Ｑ １：学 校が保 護者や 地域社 会に情報 を提供 （公表 ）する 場合、 どのよう な点に 留意
する必 要があるか 。
Ａ：

学校が 、保護 者や地 域社会に 対して 学校評 価の結 果等を 積極的 に提供（ 公表）を
する ことは 、学校 に対す る理解 を深め 、学校運 営に協 力しよ うとす る意欲 を高める
きっかけ となりうる 。その際、 以下の点に 留意する必 要がある。
（ 以下 、情報の「 提 供（ 公表 ）」は 、「 提供 」とのみ表記する 。）

１

積極的な学 校情報提供 の根拠
「 小（中 ）学校 は、当 該小（中 ）学校 の教育 活動そ の他学 校運営 について 、保護者
等に 対 し て 積極 的 に 情報 を 提 供す る もの と す る 。」 ［ 小（ 中） 学校 設 置基 準 第３ 条］

２

学校情報提 供の効用
・保護者 等の学校に 対する理解 と信頼を高 める。
・保 護者等 の学校 に対す る意識 を高め 、よりよ い学校 づくり のため の支援 ・協力が
得られ やすくなる 。
・教職員 の意識や取 組を改善す る。

３

情報を提供 する際の留 意点
○提供する 目的を検討 する。
学 校の情 報を提 供する 場合、 どのよ うな目的 で情報 を提供 するの かを検 討するこ
とが 前提と なる。 基本的 には、 学校が 取り組ん できた 教育活 動の成 果や課 題、改善
策等 につい て提供 するこ とで、 保護者 等の学校 に対す る理解 と信頼 を高め るととも
に、 教職員 の意識 や取組 を改善 し、よ りよい学 校づく りのた めの支 援・協 力を得る
ことにな る。
○提供すべ き情報の内 容を検討す る。
「提 供すべ き情報と しては 、例え ば、学 校の概 要、教 育目標、 教育課程 、教育活
動の 状況が考え られる 。」
［「 小 学 校 設 置基 準 及 び 中学 校 設 置基 準 の 制 定等 に つ い て（ 通 知 ）」 １ ３文 科 初第 １ １５ ７ 号
平成１４年３月２ ９日 より］

（以下 、「１３文科初第１１５７号」と 表記する 。）

○人権尊重 の立場から 検討する。
・文 言等を 複数の目 で厳重 にチェ ックし 、不適 切な使 用を防ぐ ように注 意する。
・守秘 義務に違反 していない か確認する 。
・個人 情報保護の 視点から慎 重に吟味す る。

○提供する 対象（者） を明確にす る。
基本的 には、 積極的 に幅広 く情報 を提供 すること を原則 とする が、提供 する情報
の内容に より、提供 すべき対象 を十分に検 討する必要 がある。
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○提供する 方法を検討 する。
「情 報を提 供する方 法につ いてて は、各 学校に おいて 、例えば 、学校便 りの活用
や説 明会の 開催、 インタ ーネッ トの利 用など、 多くの 保護者 や地域 住民等 に提供す
る こ とが で きる よ うな 適 切な 方 法を 工 夫す る こと 。」
［「 １３ 文科 初第 １１５ ７号 」］
・提 供する 対象であ る児童 生徒、 家庭、 地域の それぞ れの実態 に応じて 、提供す
る内 容に応じた 適切な方法 を用いる。
・それ ぞれの提供 方法の長・ 短所を生か した積極的 な情報提供 に心がける 。
・複数 の方法によ る情報の提 供を検討す る。
・ 評価結 果など を情報 として 提供す る場合、 数値デ ータ等 を並べ るだけ でなく、
学校 の努力や改 善意欲が伝 わるよう工 夫する。

○意見交換 の場や機会 を設定する 。
意見交 換の場や機 会を設定す ることは、 以下の理由 で必要であ る。
・相互 理解の必要 性。
・生き たコミュニ ケーション の場の必要 性。
→ 学 校と保 護者等 の認識 や意識 の差を解 消（＝ 不信感 の温床の解 消）した
り 、保護 者や地 域とと もに歩 む学校の 創造へ の足か がりと したり すること
ができる。

＜参 考資料＞
「 小（中 ）学校設置基準」 H14.3.29

文科省

「小学校 設置基準及び中学校設置基 準の制定等について（通知 ）｝ H14.3.29
「義務教 育諸学校における学校評価 ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ」 H18.3.27
「学校評 価の手引き」 H17.3

文科省

文科省

県教委

「学校評価に関する参考資料（小・中学校）−信頼される「開かれた学校」づくりを目指して」H18.3
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