
少人数教育

高等部の授業では18人平均

１学級

約２１名

●全校生徒数
４６４名

●２２学級
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何のための少人数教育か

きめ細かく生徒の世話をするため？

生徒の自立を促す

生徒が自ら探求し、成長するのを見守るため

☆獲得型・参加型の授業

レポート・プレゼンテーション・

ディスカッション・実験・観察等の重視

☆成績だけでなく コメントを丁寧に
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化学室
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探究型学習

本物に触れる教育
Authentic Opportunities

考える トレーニング

規則で縛るのではなく

5 リスペクト

自分 を大切に

他の人

学習

環境

リーダーシップ
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「学び方」の学び

主体的な学習習慣を確立主体的な学習習慣を確立

レポート・プレゼンテーション・

ディスカッション・実験・観察等の重視

学習の中心としての図書館

獲得型・参加型の授業
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3人のカウンセラー
安心感・信頼感・進路の相談も

明るさと思いやり
あたたかさに満ちたキャンパス

カウンセリング体制の充実

心のケア
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進路

追求する姿勢

何が
したい
のか？

人生を
切り拓くための
トレーニング

サポート体制の充実

担任 進路情報室

カウンセリング
SIS  OIS

教科担当者

多彩な進路
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多彩な進路

• 関西学院大学 30％～
• 関西の私立大学 20％ うち指定校推薦枠

• 東京の私立大学 15％ （10％が使われる）
• 国公立大学 10％
• 専門学校、専門家としての職業
• 海外の大学 10％ （指定校推薦枠あり）

生徒自身が目指す将来への飛躍

をサポート
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卒業後更に学びを深める生徒

LEARNING  FOR  LIFELEARNING  FOR  LIFE

人生を切り拓くための
トレーニングの積み重ね
本物を追及する姿勢

卒業後どこに行っても
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多様な人々が集まるということ

最初は小さなぶつかり合い

異質な他者との違いを認める

一人ひとりが違うという前提に立つ

尊重し、受け入れる

学び合う

千里国際の基本理念 多様性
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“The creation of new thought 
from a new combination of 
truths.”

Rabindranath Tagore, Nobel laureate

新しい考えとは、真理の新しい
組み合わせから創造される。

―ノーベル賞受賞者 ラビンドラナート・タゴール
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第二の開校へ

Headmaster of OIS Mr. John Searle
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I would like to welcome you all to the Senri Campus of Kwansei Gakuin 
on behalf of Osaka International School. 
Choosing a school is a big decision. I hope you will find all the 
information you need to be able to find what your family is looking for in 
an education. 
On this Senri campus we have some very big ambitions as we are 
preparing students for a global society and we want them to be 
producers of ideas and action. 
What does this mean? 

大阪インターナショナルスクールとして皆様を歓迎しま
す。学校の選択は難しいことですが、探し求めている
ものが見つかるといいですね。

ここ千里国際キャンパスでは生徒が世界を舞台にアイ
デアを出し、行動を起こすための準備をするという大き
な夢を抱いています。

それはどんなことでしょうか。
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There is a radio programme that is broadcast on the BBC. I listen to it 
every week. It is a discussion program between journalists, university 
professors, writers, poets and artists. They discuss the future. At the 
end of the show one of them is asked to think of a big idea that will 
change the world but they only have 60 seconds to explain it. Here is a 
list of some of the 60 second ideas for changing the world from the 
radio program:

私が毎週聞いているBBCのラジオ番組があり
ます。ジャーナリストや大学教授、作家、詩人、
芸術家などがそこで未来についての議論をしま
す。番組の最後に、世界を変えるようなアイデ
アを60秒で説明するコーナーもあります。
これがそのリストです。
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• We should all convert to vegetarianism
• Politicians should lead soldiers into battle
• Children as young as 10 should be taught 
philosophy
• All remaining oil should be divided equally 
between the world’s population
• Every adult should read to a child at least 
two hours a week
• すべての人がベジタリアンになる
• 政治家が兵士を連れて戦場に行く
• 10歳の子供に哲学を教える
• 埋蔵されている原油を世界中の人に均等に分ける
• すべての大人は少なくとも週2時間は子供に本を読
み聞かす
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• Everyone should use ohashi
• International football should be banned
• We should all live like Incas
• All parked cars should be camouflaged
• Everyone should learn to dance

• すべての人がお箸を使う
• 国際サッカーの試合をやめる
• インカ帝国のような生活をする
• 駐車する車は保護色にする
• すべての人がダンスを習う
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However my favorite 60 second idea for changing the world 
came from a Mexican poet and it is that we should all eat 
insects. What a strange and wonderful thing. Why should 
we all eat insects? Firstly, there are a lot of insects so we 
should be able to feed the growing world population easily. 
They are high in protein. They are very tasty. They are 
easier to produce than beef. 

私が最も気に入っているものは、メキシコの詩
人が出した「私たちみんなが虫を食べよう」とい
うアイデアです。なんと不思議で素晴らしい考え
でしょう。なぜ虫を食べるのでしょう？

第一に、虫はたくさんいるので食糧問題が解決
します。虫にはタンパク質が多く含まれ、おいし
いのです。牛肉よりも簡単に手に入ります。
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. The most tasty and biggest insects can be found 
in Africa and Latin America – eating insects would 
create a huge export market for countries in these 
areas. And it would help us to control damage by 
insects, we wouldn’t need to spray them with 
harmful chemicals we could just eat them.
. 

一番おいしくて、大きなむしはアフリカやラテン
アメリカにいます。この地域は巨大な輸出市場
になるでしょう。虫による被害が減り、有害な殺
虫剤も必要なくなります。
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. 
This is my favorite idea not because I actually want to eat 
insects…. but that to me it seemed such an unusual, clever 
and simple solution and we think the time has come for 
unusual, clever and simple ideas to solve many of the great 
problems of our time: climate change, global poverty, 
global conflict, energy shortages economic trouble – all 
problems of which we have no previous experience of how 
to solve. 

もちろん、私は虫を実際に食べたいわけではな
いのですが、一番気に入っているアイデアです。
常識的ではないが、賢く明快な解決策です。

これまで未解決のまま、私たちの前にある現代
の問題: 気候変動とか世界的な貧困、紛争、そし
てエネルギーや経済の問題を解決してしまうか
もしれません。
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We live in times when it is often necessary to find 
completely new solutions.  
We are expecting the students who attend SIS and 
OIS to be producers of these new ideas and 
solution as well as being respectful, open-minded, 
contributing citizens.

私たちは全く新しい解決策を必要とされている
時代に生きています。

SIS と OISの生徒達が敬意に満ち、寛大で人
のために尽くすのと同様に、このような新しいア
イデアや解決策を生み出すことを期待していま
す。
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It is an exciting possibility isn’t it? But also a 
great responsibility. This is the atmosphere 
at the Senri Campus. If this is what you want 
as a family then please join us.
Thank you very much.

何ともわくわくする可能性に満ちているのでしょ
う。しかし、同時に大きな責任もともないます。

これが千里国際キャンパスの持つ雰囲気です。

もしも、皆様がこのようなものを求めるのならば、
どうぞ私たちの仲間に加わってください。

どうもありがとうございました。
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