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１．問題の所在と目的 

近年、在籍する義務教育学校とそこから一時的に

離れた形で提供される支援の関係構築・協働を模索

する動きが散見されるようになってきた。例えば平

成 20 年 3 月に佐賀県が「NPO 法人それいゆ」に委

託し、佐賀総合庁舎に開設した「フリースクール

SAGA」（特に支援が困難な発達障害児を対象とする

学校外での支援に初めて自治体が取り組んだ例）や、

平成 20 年度から京都府教育委員会が開始したフリ

ースクールでの学習成果を在籍校の成績に反映させ

る＜認定フリースクール＞の取組等である。現段階

におけるこうした取組は量的には極わずかなもので

はあるが、その投げかける問いは小さくない。即ち、

＜その子どもの存在がそのまま受容され、尊重され

る、基盤としての社会的正義＞を学校においていか

に実現するか（包含的統合）という文脈において、

それは「困った子ども」の＜分離・追放＞に過ぎな

いのか（そうならざるを得ないのか）、それとも＜そ

の子どもに必要なサポートに関して、その社会の解

釈に従い、厳密な個別の観点から行われる分類＞の

一つとして慎重かつ積極的に受容・推進すべきもの

なのか（分離的統合）という問いを突きつけるもの

だからである（Haug,P;1998）。そしてこの問いに対

する示唆を与えてくれるものの一つにスウェーデン

のリソース学校がある。 
 本報告は以上のような問題意識にたち、スウェー

デン・リソース学校研究に着手するにあたり、まず

その概要と実際像を明らかにすることを目的とする。 
 
２．方法及び手続き 

スウェーデン南部の２市におけるリソース学校訪

問調査（2008 年 1 月上旬：Växjö 市１校及び教育・

児童援護委員会、2008 年 2～3 月：Kristianstad 市

４校）、Växjö 大学・Kristianstad 大学における教育

学研究者からのスーパービジョン及び関連資料分析。 
 

３．リソース学校の概要 

 本報告でいうリソース学校という用語法は比較的

近年のもので、歴史的・制度的にはむしろ

Skoldaghem(Special day-schools)と呼ばれて来た。

その嚆矢は 1965 年秋学期 Stockholm 市の

Gubbängen における開設とされるが、1980 年には

個のニーズに応じた学習形態の一つとして「特別の

指導グループ（Särskilt Undervisningsgrupp）」等

と並んで教育課程基準（Lgr80）に登場し、1982 年

学校教育庁による解説書『困難を伴う生徒への援助』

で生徒像が記述される等を経て、主として対人関係

や行動に高度な問題があり通常の基礎学校における

環境には適応できない児童・生徒に対し、コミュー

ンが独自に取り組む小規模学校として展開してきた。

1997 年 10 月段階で全国に 219 カ所、生徒数 2190
人、1 校の平均生徒数 10 名という報告がある

（Sanden,I;2000）。 
 発表者が訪問した Växjö 市、 Kristianstad 市で

はいずれもリソース学校 Resursskolaという呼称を

用いている。その意味は、子ども達はあくまで原籍

校 Hemskola の児童・生徒であり、その上で本人の

ニーズを充足する資源としての学校であり続けるこ

とを表明するのにより適した名称であるから、との

ことであった。また、Växjö 市（人口 79,500）で４

校 40 名弱、Kristianstad 市（人口 77,000）で 5 校

40 名強と規模的には 2008 年秋学期でも 1997 年当

時と同様であるが、70 年代設置校は医学的診断を持

たずに粗暴行為等を示す児童・生徒、90 年代以降設

置校は発達障害（NP：神経精神医学的問題）を有す

る児童・生徒をそれぞれ対象にしているという特色

が見られた。尚、2007／08 年度の Växjö 市の場合、

基礎学校生徒一人あたりの平均年間予算は概算 7 万

SEK であるのに対し、リソース学校は学校の家賃・

校長の給与を除いて概算 32～45 万 SEK であった。 
 
４．リソース学校等の＜適正活用＞システム 

 教師対生徒の比率が 1 対 1 ないし 1 対 2、肯定と

賞賛に溢れた関わり方、個に応じた学習プログラム

等により、リソース学校において出会う児童生徒は

基本的に落ち着きを取り戻している。しかしながら、

それが単なる＜分離・追放＞となるか否かは＜適正

活用＞を誘導する政策とシステムの底支えの有無に

かかっている。この点について、Växjö 市の仕組み

を整理すると次のようになる。 



まず、基本的前提として学校教育法や教育課程基

準が定める教育目標に基づき、各市・各学校ともに

インクルージョン志向の教育計画・学校経営計画を

立て、6 年に 1 度、Skolverket から監査を受ける。

その上で、同市は教育・児童援護委員会に BBSS（特

別な支援を必要とする児童）部門を設け、次の 4 段

階にわたるリソース学校等の＜適正活用＞システム

を用意している。 
① 各基礎学校では発達支援会議を通して困り感や

ニーズを把握し、個別発達支援計画、対策プロ

グラムを策定・実施する。 
② 校長が各学校内の生徒援護チームに当該児童を

検討ケースとして挙げる。必要に応じて市のリ

ソースチームの教育・心理専門職を交えたカン

ファランスを実施する。 
③ 当該ケースをリソースチームに挙げ、必要な支

援を検討・追加しつつ、校長は BBSS 部長に当

該ケースを報告する。 
④ 当該ケースの処遇について、フォローアップし

てきたリソースチームを交え、リソースフォー

ラムで協議し、必要な予算措置を決定する。  
  当該ケースのリソース学校利用が必要と判断

された場合、リソース学校ネットワークに当該ケー

スを挙げ、利用可能な場合には保護者を交えた決定

協議を開催する。 
現実問題としてはリソース学校にかかる費用は非

常に高額であり、簡単には増やせないということも

利用抑制の要因として働いているが、ダンピング抑

制の仕組みとして極めて示唆的と言えるだろう。 
 
５．リソース学校の実際 

 Växjö 市の場合、上述したリソースチームは北

部・南部に分かれているが、北部チームの統括責任

者であるJerker Thagesson校長はおおよそ次のよう

にリソース学校の実際を語っている（Öjaby skolan、 

2008 年 1 月 10 日聞き取り）。 

＜児童・生徒の現状＞ 
多くの生徒は失敗経験が前提としてあり、当初は

リソース学校利用を嫌がる生徒もいるが、基本的に

は支援が十分にあり、教師も多く、静かで落ち着く

ので満足している。小学校段階までのリソース学校

の場合、半数は原籍校に戻れるが、中学段階になる

と原籍校復帰は難しい。 
＜原籍校復帰について＞ 

原籍校復帰については緊密な連絡を双方がとり、

スモールステップの復帰プログラムを時期を見て実

施する。半日からスタートなど多様である。緊密な

連絡と対話、がキーワードである。しかし、年齢が

高くなると難しいし、原籍校によっては「お願いだ

から戻さないで欲しい」というところもあるが、リ

ソース学校の方から、ねばり強く働きかける。 
＜リソース学校利用のプロセスについて＞ 

重要な点は学習の遅れというだけではリソース学

校に行かせないということである。問題は対人関係

で限界を超えるケースで、特別教師・生徒支援員を

つけ、特別教育家や心理士も入っての生徒援護会議

を通して支援を工夫してもなお、いじめ・暴言・粗

暴が止まないとなったときに、リソース学校校長ネ

ットに照会をかけ、保護者に提案するのである。な

お、基本は保護者の同意が必要だが、2007 年から法

律が変わり、ひどいいじめ等の場合は、校長権限で

他校への移籍を命じることができるようになった。 

＜リソース学校をめぐる課題＞ 

通常の学校・リソース学校双方の教員における発

達障害（NP：神経精神医学的問題）に関する研修を

さらにすすめること、単身家庭・貧困・薬物中毒な

ど家族支援が必要なケースへの対応充実、がやはり

大きな課題である。 
  
６．まとめと今後の課題 

２市における通常の基礎学校を含む訪問において、

報告者なりにリソース学校利用の抑制とリソース学

校活用の意義という両面を垣間見ることはできた。

我が国においては、こうした公立小規模学校の制度

的・予算的可能性、抑制システムの設計とコンセン

サス、さらに原籍校への復帰に向けた条件整備等を

十分に検討する必要があろう。その際、既に

Sanden(2000)が指摘する諸条件（相互の教員対話・

原籍校教員の事前教育と OJT,受け入れ学級生徒の

ガイダンスと教室文化の醸成、教室・学校の環境整

備、原籍校とリソース学校のコーディネーター教員

のリソースチームへの配備等）は有用な指標となる。

日瑞併せてさらに検討を重ねたい。 
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