
社会問題研究会報告 2018.8.27（月） 

テーマ 西成高校における反貧困の学びと支援 
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□１９８０年代の空気 

山田勝治さんは 1981 年、泉州にある高校に教員（社会科・日本史）として就職し、部落解

放研究会の顧問を務めた。 

その年の春、3 年生の生徒が差出人不明の手紙を持ってきた。 

その手紙には雑誌の切り抜きでつくった文字で「お前は部落。結婚できないザマアミロ」

と書かれていた。 

その後、生徒とともにビラを配るなどして人権を守るための運動を行なった。 

1980 年代には、そのような空気が流れていた。 

 

その後、府立岬高校に 9 年勤め、2005 年に西成高校に赴任し 4 年教頭、４年校長を務めた。 

次に、府立佐野高校に赴任した後、西成高校に校長として戻ってきた。 

10 年経つと学校の雰囲気と課題も違っていた。 

 

□ 先端の課題がここにある 

ある日、生徒間トラブルが起こった。 

生徒 A は、知的障がいがある生徒 B に「黙れ障がい者」と罵った。 

それに腹を立てた B は、「それは（障がいに対する）差別発言」と訴えたのち A に暴力を振

るった。 

その後、学校による聞き取りの中で、B はひどい差別を受けたと訴え、A は暴力の被害を訴

えた。 

 

A は聞き取りのなかで父親から日常的に「知恵遅れ」と罵られ、暴力を受けていることを始

めて先生に語った。 

彼女の「黙れ障がい者」という発言は許されない差別発言であり、悪いことは決まってい

る。 

しかし、父親から日常的に「知恵遅れ」と罵られてきた経験を持つ A に対して一概にそう

とはいえない。 

数日後、特性を持つ二人の生徒 A と B は和解して両者とも何事もなかったように仲良くし

ている。 

 

これは学校における何指導にあたるのだろうか。 



このようなことが毎日のように起きている。 

そして、就職先が決まった A は山田校長に就職先を選んだ理由を「住み込みで働くことが

できるから」と話した。 

これは A が家を出ていきたいという証である。 

 

 □西成高校はどのような学校か「子どもの学ぶ権利を考える」（創立期） 

西成高校は、西成区に進学を想定した普通科高校をつくろうと期待されて 1974 年に創立さ

れた。 

当時、大阪府では「地元集中運動」が行われていた。 

この運動の総括が行われていないのは問題である。 

地元校育成と言いながらも、しんどい生徒ややんちゃな生徒が集まり「あんな学校ならな

ければよかった」と陰口を叩かれることも少なくはなかった。 

 

□西成高校はどのような学校か「良い学校幻想」（普通科総合選択制 第１期 2003） 

2003 年、30 周年を迎えた西成高校は、総合学科に近い普通科総合選択制をとった。 

その頃、これで西成高校は「良い学校になるんだ」という幻想が渦巻いていた。 

同じように地元校である松原高校、柴島高校は総合学科になり学区が取り払われたけれど、

西成高校は地元の要望もあり普通科総合選択制の高校として存在した。 

 

2000 年頃、大阪市内では咲洲高校（元住之江高校）の定員割れ問題が起きていた。 

当時の入試方式では西成高校を不合格になっても咲洲高校を受験できるということもあり、

西成高校には〝良い生徒〟が集まり、クラブ活動も活発に行われていた。 

その頃の西成高校は「良い学校になるんだ」という幻想のもと、生徒に寄り添い、進級さ

せるのではなく、できなければ欠点という成績のつけ方や追認に対しても冷淡な方法をと

った。 

その結果、成績で留年する生徒が 30?40 人存在する時代になった。 

それで生徒を絞り込み〝良い子〟が上がっていく。 

当時の学校、教員の考える良い生徒の基準とは、「できる子」と「言うことを聞く子」とい

う価値観だった。 

すなわち、さまざまな背景を抱えながら入学してくる生徒のことを見るのではなく、自分

たち（教員）の出身階層に近い理想像を生徒に当てはめ、その価値観に合う生徒が良い生

徒として見られた。 

この二つの価値観による良い学校幻想が自己責任論につながる。 

 

2004 年にとうとう２つの事件が起こった。 

それは、汐見橋線岸里玉出で障がいのある生徒をつり革に張り付けにする事件と南津守の



広場で起きたリンチ事件である。 

 

□西成高校はどのような学校か「反貧困学習の取り組み」（普通科総合選択制 第２期 2007） 

この頃は、地域、中学校、高校で期待する西成高校像に食い違いがあった。 

ある新聞社は、脳性麻痺で知的障がいのある中学生が普通高校を希望し、西成高校を受験

（当時、定員割れ）したとき『その学校は荒れていて金髪、ピアスをつけていることが普

通。そのような学校では彼はひどいいじめに遭うのではないか』という記事を載せた。 

 

同年、西成高校が行なった中学校教諭を対象としたアンケート回答に以下のようなものが

あった。 

「西成高校へはどのような生徒をすすめるのか」という設問へは「行くところがない不良」

と回答。 

「西成高校のどこに特色を感じるのか」という設問には、「底辺校が単位制にしただけ」と

回答。 

「西成高校は何に力を入れるべきか」という設問へは「先生の総入れ替え」という回答が

あげられた。 

 

そのようなことが言われている時代に西成高校は手厚い生徒指導を行い生徒との信頼関係

を築いていた。 

肥下章男さん（2018 年現在、今宮高校教諭）を中心に反貧困学習に取り組み始め、対話的

な学習を続けていくことで生徒が教員に対して信頼をしてくれるようになってきた。 

肥下さんは明らかに生徒たちに変化が表れたと話されている。 

子どもたちはさまざまな社会課題に向き合い、話し合う中で生徒たち同士がつながりあっ

ていくという姿が見られた。 

 

それでも学校の現実は厳しかった。 

中学校への説明会で「中学校から西成高校にやっとの思いで送り出した生徒を思い浮かべ

てください」と問いかけた。 

その生徒で 40人のクラスや学年をつくったらどうでしょうか？西成高校だけですべてを受

け止めると潰れそうになる」と話したことがある。 

そのような厳しい現実と向き合い、生徒育成をどうしていくのかと考えエンパワメントス

クール期に入っていく。 

その頃、山田校長は転勤により一度西成高校を離れる。 

 

□西成高校はどのような学校か「Re:スタとは」（エンパワメントスクール期 2015 年?） 

エンパワメントスクール期に入り、西成高校は、「第２期良い学校幻想期」を迎える。 



エンパワメントスクールは特別選抜（2 月入試）なので 3 月入試が控えているため定員割れ

することがない。 

学校が変わるのだから良い学校になるだろうという幻想のもと生徒指導が厳しくなった。 

それは、生徒の抱える生活背景や人格まで否定するような指導であった。 

その中で、きちんとできないのは、生徒が悪いという自己責任論が台頭するようになって

いた。 

そして、エンパワメントスクールなのに成績で留年をさせるということが起こってきたの

で、これはいけないと再編することになる。 

 

現在は、エンパワメント改革として Re:スタ(Re-start/Re-study)という学び直しをしようと

している。 

学び直しとは、できないことへの対応ではなく、やるチャンスをもらえなかった子どもた

ちへの対応だと考えている。 

そして「わかる」ということを徹底的に諦めないという目標を掲げ、授業時間の枠組みの

変化（30 分授業）などの工夫をすることで１年生の遅刻数が激減した。 

その理由は授業が「わかる」から。 

 

そして、以前では見えにくかったさまざまな「当事者」が増えた。 

知的障がい、発達障がいもしくは、支援学級に在籍した経験のある生徒は、総数 550 人の

うち約 100 人いる。 

この割合は全国の高校の中でも一番高い。 

そして、虐待サバイバーが約 100 人、外国にルーツのある生徒が約 30 人で、この生徒たち

を合わせると述べ 230 人になる。 

約半数の生徒たちがさまざまな当事者である。 

そして、当事者が当事者から学ぶことが西成高校の人権学習の大きなテーマとなっている。 

 

□３つのポリシー 

西成高校には、アドミッションポリシー（入学基準）と、カリキュラムポリシー（どのよ

うに学ばせるのか）ディプロマポリシー（どういう生徒になり卒業していくのか）という

３つのポリシーがある。 

アドミッションポリシーは、基礎から学び直しのできる学校であること。 

カリキュラムポリシーは、１年間、30 分×３コマのモジュール授業（国数英）に取り組み、

小学校３年生から中学校３年生の内容を行い、学び直しの機会を保障する。 

そして、今年度、開校以来、初めて全国模試に取り組んだことで、さまざまな課題や特徴

が見えてきた。 

その結果、学年が上がるごとに成績が伸びているという結果が出た。 



しかし、西成高校は点数にこだわるのではなく、生徒の自信につながって欲しいと考えて

いる。 

西成高校は３つの自立「生活的、社会的、職業的自立」をめざしている（ディプロマポリ

シー）。 

 

□原学級保障を考える 

西成高校では配慮を要する生徒が増えつつある。 

大阪府は、ともに学び、ともに育つという目標のもと原学級保障をすすめているが、教育

委員会として障がいのある生徒とない生徒の割合をどのくらいの割合と想定しているかと

質問をした。 

その質問の意図は、現在、支援学校に近いぐらいに配慮を要する生徒が増えている状況に

見合った教員の質と数を保障する必要があるという問題提起である。 

中退防止、生徒指導、進路指導などの加配をもらっているが、それらはすべて配慮を要す

る生徒への対応に回り、それぞれの加配に対する課題に対応できにくくなっている。 

 

□学びに向かう力を保障する学校 

学校が楽しい   １年 66.7%  2 年 49.7%３年 47.6％ 

授業がわかりやすい１年 78.2%  ２年 61.3%  3 年 65.1% 

入学してよかった １年 71.8%  ２年 55.1%  3 年 55.5% 

 

なぜ、「西成高校へ入学して良かった」という生徒のアンケート回答の数値が 1 年生の回答

約 77%から 3 年生になると約 55%まで下がるのか。それは、入学したい学校であったかど

うかに関係がある。 

３年生に「総合学科で学んでよかったか」というアンケートでは 85%が良かったと回答し

ている。 

この差は、入りたかったわけではなかったが、入って良かったという評価を生徒がしてい

ることを意味している。 

学んで良かった学校にはなっているが、まだ入りたい学校にはなり切れていない。 

その中で、生徒が教師に対する肯定感は非常に高く、工夫されたわかりやすい授業となっ

ているという回答は 87.4%の生徒がしている。 

 

□ともに学び、ともに育つには 

原学級保障を進める西成高校では、配慮を要する生徒にサポートがつきともに学んでいる。 

これはクラスに１人配慮を要する生徒がいる場合はよかったが、現在、生徒の約２割（ク

ラスに 7?8 人）に障がいがあるなど配慮を要する生徒が在籍する状態は、誰も経験したこ

とがない。 



障がいのある生徒も不登校経験で学習の機会を奪われてきた生徒も１年生のモジュールと

いう 30 分単位の授業では小学校からのやり直しをするので両者が対象者となるが、２年生

になり高校の学習内容に移ると両者をどう結合させていくかが現在の課題となっている。 

 

□すべての生徒に居場所を 

2012 年 9 月から居場所カフェ事業「となりカフェ」を始めた。 

それは校内に生徒がほっとできる場所をつくる事を目的としている。 

その話を持ってきたのは、当時、淡路プラッツの田中俊英さん（現在一般社団法人 office

ドーナツトーク）と大阪府青少年課職員の二人だった。 

その頃の西成高校は被虐体験やいじめを受けた経験を持つ生徒が増えていた。 

彼らは、かつての生徒と少し違い、部活やバイトをせず、夕方まで家に帰らず学校にいる

という特徴があった。 

その中にはステップファミリーで家に帰ると小さな子どもの面倒見なければいけない、家

が落ち着くことができないという生徒が多くいた。 

このような生徒がホッとできる場所はないかと考えていたので、この話が来た時には即決

をした。 

2017 年度からは大阪府教育庁の事業になり現在はヒューマンライツとＡ´ワークの共同企

業体が受託して「ステップメイトルーム」として運営している。もう一つは、となりカフ

ェがクラウドファンディングで自主事業としてカフェを運営している。 

２つのカフェを年間延べ 1600 人の生徒が利用している。 

2017 年秋からはモーニングとなりカフェとして朝ごはん（トーストとコーヒー）を 7 時 45

分から 30 分間提供している。 

さらに人気なのは「おにぎりカフェ」で昼食時に自分でおにぎりをつくって食べることが

できる。 

 

□西成版まなびのロードマップ作成 

西成高校の教員の平均年齢は 36.4 歳でこれは非常に若い。 

在職年数の平均は約 3.7 年。西成高校が新任校という教員は６割である。 

この状況で複雑に絡み合った課題を解決するのは非常に困難である。 

少し前まで大学生だった教員が生徒から「家に帰ったらお父ちゃんが木刀を持って立って

いるねん」と相談を受けてもどうしたらいいかわからない。 

 

西成高校としてどのような生徒を育てていくのかという地図を描き、それに沿って先生も

育てていこうというロードマップを作成中である。 

 

例えば、1 年生には職業的自立をめざしてアルバイトスタート講座（まずこんな学校はない）



を行う。 

2 年生になるとインターンシップを受け、3 年生になると応募前職場見学をするといういろ

んなステップを準備しその間にいろんな講座を行っている。 

 

現在、教職員連続学習会（年間 16 回）を企画して教員の育成も行っている。 

例えば先進校への実習は 2 名以上で行くことにしている。 

複数でいかないと新しい動きが生まれず、現場に定着しない。 

学習指導についてはプロジェクトチームを作って企画し、9 月からの教員連続学習会では、

発達障がいと愛着障がいの生徒への生徒支援と指導、渡日生徒（金光敏さん）、部落差別（北

口末廣さん）、引きこもり・不登校（田中俊英さん）、ホームレス（生田武志さん）という

内容を計画している。 

学習会は１時間という短い時間で行い、たくさんのタネを蒔いている。 

 

□ハイブリッド型チーム学校計画 

山田校長は、いろんなもの（資源）を継ぎはぎ（連携、協働）しながら学校づくりを進め

ている。 

予算に関しても潤沢にあるわけではない。 

教員連続学習会の予算も阪南大学の社会貢献プログラムと連携している。 

前校長は、西成高校に「格差の連鎖を断つ」というミッションを立ち上げた。 

これは素晴らしい発案ではあるが、非常に重いと感じた。 

教育だけでできることはそんなにたくさんはない。 

むしろそれをきっかけにして社会運動にどう変えていくのかということに関心がある。 

 

例えば、大阪大学の志水宏吉さんのいう「効果のある学校」すなわち厳しい社会背景を抱

えた家庭が多く集まる学校においても学力をしっかり伸ばしているところがあるというが、

志水さんのいう「学力」とは全国学力調査の学力である。 

その点数が伸びるのは悪いことではないが、それよりどう自立につながるのかということ

が一番根っこの部分であり大切ではないだろうか。 

その答えは SDGs にあると考えている。 

 

2030 年までに解決しなければいけない課題（１番目は貧困の解決）を政府、自治体、地域

社会、学校がどう連携して考えるかということに解決への道があるのではないだろうか。 

教育、福祉、労働がどれだけ結びつくことができるかということに関心があり、それをワ

ンストップでできる学校構想がある。 

学校がプラットホームとなり子育て支援室、ハローワークなどの窓口をつくり、それらが

ともに機能できる運営協議体をつくることで包括的な支援が可能になるのではないだろう



か。 

これは高校で実現しようとすると入試というネックがある。 

しかし、小中学校であれば可能ではないだろうか。 

 

□質問者より「本当の学力とは何か」 

エンパワメントスクールをつくるときの教育長は中原徹さんだった。 

「答えが一つではない教育」、これには共感しているのでエンパワメントタイムなどの授業

を行っている。 

卒業式では毎年「人生とは一人ひとりに与えられた応用問題である。 

答えは自分で考えなければいけない」という話をする。 

それぞれが家庭背景や生きていくための条件なども違う中で、答えを出すことができる力

をつけることができたのかという問いなのである。 

 

それはどのようにできるのだろうか。 

一つは学校行事だと思っている。 

その中で人間とどう協同できるかということのスキルを学ぶことだと思う。 

学びと、また情報処理の仕方も大事だと考える。 

勉強して手に入れたものを咀嚼して次に活かすこと。 

さらに新しい学力感でいう「学びに向かう力」。 

困ったときこそ学ぶという、学びに向かう力が大切だと思う。 

これまでさまざまな理由でそんな気持ちになれず学んでこなかった生徒たちが多様な人か

ら学び社会で生きていくための力を身につけていってほしいと考えている。 


