巻市ホームページ
高校生おおはさま留学生

12


