
１．システム全体について

Q１ 学校評価を行う目的は何ですか。

学校は、児童生徒がより良い学校生活を送ることができるよう学校

運営の改善と発展をめざしています。そのためには、保護者・地域の

方々の理解・協力が不可欠です。学校評価は、学校・保護者・地域・

教育委員会のコミュニケーションを活性化するための一つのしくみ

と言えます。学校評価は、次の３つを目的として行われます。

① 各学校が、目標を設定し、達成状況や達成に向けた取組の適切

さについて評価することで、学校として組織的・継続的な改善を図ります。

② 各学校が、自己評価及び学校関係者評価の実施とその結果の公表により、

適切に説明責任を果たすとともに、地域の方から理解と参加を得て、学校・

家庭・地域の連携協力による学校づくりを進めます。

③ 各学校の設置者等が、学校評価の結果に応じて、学校に対する支援や条件

整備等の改善措置を講じることにより、一定水準の教育の質を保証し、そ

の向上を図ります。

Q２ 相模原市学校改善支援システム「かがやき」という名称ですが、「学校評価」

ということばが入っていませんが、このシステムが相模原市の学校評価システ

ムなのですか。

「かがやき」による学校評価は、学校に点数をつけたり、格付けしたりするも

のではありません。「かがやき」は、保護者・地域の方々と学校が一緒になって

子どもの成長を支援し、学校の自己改善につなげる学校評価システムです。その

趣旨から「学校評価」ということばをあえて使わず、学校の教育活動を様々な立

場で支援していくためのしくみという意味から「相模原市学校改善支援システム

『かがやき』」と名付けました。

相模原市学校改善支援システム「かがやき」Ｑ＆Ａ



Q３ 「かがやき」の特徴は何ですか。

相模原市学校改善支援システム「かがやき」の特色は、次の４つにまとめるこ

とができます。

① 重点目標の焦点化

学校の目標を絞り込んで明らかにすることで、学校の姿がわか

りやすくなります。

② 成果のみにとらわれない評価

目標の達成に向けて学校が取り組む姿そのものを評価します。

③ 学校の教育活動の支援

保護者・地域の方による学校支援の方法や内容を明確にします。

④ ホームページによる情報提供

各学校の重点目標・取組状況・評価結果などをホームページ上に情報提

供するよう努めます。

Q４ 「見える」学校で支援の輪が広がる とありますが、何が「見える」のですか。

学校の頑張っている姿を保護者・地域の方にわかりやすく伝えること

により、子どもたちの教育に関わる周囲の大人たちが目標を共有し、

子どもたちの成長する姿を確認しながら、それぞれの立場から効果的

な支援を行うことが、「かがやき」のねらいです。

学校の重点目標や取組、子どもの活動、成果などを学校の便りやホ

ームページなどで「見える」工夫をし、学校と保護者・地域の方々と

のコミュニケーションの活性化をはかります。そのために、学校が何

を目指しているのか、教師の支援によって成長する子どもたちの姿、

保護者・地域の方々の支援によって学校の何が変わるのか等を「見える」

ようにします。

Ｑ５ 地域・保護者の方々の支援をいただくためには、どのように工夫したら

よいでしょうか。

日ごろから、学校便りやブログなどで情報提供の工夫をします。

また、学校公開日や行事など、保護者・地域の方々に来校をお願いし

ます。そして、学校の実状を理解していただき、学校の重点目標や協

力をいただきたいところを明確にすることが大切です。



Ｑ６ 学校評価に関する法令の規定はどのようになっていますか。

学校評価は、学校教育法及び学校教育法施行規則に基づいて行われま

す。学校評価に関する法令の規定は、次の通りです。

○ 学校教育法（抄）

第四十二条 小学校は、文部科学大臣の定めるところにより当該小学校の

教育活動その他の学校運営の状況について評価を行い、その結果に基づ

き学校運営の改善を図るため必要な措置を講ずることにより、その教育

水準の向上に努めなければならない。

第四十三条 小学校は、当該小学校に関する保護者及び地域住民その他の

関係者の理解を深めるとともに、これらの者との連携及び協力の推進に

資するため、当該小学校の教育活動その他の学校運営の状況に関する情

報を積極的に提供するものとする。

○ 学校教育法施行規則（抄）

第六十六条 小学校は、当該小学校の教育活動その他の学校運営の状況に

ついて、自ら評価を行い、その結果を公表するものとする。

２ 前項の評価を行うに当たつては、小学校は、その実情に応じ、適切な

項目を設定し行うものとする。

第六十七条 小学校は、前条第一項の規定による評価の結果を踏まえた当

該小学校の児童の保護者その他の当該小学校の関係者（当該小学校の職員

を除く。）による評価を行い、その結果を公表するよう努めるものとする。

第六十八条 小学校は、第六十六条第一項の規定による評価の結果及び

前条の規定により評価を行つた場合はその結果を、当該小学校の設置者に

報告するものとする。

※ これらの規定は、幼稚園、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校

にも適応されます。



Ｑ７ 自己評価、学校関係者評価、第三者評価の関係は、どのようになっているの

ですか。

自己評価、学校関係者評価、第三者評価の関係は、

次のようになります。

保護者、地域住民等の学校関係者などにより構成された
評価委員会等が、自己評価の結果について評価すること
を基本として行う評価

学校関係者評価

自己評価・学校関係者評価結果等を資料として活用しつつ
学校運営全般について、学校と直接関係を有しない専門
家等による客観的な立場からの評価

第三者評価

各学校の教職員が行う評価

自己評価

評価結果

自己評価のための資料収集

保護者、児童生徒等へのアンケート



２．重点目標の設定

Ｑ８ 学校の目標はあらゆる領域にわたっています。その中で重点目標を焦点化す

ることの意味とねらいは何ですか。

各学校の目標のなかでも、今年１年間とくに力を入れたい

ものを焦点化し、教職員で共通意識を持って取り組むことを

保護者・地域に発信し、支援の輪を広げていくことがねらいで

す。焦点化することにより、学校の思いや学校・子どものがん

ばっている姿がより鮮明になります。

Ｑ９ 重点目標はどの程度焦点化すればよいのでしょうか。

教職員が共通意識をもって取り組むことができる重点目標を設定することが

大切です。ある程度、具体的なもので、保護者・地域の方々にも理解しやすいも

のがよいでしょう。特に見ていただきたいこと、協力をいただきたいものを設定

することが学校への理解・支援につながります。また、目標実現のための具体的

な取組を提示することが大切です。

（例）「グループ学習を取り入れた楽しく学べる授業の実施」

［取組］グループ学習や少人数学習による授業の実施

「学び合い・認め合い」学習をテーマに校内研究を推進

「情報機器を活用したわかりやすい授業の実施」

［取組］コンピューター・電子黒板などの活用した授業の実施

情報モラル学習・情報モラル講演会の実施

「地域での体験活動を通した福祉の心の育成」

［取組］地域清掃活動・福祉施設交流など福祉体験活動の実施

学校支援ボランティアによる授業支援や講演の実施

「安心で安全な心やすらぐ学校環境づくりの実施」

［取組］掲示物や児童生徒作品による展示の工夫や花壇の整備

地域・保護者の方と協力した防犯安全活動の実施



Ｑ10 重点目標は市内統一のものはないのですか。

重点目標は各学校が設定するもので、市内統一のものはありません。

「かがやき」は、各学校の重点目標達成のために支援の輪を広げることを目指す

システムです。統一した重点目標を設定し、統一した基準や数値による評価を行

い、学校を比較するものではありません。

Ｑ11 年度末に行う学校運営の見直しは、あらゆる領域にわたっています。

重点目標だけを評価すればよいのですか。

「かがやき」では、重点目標の焦点化した部分をクローズ・アッ

プして自己評価と学校関係者評価を行うことをめざします。焦点化

した部分を評価していただくことにより、保護者・地域の方々にも

学校・子どものがんばりがより鮮明になります。

３．情報の提供と収集

Ｑ12 情報の提供は、どのようなことをすればよいのですか。

重点目標に基づいた教育活動のようすを保護者・地域の方へわかりやすく伝え

ます。情報提供の方法として、おたよりの配付や回覧、授業参観・発表会等の設

定などが考えられます。ます。また、子どもたちのがんばる姿や教職員の日々の

努力をわかりやすく伝える手だてとして、「ブログ」など

も有効です。



Ｑ13 ブログなどによる情報の提供とありますが、ブログをどのように活用すれば

よいのですか。

学校のホームページやブログは､日常の学校の姿をより多くの

方々に見ていただく手段として有効なものと考えています。イン

ターネットは学区内外に情報を提供する一つの手段です。学校便

りを保護者・地域に配ることに加え、学校や地域の状況に応じて、

ホームページやブログによる発信を検討してください。

Ｑ14 情報の収集とは、どういう意味ですか。

学校の教育活動に実際にふれた保護者・地域の方々とのコミュニケーションか

らご意見やご感想をいただきます。これらを教職員による自己評価の資料としま

す。

授業参観・運動会・発表会等に参加した保護者・地域の方の意見・感想、懇談

会・保護者面談、学校評議員会等での内容の記録、学校支援ボランティア・ＰＴ

Ａ活動等に協力をいただいた方の意見・感想等を情報として収集します。

少人数の授業で、算数が苦手なわが子も少しずつ理解できるようになり

ました。先生の教え方もとても丁寧でありがたいです。

いろいろな学校行事にご招待をいただき、

ありがたいです。生き生きとした発表や

優しい生徒さんの接待に感激です。



４．学校関係者評価

Ｑ15 学校関係者評価とは、何ですか。

保護者・地域の方々などの学校関係者などにより構成された委員会等が、教職

員が行った自己評価の結果について、評価することを基本として行う評価を学校

関係者評価といいます。

Ｑ16 保護者・地域の方々にアンケートをとることで、学校関係者評価とすることは

できますか。

保護者・地域の方々を対象とする外部アンケートは、自己評価の資料として位

置づけられています。学校の取り組みを客観的にとらえるための資料の一つとし

て、必要に応じて実施してください。

Ｑ17 学校関係者評価の実施は、学校批判や査定につながるのではないですか。

「かがやき」は、重点目標を焦点化し学校関係者評価を行います。重点目標に

ついての評価を通して、保護者・地域の方々に支援をいただくことをめざしてい

ます。学校批判や査定によっては、学校改善はされないと考えています。保護者・

地域の方々に重点目標を共有していただくこと、学校の取組を具体的に伝えるこ

と、日常の取組をより多く見ていただくことで、支援の輪を広げます。

グループ学習・少人数授業・ＴＴで楽しくわかりやすい授業、

学力アップをめざします。

地域の方とともに体験学習なども進めたいと思っています。

農業体験はどうでしょうか。

ほかにもお手伝いできることはありませんか。



Ｑ18 学校改善支援委員会とは、何ですか。

「かがやき」では、学校関係者評価を学校改善支援委員

会で行います。学校改善支援委員会は、保護者・地域の方々

によって構成されます。この条件を満たすものであれば学

校評議員会が担うことも可能です。

学校評議員の方に学校関係者評価をお願いすることに

よって、学校に対しての一層の理解や支援をいただくこ

とも期待できます。

Q19 学校関係者評価をすることにより、期待される効果は何ですか。

① 自己評価の客観性・透明性を高めること

② 学校のがんばる姿を地域・保護者に伝えること

③ 保護者・地域の方々による支援をいただくことが容易になる などが

期待されます。学校・家庭・地域のコミュニケーションを深め

るものとして活用することが重要です。

Ｑ20 学校関係者評価の実施と公表については、学校教育法施行規則によれば「努め

るもの」という規定になっています。「努めるもの」とはどういうことですか。

法令において「努めるもの」とは、実施することを促すものと捉えて

います。本市では、保護者・地域の方々とのコミュニケーションを大切

にし、学校への支援をいただくために、学校関係者評価を積極的に実施

するよう「かがやき」の中に位置づけています。



Q21 学校関係者評価を行う学校改善支援委員の方へ、「かがやき」をすすめるに

あたり、どのようなことを伝えればよいのでしょうか。

次の点などを、最初に委員の方に伝えていただくことが大切です。

① 学校関係者評価は、学校に関わる保護者・

地域の方々が、学校と一緒になってよりよい

学校をつくるためのものです。

② 学校に点数をつけたり、格付けしたりする

ものではありません。

③ 保護者・地域の方々などの視点から、学校

と一緒になって子どもの成長を支援すること

を考えてくれる人を必要としています。

④ 学校関係者評価をきっかけに、学校と保護

者・地域の方々とのコミュニケーションを活性

化することをめざしています。

５．教育委員会への報告

Q22 教育委員会への報告書は、統一的な書式はあるのですか。

統一的な書式はありません。学校から提出されたものを報告書とします。

報告書例も参考にしてください。

Ｑ23 教育委員会は、学校へどのようなかたちで支援するのですか。

教育委員会の関係各課や指導主事が各学校の状況に応じた支援

を行います。

また、各学校からの報告をもとに教育委員会として施策のあり方

について自己評価を行います。市の評価反省のサイクルと「かがや

き」によるサイクルは一致しないため、即座に施策等に反映するこ

とができませんが、各学校からの毎年の報告から、実情に応じた教

育施策や予算配当を検討していきます。



Ｑ24 支援を行う教育委員会とは、どの課なのですか。

教育委員会内で学校と関わりのある全ての課が支援を行うことが原則ですが、

具体的にどのような支援ができるかについては、今後検討していきます。

６．結果の公表

Ｑ25 結果の公表は、どの範囲まで行えば良いのですか。

「かがやき」は、学校が目標に対して、取り組んだ姿とその成果を保護者・

地域の方々に伝えることを公表と捉えています。学校の姿を正しく理解していた

だくための公表を学校ごとに行ってください。

７．第三者評価

Ｑ26 「かがやき」では、第三者評価をどのように位置づけているのですか。

第三者評価の実施については、今後の検討課題と捉えています。

「かがやき」の運用については、学識経験者など第三者によって構成される「学

校評価システム検証委員会」を設置し、「かがやき」が効果的に機能しているか

の検証や第三者評価などの課題についても研究していく予定です。

８．「かがやき」の実施

Q27 「かがやき」の実施が、学校にとって負担が増える気がします。

負担にならないようにすすめるには、どのようにしたらよいですか。

すでに各校で行われている学校評価をもとに、「かがやき」の

ねらいを意識して、できるところから進めてください。学校改善

支援につながるようにするのがポイントです。



参考文書：「学校評価ガイドライン〔改訂〕」

文部科学省 平成２０年１月３１日

「学校関係者評価を活かしたよりよい学校づくりに向けて」

（学校関係者評価参照書）

文部科学省 平成２１年３月


