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JR高槻駅前に開設する高槻ミューズキャンパスで 

初中高の12年間、同一キャンパス内での一貫教育を展開 

2010年4月、関西大学初等部、中等部、高等部を開校 

開校概要発表 
 
学校法人関西大学では、JR高槻駅前に新しく開設する高槻ミューズキャンパスにおいて、小学校、中

学校、高等学校の12年間を通し、同一キャンパス内で一貫教育を行う、関西大学初等部、中等部、高等

部の開校を2010年4月に予定しています（設置認可申請中）。 

この3校の開校概要につきまして発表いたします。 

 
■ 各校の概要 

関西大学初等部 

校長就任予定者 田中 明文 

募集人員    2010年度 3学年（新1年、2年、3年生男女）合計180名 

※1学年60名（2クラス） 

関西大学中等部 

校長就任予定者 米津 俊司（中等部・高等部兼任） 

募集人員    2010年度 新1年生男女 合計108名 ※1学年3クラス 

関西大学高等部（安全科学科） 

募集人員    2010年度 新1年生男女 合計108名 ※1学年3クラス 

（以下3校共通） 

設置時期    2010（平成22）年4月（2009年7月21日現在、設置認可申請中） 

校地      関西大学高槻ミューズキャンパス（住所：大阪府高槻市古曽部町2丁目） 

 

各校の詳細については、別紙報道用資料をご参照ください。 
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■ 関西大学が目指す初中高一貫教育 

本学は、既に幼稚園、中学校、高等学校、大学及び大学院を有する総合学園ですが、小学校の設置

がなく、一貫教育を標榜するためには、小学校の設置が必要不可欠であると考えてきました。 

そのような中、2010年4月に高槻ミューズキャンパスを開設するにあたり、関西大学初等部、中等

部、高等部の3校同時開校を準備しています。 

同一キャンパス内という好立地条件の中で、初等教育から高等教育までの一貫教育を実践できるこ

の3校の同時開校は、本学の教育理念である“学の実
じつ

化
げ

”に基づいた｢学理と実際との調和｣を基本と

した独自の初中高一貫教育が展開できるものと確信しています。 

この独自の一貫教育で、｢スパイラルアップ型教育｣や｢ハイブリットな学校｣など、新しいコンセプ

トを構築し、個人の成長段階を継続的に把握しながら、「確かな学力」「国際理解力」｢情感豊かな心」

「健やかな体」を発達段階に応じてバランス良く高めることにより、人間力の基礎となる部分を養い、

高い倫理観と品格を有する、「高い人間力」を持つ人材を育成します。 

123 年の歴史を持つ本学のこの取り組みに対し、指導力と情熱を持った教員が全国から集まり、同

一キャンパスでの初中高一貫教育だからこそできる計画的･継続的なカリキュラムについて、学年･学

校の枠を超え、共同で開発しています。 

 

■ 同一キャンパス内での一貫教育のメリット 

例えば、初等部新1年生からの入学者を例に取ると、その児童に対し、12年間にわたって一貫した

教育、指導にあたることができます。これにより、一人ひとりの優れた才能や躓きの早期発見が可能

になり、タイムリーに適切な指導・支援ができるようになります。 

また、初等部・中等部・高等部の児童・生徒が学校生活を共にすることで、異年齢の交流や活動を

経験し、人とふれあう喜びを実感し、情感豊かな心をはぐくむことができます。 

 

◆各学校教員による12年間を見通した教育カリキュラムの共同開発 

＜特色のある12年間一貫教育のカリキュラム例＞ 

◎｢英語考動力｣を育む12年一貫英語教育 

初等部1年生から英語活動を開始し、12年一貫カリキュラムのもとで「英語考動力」（情報収

集力、意見発表力、対話力、交渉力など）を育成し、国際社会において「相手のメッセージを正

確に受け取る力」と「英語で自分の意見を明確に表明する力」を育てます。 

さらに関西大学の各学部や国際部と連携を図り、海外の児童生徒との交流、英語合宿、海外提

携校とのTV会議、海外研修旅行等の多彩な国際交流プログラムを展開します。 

◎ICT※を活用した教育 

コンピュータやネットワークなどの情報通信技術を活用し、情報を収集する力、整理する力、

批判的に見る力、創造する力、表現する力、コミュニケーション力などを育みながら、情報活用

能力を身につけます。 

また、学習した内容を電子化（デジタル化）し、個人の学習履歴（パーソナルポートフォリオ）

として保存することも予定しています。 

※ ICT：Information and Communication Technology＝情報通信技術 
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■ 高等部 専門学科「安全科学科」の特徴 

高等部においては、全国でも珍しい「安全科学科」の専門学科教育を実施します。 

この「安全科学」の領域は、安全に関する諸問題、具体的には、地震や台風などの自然災害とそれ

に対する防災・減災をはじめ、日常生活の中で起こる危険や事故に対する能力、企業における危機管

理システムの理解、国際紛争に対する理解と社会貢献の意識など、各演習科目で教科の枠を超えて取

り上げます。 

これらの安全科学の諸問題理解のために、既存の普通科高校の教科の枠を超え、複数の教科内容を

総合する必要があります。そのために新たな専門科目を起こし、新しい枠組みで授業を行うことが最

も適しており、専門学科としての開設を予定しています。 

ここで学ぶ生徒は、専門科目の学習によって、各教科で学んだ知識を現実の社会の中にあてはめて

考える応用力が身につき、卒業研究を仕上げてゆくプロジェクト科目での探究経験が大学で学ぶ意欲

を高め、学部を主体的に選ぶ進路意識につながっていきます。 

これは本学の学是である「学理と実際との調和」を高校教育の中で実践する教育システムであり、

その意味から本校は探究型の専門学科高校と言えます。 

 

■ 関西大学との連携～大学のリソースを活用～ 

3校においての英語教育・ICT 教育に関する取り組みでは、14学部を擁する総合大学関西大学のリ

ソース活用を多面的に検討中です。 

特に高等部では、高等部安全科学科の専門科目授業において、同キャンパスに新設する関西大学社

会安全学部、関西大学大学院社会安全研究科の教員・院生との連携ばかりでなく、併設校ならではの

全学部対象の「入学前教育」に関する具体的な提案や、学部が求める基幹教科の履修についての協議

など、進路指導や教務面でのカリキュラム連携を積極的に進めます。 

大学と本校との相互理解の下で実践する各種の連携教育プログラムは、本校の教育の質を多面的に

保証します。 

例えば、各校種での授業に、ゲストティーチャーとして大学教員を迎え、専門講義や実習を行うな

ど、児童、生徒の知的好奇心を大いに刺激するプログラムを実践していく予定です。 

 

■ アクセスの利便性を生かし、京阪神、滋賀県大津市からも、児童、生徒を募集 

JR高槻駅前というキャンパスの利便性を生かし、通学対象エリア

を広範囲に設定し、京都府、滋賀県、兵庫県といった大阪府外から

の児童、生徒も積極的に受け入れます。 

※ 入試日程については、別紙 報道用資料参照 

※ 2012年度には、JR高槻駅からデッキが完成予定。これにより、

所要時間が短縮し、JR 高槻駅から徒歩約５分、阪急高槻市駅か

らも徒歩約10分で通学可能となります。 
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■ 2010年度 関西大学初等部 児童募集概要（新1年生） 

1．募集人員 

  新1年生 男女計60名（関西大学幼稚園からの入学者若干名を含む） 

2．出願資格 

  2003年4月2日から2004年4月1日までの出生者 

3．出願受付 

  2009年9月14日（月）～9月18日（金） （9月18日当日消印有効） 

  9月19日（土）のみ持参受付 

4．入学検定料 

  20,000円 

5．試験日・試験内容 

  志願者に対する考査・行動観察および親子面接により、総合的に判断し、合格者を決定し

ます。なお、入試内容・成績等は公表いたしません。 

  (1)行動観察（運動能力を含む）・親子面接 

2009年10月5日（月）～8日（木）で指定した日 ＜予備日9日（金）＞ 

※開始時間は、別途お知らせします。 

  (2)考査（本人に対する試験） 

2009年10月11日（日） 

試験内容：ペーパーテスト 

※試験の日時・場所・持ち物などの詳細については、受験票とともに事前に郵送にて 

連絡します。 

  (3)試験会場 

関西大学 千里山キャンパス内 100周年記念会館 

6．合格発表 

  2009年10月13日（火） 午前10時 

  関西大学 千里山キャンパス内 100周年記念会館ホール 

7．納付金等 

  ・入学金（入学登録金）   300,000円 

  ・授業料          800,000円 

  ・施設費          200,000円 

  ※その他、給食費・制服代・積立金・諸費等が必要です。 
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■ 2010年度 関西大学初等部 児童募集概要（新2・3年生） 

1．募集人員 

  新2年生 男女計60名 

  新3年生 男女計60名 

2．出願資格 

  新2年生 2002年4月2日から2003年4月1日までの出生者 

  新3年生 2001年4月2日から2002年4月1日までの出生者 

3．出願受付 

  2009年11月16日（月）～20日（金） （11月20日当日消印有効） 

  11月21日（土）のみ持参受付 

4．入学検定料 

  20,000円 

5．試験日・試験内容 

  志願者に対する考査・行動観察および親子面接により、総合的に判断し、合格者を決定し

  ます。なお、入試内容・成績等は公表いたしません。 

  (1)行動観察（運動能力を含む）・親子面接 

2009年12月7日（月）～10日（木）の期間中で、指定した日 ＜予備日11日（金）＞

※面接開始時間は、別途お知らせします。 

  (2)考査（本人に対する試験） 

2009年12月13日（日） 

試験科目：国語、算数、作文 

※試験の日時・場所・持ち物などの詳細については、受験票とともに事前に 

郵送にて連絡します。 

  (3)試験会場 

関西大学 千里山キャンパス内 100周年記念会館 

6．合格発表 

  2009年12月15日（火） 午前10時 

  新関西大学会館 北棟ホール 

7．納付金等 

  ・入学金（入学登録金）   300,000円 

  ・授業料          800,000円 

  ・施設費          200,000円 

  ※その他、給食費・制服代・積立金・諸費等が必要です。 

 

入試に関するお問い合わせ先 

関西大学初等部開設準備室  TEL 06-6368-1352 午前9時～午後5時 
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■ 2010年度 関西大学中等部 生徒募集概要（新1年生） 

1．募集人員 

  男女計108名 

2．出願資格 

  2010年3月小学校卒業見込みの者 

3．出願受付 

  A日程 2010年1月6日（水）～1月13日（水）書留速達（13日の消印有効） 

1月14日（木）のみ持参受付 

  B日程 2010年1月6日（水）～1月13日（水）書留速達（13日の消印有効） 

1月17日（日）のみ持参受付 

4．入学検定料 

  20,000円 

5．試験日・試験科目 

  A日程 2010年1月16日（土）筆記試験（国語・算数・社会・理科 各100点） 

  B日程 2010年1月18日（月）筆記試験（国語・算数・理科 各100点） 

  試験会場：関西大学 千里山キャンパス内 100周年記念会館 

6．合格発表 

  A日程 2010年1月17日（日）に掲示 

  B日程 2010年1月19日（火）に掲示 

  掲示場所：関西大学 千里山キャンパス内 100周年記念会館 

7．納付金等 

  入学金（入学登録金） 200,000円 

  授業料        700,000円 

  施設費        200,000円 

  ※その他、給食代・制服代・積立金・諸費等が必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

入試に関するお問い合わせ先 

関西大学中等部開設準備室  TEL 06-6368-1423 午前9時～午後5時 
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■ 2010年度 関西大学高等部 生徒募集概要（新1年生） 

1．募集人員 

  安全科学科 男女計108名 

2．出願資格 

  2010年3月中学校卒業見込み者および中学校卒業後1年以内の者 

3．出願受付 

  郵送受付2010年１月25日（月）～2月3日（水）書留速達（2月3日当日消印有効） 

  ※ 持参受付は行いません。 

4．入学検定料 

  20,000円 

5．試験日・試験科目 

  2010年2月10日（水） 筆記試験（国語・数学・英語・社会・理科 各100点） 

  2010年2月11日（木） 面接 

  試験会場：関西大学 千里山キャンパス内 第1学舎 

6．合格発表 

  2010年2月13日（土）に速達郵便で発送します 

7．納付金等 

  入学金（入学登録金） 200,000円 

  授業料        700,000円 

  施設費        200,000円 

  ※その他、制服代・積立金・諸費等が必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

入試に関するお問い合わせ先 

関西大学高等部開設準備室  TEL 06-6368-1402 午前9時～午後5時 
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