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学校法人関西大学と学校法人福武学園が合併へ 

野球とサッカーの強豪・北陽高校が 

教育の一新を図るため関大第２の併設高校に 

 

学校法人関西大学（吹田市山手町３丁目３番３５号、森本靖一郎理事長）と学校法人福武学園（大阪

市東淀川区上新庄１丁目３番２６号、福武道裕理事長）は、２００８年（平成２０年）４月１日を期日

として両法人を合併させることについて合意に至り、本日、基本契約を締結しました。合併後、学校法

人福武学園は解散し、同法人が運営する北陽高等学校は「関西大学北陽高等学校」に名称を変更します。 

 
１ 合併の主旨 

今日、学齢人口の減少により、大学も高等学校も厳しい競争にさらされています。そのため、大学

と高等学校が緊密なネットワークを構築し、シナジー効果を発揮することにより、お互いの発展につ

なげようとする取り組みが各地で進められています。こういった情勢を受け、このたび関西大学と北

陽高等学校は、統合により双方の教育活動がより充実・発展するものと判断し、上記の合意に達しま

した。 

 
２ 北陽高等学校側の事情 

北陽高等学校は、１９２５年（大正１４年）３月に設立された８０年の歴史を有する男子校で、こ

れまでに３万人を超えるＯＢを世に送り出しています。「知・徳・体」の調和のとれた人間育成を教育

理念として、文武両道、質実剛健の伝統を今に継承しています。また、スポーツの北陽としてつとに

有名で、特に本年は、第７９回選抜高等学校野球大会への出場が決定し、校内も熱気に包まれていま

す。教育面では、創立８０周年を機にコース制を再編するとともに、平成２０年度から共学化を進め、

生徒一人ひとりの個性を磨き、学力の向上を図っていこうとしています。さらに受験生に対してイン

パクトのある戦略を加えることが不可欠との判断から、今回、関西大学との統合を発案するに至りま

した。 

 
３ 関西大学側の事情 

関西大学は、これまで併設の高校は一校しか持っておらず、既存の併設校の活性化のために、かね

てから併設校を増設したいと考えていました。今回、福武学園から統合の申し入れがあり、検討を重

ねた結果、これを受諾することになりましたが、そのもっとも大きな理由は福武学園の建学の精神・

教育理念に賛同したからです。すなわち、福武学園は本学の理念である「学の実化」を創建された故・
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山岡順太郎学長のご子息が創設された学園で、山岡順太郎先生の理想とされた教育理念がみごとに息

づいており、本学の併設校足るに相応しい学園であると判断したからです。 

 
４ 北陽高等学校と関西大学の深い縁 

関西大学と北陽高等学校には深い縁があります。北陽高等学校は、１９２５年（大正１４年）、北陽

商業学校として発足しました。創始者の山岡倭氏は、「関西大学中興の祖」と言われる山岡順太郎先生

のご子息であり、初代校長の糸島実太郎先生は関西大学専門部経済学科のご出身です。当時、関西大

学学長であった山岡順太郎先生は、糸島先生を援けて設立に力添えされました。爾来、折々に関西大

学出身者が北陽高等学校の発展に寄与してきました。また、関西大学の稲野治兵衛元理事長は、北陽

商業学校のご出身です。 

 
５ 今後の計画 

今後、「合併推進協議会」（仮称）を設置し、合併に向けた具体的な協議を進めていきます。特に、

北陽高等学校の教育改革については、関西大学としてもできるだけの支援を行い、生徒のニーズに一

層応えられるような改革を実現するため、同校の歴史と伝統、特色を尊重しながら充実を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※ この

 

 

〒564--8
 

写真がご入用の場

ＵＲＬ：

関西

680 大阪府吹田
調印式（３月１５日） 関西大学にて 

合は、こちらのＵＲＬからダウンロードしてご利用ください。 

http://www.kansai-u.ac.jp/kaiken/20070315/ 

【この件に関するお問合せ先】 

大学 総合企画室広報課 ／ 鶴丸、北谷 

市山手町3-3-35  TEL：06-6368-0075 FAX：06-6368-1266 

http://www.kansai-u.ac.jp 
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学校法人福武学園北陽高等学校の概要 

■立  地 

【所 在 地】 大阪市東淀川区上新庄１丁目３番２６号 TEL：０６-６３２８-５９６４ 

２３，０２４．７６㎡（６，９７７．２坪） 

（阪急京都線「上新庄駅」南出口より南西へ徒歩８分） 

【校外施設】 摂津市東別府３－６８８ 

１３，４９０．７３㎡（４，０８８.１坪） 

（阪急京都線「正雀駅」より南へ徒歩２０分 

 

■施設設備 

校舎、グラウンド、体育館（柔道場含む。）、小体育館、屋内プール（２５ｍ） 

校外施設として、摂津第二グラウンド硬式野球場（雨天練習場完備）、硬式テニスコート（インドア２面、アウト

ドア１面）がある。 

 

■沿  革 

１９２５年（大正１４年） ３月    甲種 北陽商業学校として発足。大阪市東淀川区長柄町に仮校舎造営 

１９２５年（大正１４年） ４月    開校。初代校長 糸島実太郎 就任 

１９４７年（昭和２２年） ４月    北陽中学校を併設 

１９４９年（昭和２４年） ３月    北陽高等学校と改称。普通科・商業科を併設 

１９５３年（昭和２８年） ３月    初代理事長 福武平十郎 就任。中学校を休校 

１９５３年（昭和２８年） ６月    北陽幼稚園併設 

１９６３年（昭和３８年） ３月    北陽幼稚園を廃園 

１９７３年（昭和４８年）１２月    商業科の募集を停止 

１９７６年（昭和５１年） ４月    理科コース設置（現在の理数コース） 

１９７９年（昭和５４年） ５月    大阪市東淀川区上新庄に新校舎完成（５階建、現在の校舎） 

１９８９年（平成元年） ４月    英語コースの設置（現在の英国コース） 

１９９０年（平成 ２年） ４月    特進コースの設置 

２００３年（平成１５年） ４月    アドバンスクラス設置 

２００５年（平成１７年） ３月    創立８０周年 

２００８年（平成２０年） ４月    アドバンスクラス共学化（予定） 

 

■校名の由来 

「山の南を陽と名づく」という古辞により、千里山の南（陽）、淀川の北に位置することから、「北陽」

と名付けられた。 
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■教育方針 

「個性を尊重しながら、一人ひとりの資質を大きく伸ばす」 

・知育：自ら考え、探究するという方向のもと、基礎学力の充実を図り、科学的・計画的に知的能力を啓発す

るよう指導 

・徳育：生活規範や社会のルールをしっかりと理解させ、生徒自身が自覚の上に立ち、これを実行に移す

ように指導 

・体育：正しい判断力と生活規範に基づいて、リズミカルな生活や自主的な行動ができる強い精神力と体

力を身につけるように指導 

 

■生徒募集内容（２００７年度） 

普通科  ３００人 

  アドバンスコース     ８０人 ・・・・ 文系・理系の難関大学を目指す（２００８年度から共学化の予定） 

スタンダードコース  １６０人 ・・・・ 現役での１００％進学を目指す 

キャリアコース       ３０人 ・・・・ 就職・公務員・進学へのサポートを充実 

スポーツコース      ３０人 ・・・・ 基礎学力をつけながらスポーツを深く学ぶ 

 

■進  路 

２００６年度 

（平成１８年度） 

大  学 

（国公私立） 
短期大学 専門学校 就  職 その他 

人  数 １９３人 １０人 ３１人 ６２人 １２人 

比  率 ６２．７％ ３．２％ １０．１％ ２０．１％ ３．９％ 

 

■生徒数（２００７年３月１日現在） 

１年生：１９８人、２年生：２１５人、３年生：２９９人、合計７１２人 

 

■教職員数（２００７年３月１日現在） 

専任教員：４５人、常勤教員：５人、非常勤教員：１５人、事務職員：８人、定時職員：４人、合計７７人 

 

■学 費（２００６年度） 

入学金：２００，０００円、授業料：５１０，０００円、施設設備費：２０，０００円、合計：７３０，０００円 

 

■主なＯＢ 

岡田彰布氏（プロ野球監督）、西村昭宏氏（プロサッカーＧＭ） 
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学校法人関西大学の概要 

■大 学   

【名 称】 関西大学 

【学 部】 法学部、文学部、経済学部、商学部、社会学部、総合情報学部、工学部 

※２００７年４月、政策創造学部を新設、工学部をシステム理工学部、環境都市工学部、化学生命

工学部に再編し、１０学部体制となる。 

【大学院】  法学研究科、文学研究科、経済学研究科、商学研究科、社会学研究科、 

総合情報学研究科、工学研究科、外国語教育学研究科、 

法務研究科（法科大学院）、会計研究科（会計専門職大学院） 

【学 生 数】 学部２６，０８５人、大学院１，９７４人  計２８，０５９人 （２００７年２月１日現在） 

【教職員数】 教育職員（専任） ６１４人、教育職員（専任以外） １，１９６人 計１，８１０人 

事務職員 ５８７人（併設学校配属者含む）  （２００７年３月１日現在） 

【所 在 地】 ＜千里山キャンパス＞ 

吹田市山手町３丁目３番３５号 TEL：０６-６３６８-１１２１（大代表） 

＜高 槻 キャンパス＞ 

高槻市霊仙寺町２丁目１番１号 TEL：０６-６３６８-１１２１（大代表） 

＜天 六 キャンパス＞ 

大阪市北区長柄西１丁目３番２２号 TEL：０６-６３５８-９９０１ 

 

■併設学校 

【名 称】 関西大学第一高等学校、関西大学第一中学校、関西大学幼稚園 

【生 徒 数】 高校１，３４９人、中学７７３人、幼稚園２０２人  計２，３２４人 

（２００７年２月１日現在） 

【教職員数】 教育職員（専任） ８８人、教育職員（専任以外） ４７人 計１３５人 

 （２００７年３月１日現在） 

【所 在 地】 ＜千里山キャンパス＞ 

吹田市山手町３丁目３番３５号 TEL：０６-６３６８-１１２１（大代表） 
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関西大学第一高等学校の概要 

■生徒数（２００７年３月１日現在） 

１年生：４５８人（男子２７５人、女子１８３人） 

２年生：４５０人（男子２６７人、女子１８３人） 

３年生：４４１人（男子３０４人、女子１３７人） 

合 計：１３４９人（男子８４６人、女子５０３人） 

 

■教職員数（２００７年３月１日現在） 

教諭：５０人、非常勤講師：２４人、事務職員：８人、定時事務職員：６人、合計８８人 

 

■特別内部入試による関西大学への入学者 

学  部  名 ２００６年度 ２００５年度 ２００４年度 

法 学 部 ５８人 ５８人 ５９人 

文 学 部 ３９人 ５２人 ５２人 

経 済 学 部 ４１人 ５８人 ６１人 

商 学 部 ５１人 ５８人 ６５人 

社 会 学 部 ４４人 ５０人 ５４人 

総合情報学部 １９人 ２３人 ２３人 

工 学 部 ４４人 ８１人 ６４人 

合    計 ２９６人 ３８０人 ３７８人 

 

■学 費（２００６年度） 

入学金：２００，０００円、授業料：６１０，０００円、施設設備費：５０，０００円、合計：８６０，０００円 
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