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インターネットを活用した家庭への情報発信に関する研究

－携帯電話の利用を中心として－

情報教育部 研究指導主事 吉岡 道郎

研究指導主事 西元 良治

研究指導主事 中村 英樹

１ 研究の意図

従来、学校から各家庭への連絡手段として

は、連絡帳・プリント・連絡網等が主流であった

が、インターネットの普及に伴い、電子メール

やＷｅｂページの利用が注目されている。

平成16年度末での情報端末の世帯保有率

は、パソコンが77.5％、携帯電話が91.1％に

達し、インターネットの利用人口は7948万人、

人口普及率は62.3％となっている（総務省

情報通信白書平成17年版)。今後も、その普及

率は上昇すると予想されており、インターネッ

トを活用して、学校と家庭が連絡を取りやす

い環境が整いつつある。

また、本県における学校Ｗｅｂページの開

設も進んでいる。平成16年９月現在の開設率

は、県立学校で100％、小・中学校で61％となっ

ており（山口県教育研修所 研究紀要第144

集）、学校からも各家庭へ様々な情報を発信して

いる。

電子メールやＷｅｂページを利用すること

は、他の連絡手段と比較した場合、一度に多

数の人に連絡できること、直接相手に届ける

ことができること、受信者側も必要な情報を

必要な時に入手できること等の利点がある。

したがって、これらを利用することは、連絡

網等の従来の方法を補完することができると

ともに、災害時の登下校連絡や不審者情報等、

緊急性の高い場合にも有効である。

特に、携帯電話からの電子メールやＷｅｂ

ページの利用は、場所や時間の制約を受けず、

世帯保有率が高いため、家庭への情報発信に

おいて利便性が高い。

しかし、これらを利用するためは、メール

アドレスの流出や個人情報の漏えい等、利便

性の陰に隠れた課題を解決しなければならな

い。電子メールを送信する場合においては、

電子メールの基本的な仕組みや操作方法の理

解、メールアドレスや送信履歴の管理及び

運用手順の整備等が必要であり、またＷｅｂ

ページで情報発信を行う場合においては、携

帯電話からのアクセスにも配慮した上で、個

人情報の保護やセキュリティの保持、情報の

迅速な更新等の取組みが必要である。

そこで、電子メールやＷｅｂページを利用

した家庭への情報発信の在り方について研究

し、利便性に優れ安全性の高い情報の発信方

法を提案することにした。

２ 研究の内容

(1) 学校から家庭への情報発信の現状

平成17年８月８日から９月２日にかけて、

県内すべての市町村立の小・中・高等学校及

び県立学校を対象に、電子メールやＷｅｂ

ページを活用した学校からの情報発信の現

状についてアンケート調査を行った。なお、

アンケートは、スクールネットワーク21（ysn

21）にある「Ｗｅｂアンケートシステム」を利

用して実施した。

アンケートの回収率は表１のとおりであ

る。盲学校、聾学校、養護学校からの回答に

表１ アンケートの回収率
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対象校数 回答数 回収率(％)

小 学 校 348 283 81

中 学 校 172 145 84

高 等 学 校 73 71 97
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ついては、小学部は小学校、中学部は中学校、

高等部は高等学校に含めて処理した。アン

ケート項目及び集計結果は、参考資料として

本稿の最後に掲載している。

ア 学校から家庭への連絡手段

図１ 学校から家庭への連絡手段（小学校）

図２ 学校から家庭への連絡手段（中学校）

図３ 学校から家庭への連絡手段（高等学校）

プリントや個別の電話連絡（学校から直接

電話連絡すること）は、小・中・高等学校と

も日常的に利用されている。連絡帳は、小

学校ではほとんどの学校で使われているが、

中学校では約半数、高等学校ではあまり使

われていない。また、連絡網による電話連

絡は小・中学校での利用割合が高く、Ｗｅｂペー

ジによる連絡は高等学校での利用割合が比較

的高い。さらに、直接家庭に出向く家庭訪問

は小・中・高等学校ともに適宜利用されてい

る（図１、図２、図３）。

連絡網には、小・中・高等学校とも学級全

員の児童生徒の氏名や電話番号を掲載する学

校が多数である。しかしながら、学級の一部

の児童生徒の氏名や電話番号の掲載にとどめ

る学校も比較的多く（図４）、その割合は小

学校で20％、中学校は39％、高等学校で41

％となっている。また、住所や保護者の氏

名については、小・中・高等学校ともこれら

を掲載しない学校の方が多い。

図４ 一部の氏名や電話番号だけ掲載した例

イ 電子メールの活用状況

学校から家庭への連絡手段として、電子メー

ルを活用している学校は、小学校で12校、中

学校で３校、高等学校で２校と全体的に見て

まだ少数である。また、活用している学校で

の全家庭数に対する送信家庭数の割合は50％

以下が多いが、中には511家庭中500家庭（98

％）に送信している学校もあった。

連絡の内容は、台風等による日程変更や不

審者情報に加え、ＰＴＡ活動・学校行事・部

活動の諸連絡や配付物の確認等となってい

る。

ウ Ｗｅｂページの活用状況

学校から家庭への連絡手段として、Ｗｅｂ

ページを活用している学校は、小学校で16校、

中学校で12校、高等学校で15校と少数である。

連絡の内容は、台風等による日程変更や不審
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者情報等に加え、学校行事、給食の献立、学

校だより及び部活動の状況等となっている。

また、携帯電話で閲覧可能なＷｅｂページ

を作成している学校は、小学校で12校、中学

校で４校、高等学校で19校とこれもまだ少数

である。

Ｗｅｂページの更新については、毎日更新

している学校から、数年間更新していない学

校まであるが、多くの場合、１か月前後で更

新している。

(2) 家庭への迅速かつ安全な情報発信

ア 従来からの連絡手段の補完

従来からの連絡手段としては、連絡帳・プ

リント・連絡網等があげられる。これらは、

連絡の内容や時期、緊急性等に応じて使い分

けられ、あるいは組み合わされて連絡が行わ

れてきたが、いずれの場合も連絡の徹底が図

れない面があった。

通常の連絡の場合、連絡帳やプリントが多

く利用されるが、「子どもがプリントを見せ

ない」という保護者からの声も聞かれるよう

に、連絡が保護者に確実に届かない場合があ

る。また、これらの連絡手段は緊急性の高い

連絡の場合には不向きである。

緊急性が高い連絡の場合、連絡網による電

話連絡や個別の電話連絡が利用されることが

多い。連絡網による電話連絡については、不

在等により途中で連絡が途絶えてしまうこと

がある。個別の電話連絡については、家庭数

が多いと、すべての家庭と連絡を取るために

は時間がかかる。また、連絡先が携帯電話の

場合、固定電話に比べ連絡は取りやすいが、

一方で個人情報の保護やプライバシーの確保

等の観点から、携帯電話の電話番号を学校へ

届けない家庭も多い。

そこで、インターネットが普及したことか

ら、新たに連絡手段の一つとして、電子メー

ルやＷｅｂページを利用し、これまでの連

絡手段を補完する方法を提案する。

しかし、現状ではまだパソコンや携帯電話

を所有していない家庭もあるため、学校から

家庭への連絡を電子メールやＷｅｂページだ

けに頼ることなく、従来からの方法と併用し

ながら行うべきであると考える。

イ 電子メールを活用した情報発信

(ｱ) 携帯電話の可能性

電子メールは、パソコンから利用するのが

一般的であったが、最近は携帯電話から利用

する人が多くなった。これは、携帯電話の場

合、場所や時間の制約を受けない等、利便性

が高いことに加え、通信コストが下がり、操

作も簡単になったためである。また、最近の

傾向として、携帯電話だけで電子メールを利

用する人も増えている。

携帯電話の機能は年々充実しており、将来

的には、携帯電話はパソコンや他の電子機器

とより融合したものへと進化し、ユビキタス

ネットワーク社会の中心的なツールとなると

考えられている（図５）。

図５ ユビキタスネットワーク社会のイメージ

(ｲ) 学校における電子メールの利用

山口県においては、平成14年以降、公立学

校のすべての教員に教育委員会からメールア

ドレスが付与されている。県立学校や一部の

市町村立学校では、教育委員会や学校間の文

書の送付を電子メールで行っており、教職員

が電子メールを利用する機会は確実に増えて

いる。
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(ｳ) 一斉送信におけるメールアドレスの取扱

い

電子メールによる家庭への連絡は１対多の

一斉送信であり、操作の手順を誤ると、情報

が漏えいする危険があるため注意しなければ

ならない。そこで、一斉送信の際に留意すべ

き点を以下に述べる。

一般的なメールソフトウェアでは、送信相

手のメールアドレスを記述する欄が３種類あ

る。それは、送信すべき相手のメールアドレ

スを記述する場所「Ｔｏ」、同じ内容を第三

者に伝える場合に用いる「ＣＣ」（Carbon

Copy）及び「ＢＣＣ」（Blind Carbon Copy）

である。

「ＣＣ」、「ＢＣＣ」は、「Ｔｏ」あてに送っ

た電子メールについて、「ＣＣ」、「ＢＣＣ」

に記述したメールアドレスの人にも報告する

ためにある。「ＣＣ」と「ＢＣＣ」の違いは、

この報告を受けた人が誰であるかを他の受信

者に公表するか、しないかである。「Ｔｏ」

「ＣＣ」に記述されたメールアドレスは、受

信者全員（「Ｔｏ」、「ＣＣ」、「ＢＣＣ」）の画

面に表示されるが、「ＢＣＣ」に記述された

メールアドレスはどの受信者の画面にも表示

されない。

図６は、スクールネットワーク21Ｗｅｂ

メールの操作画面である。test1から、test2、

test3、test4、test5の４名に対し、「Ｔｏ」、

「ＣＣ」、「ＢＣＣ」を使い分けて電子メー

ルを送信している様子を示している。

図７は、上記の電子メールを受け取ったtest2

の人の画面を示している。test3、test4、

test5の人にも、同じ内容の画面が表示され

る。

図６、図７から分かるように、「Ｔｏ」や「ＣＣ」

に記述されたメールアドレスは、受信者全員

の画面に表示されるが、「ＢＣＣ」に記述さ

れたtest4のメールアドレスはどの受信者の

画面にも表示されない。

したがって、電子メールを保護者へ一斉送

信する場合は、個人情報の漏えいを防ぐため

にメールアドレスは「ＢＣＣ」欄に記述しな

ければならない。

図６ Ｔｏ、ＣＣ、ＢＣＣを使った電子メールの送信

図７ 電子メールを受け取ったtest2の人の画面

(ｴ) スパムメール対策への対応

一斉送信は、「ＢＣＣ」で行うことにより

メールアドレスの漏えいを防ぐことができる

と述べたが、実際にはそれだけでは、うまく

いかない場合がある。

これは、最近、スパムメール対策として、

多量のメールアドレスを記述して送信するこ

とを禁止しているプロバイダが増えているか

らである。スパムメールとは、Ｗｅｂページ

に記述されているメールアドレスに向けて、

営利目的で無差別に大量配信される電子メー

ルのことである。

本研究で行った実験では、ある携帯電話会



- 55 -

インターネットを活用した家庭への情報発信に関する研究－携帯電話の利用を中心として－

社の場合、一回に７つのメールアドレスしか

受け付けないことが確かめられた（図８）。

図８ プロバイダによるスパムメール対策

携帯電話会社を含め、プロバイダのスパム

メール対策等は今後ますます強化されること

が予測される。

このため、多くの携帯電話に対して送信す

る場合、一件ずつ送信するか又は幾つかのグ

ループに分けて、一回の送信数を制御する必

要があるが、作業が大変繁雑になり、すべて

送信するまでには多くの時間がかかる。

そこで、この問題を解決する方法として、

ワープロソフトウェアの「差し込み印刷機能」

を利用する方法を提案する。

Microsoft Wordの場合、アドレス欄に、Excel

やAccessのデータを一件ずつ差し込み、送信

する作業を自動的に行うことができる。また、

この機能を使った場合、送信先ごとに異なる

文面を差し込むこともできる。

なお、この方法は、専用のソフトウェアを

利用することでも可能である。基本的な機能

に絞ったものであれば、無料で利用できるソ

フトウェアもある。最近流行しているメール

マガジン（電子メールで送信される雑誌のこ

と）では、この方法が採られている。

(ｵ) メールアドレスの収集と管理

電子メールを送信するには、送信先のメー

ルアドレスを収集しなければならない。申込

用紙等を介して収集する場合、家庭での記入

や学校での登録の際に転記ミスが起こる可能

性がある。また、携帯電話のメールアドレス

は、簡単に更新することができるため、その

都度学校への申請が必要になり、保護者に煩

わしさを与えかねない。

そこで、インターネットを利用してメール

アドレスの登録や変更が簡単にできる方法を

提案する。具体的には、以下のような流れで

ある。

まず、保護者に登録用のメールアドレスや

ＷｅｂページのＵＲＬを通知する。次に、保

護者に電子メールやＷｅｂ上の登録フォーム

から、メールアドレス等の必要な情報を送信

してもらう。そして、収集した情報をデータ

ベース化し、このメールアドレスに対して必

要な時に情報を一斉送信する。

図９は、電子メールを利用して、保護者が

登録・削除を行い、学校がメールアドレスを

管理するイメージ図である。

図９ インターネットを利用したメールアドレスの管理

この方法の利点は、メールアドレスの登録

・削除を申込用紙等を介さずに、インターネッ

トを利用して簡単に行えるため、保護者に煩

わしさを与えることなく、また登録の際の転

記ミスも発生しないことにある。

インターネットを利用してメールアドレス

を収集する場合、プロバイダのＷｅｂサーバ

でデータを管理する方法が簡単ではあるが、

セキュリティの面を考慮すると、届いたメー

ルアドレスを学校のパソコンで管理できるタ

イプのソフトウェアを導入することが望まし
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い。

ウ 携帯電話用学校Ｗｅｂページによる情報

発信

(ｱ) 携帯電話用Ｗｅｂページの現状

現在、各携帯電話会社は、携帯電話による

インターネット接続サービスを積極的に行っ

ている。また、近年、従来のものより大きな

液晶画面を備え、様々な画像表示が可能な携

帯電話も普及してきた。不審者情報等は略図

が伴うと、情報がより正確に保護者に伝わり

やすい（図10）。

図10 携帯電話の画像受信画面

しかし、携帯電話のＷｅｂページ表示機能

は、各携帯電話会社や機種、発売時期によっ

て異なっていることが多い。また、携帯電話

によっては、携帯電話用Ｗｅｂページが正し

く表示できない場合もある。

(ｲ) 携帯電話用学校Ｗｅｂページ作成上の留

意点

携帯電話用学校Ｗｅｂページは通常のＷｅｂ

ページ作成ソフトウェアで作成可能である

が、すべての携帯電話で正しく表示できるよ

うに、以下の点に留意する必要がある。

ａ 使用文字

各携帯電話は、受信したＷｅｂページをそ

れ自身の形式に自動変換することで、文字に

ついての互換性を確保している。そこで、自

動変換が適切に行われるように、使用文字は

文字化けの可能性が高い半角文字を避け、テ

キスト全角文字を使用する。また、機種依存

性の高い絵文字は使用しないようにする。

ｂ 使用画像

各携帯電話会社では、機種や発売時期によ

り、異なる画像形式を使用しているため、受

信画像をそれ自身の形式に自動変換して表示

しているが、すべての画像形式には対応して

いない。

今回、各社の携帯電話による画像形式の表

示実験を実施したところ、JPEG形式の画像で

あれば、すべての携帯電話で表示可能である

ことが確認できた。したがって、携帯電話

用Ｗｅｂページでは、JPEG形式の画像を使

用することが望ましい。

また、携帯電話の液晶画面はパソコンのディ

スプレイ画面と異なり、通常横へのスクロー

ルはできない。そこで、画像の横幅サイズを

240ピクセル以下にし、一画面に収めるよう

にする。

ｃ ファイル容量

携帯電話用学校Ｗｅｂページは、緊急時に

使用する場合が多いので、迅速な情報提供の

ために、読みやすく、受信しやすい必要最小

限のファイル容量にすることが肝要である。

また、一度に受信可能なデータ量が小さい旧

機種を使っている保護者がいることも考慮す

る必要がある。

以上のことから、携帯電話用学校Ｗｅｂペー

ジは、文字と画像の合計ファイル容量を５キ

ロバイト以下に抑えて作成するとよい。

ｄ 二次元バーコード

最近、ＷｅｂページのＵＲＬやメールアド

レスを簡単に携帯電話に取り込むことのでき

る二次元バーコードをよく見かけるようになっ

てきた（次ページ図11）。これを利用すると、

ＵＲＬやメールアドレスを入力する必要がな

く、容易に携帯電話に取り込むことが可能に

なる。

そこで、携帯電話用学校Ｗｅｂページを作

成した場合、この二次元バーコードを学校だ
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より等で保護者に配付することにより、携帯電

話用学校Ｗｅｂページ利用者数の増加が期待

できる。なお、最近のＷｅｂページ作成ソフ

トウェアには、二次元バーコード作成機能が

付いているので、比較的簡単に作成できる。

図11 二次元バーコードの例

エ 管理・運用ガイドライン

正確な情報を迅速かつ安全に伝達するため

には、発信する情報内容の検討、発信手順の

整理、個人情報の管理を行わなければならな

い。したがって、情報発信全般の管理を行う

情報管理者及び発信情報の検討等を行う情報

発信検討委員会を設置するとともに、これら

を定めた管理・運用ガイドラインを整備して

おくことが必要である。

ガイドラインの項目には、発信内容、発信

手順、個人情報の保護等を定め、すべての教

職員が内容について正しく理解し、遵守しな

ければならない。作成したガイドライン例は

表２のとおりである。

表２ インターネットを利用した情報発信に関する管理・運用のガイドライン（例）

インターネットを利用した情報発信に関する管理・運用のガイドライン（例）

１ 趣旨

このガイドラインは、インターネットを利用し、学校から情報を発信するに際して、発信内

容、発信手順、個人情報の保護等について、必要な事項を示すものである。

２ 情報管理者及び情報発信検討委員会

(1) 情報発信の管理・運用を担当する分掌を設置し、担当者として情報管理者を置く。また、

情報管理者は学校長の指導及び監督により業務を行う。

(2) 情報発信の適正な管理・運用を図るため、学校長を長とする情報発信検討委員会を設置す

る。

(3) 情報管理者の業務

ア 業務に係る個人情報の管理

イ 学校Ｗｅｂページの管理

ウ 電子メールの管理

エ 情報発信検討委員会の運営

オ その他、学校長が必要と認めた業務

３ 発信内容

(1) Ｗｅｂページでは、以下の項目について発信する。

ア 学校紹介

イ 児童生徒の活動の様子
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ウ 保護者への情報提供

エ その他、学校長が必要と認めたもの

(2) 電子メールでは、以下の項目について送信する。

ア 災害時の登下校連絡、不審者情報等、緊急性の高い情報

イ その他、学校長が必要と認めたもの

(3) 発信する項目は、事前に情報発信検討委員会において検討を行う。

４ 発信手順及び注意事項

(1) Ｗｅｂページによる発信

ア 発信する内容は、学校長の許可を得た後、情報管理者が発信する。

イ 発信に際しては、発信する内容について十分に確認を行うとともに、細心の注意を払

い、情報漏えいの防止に努める。

ウ 必要に応じて更新を行い、最新の内容を掲載するように努める。

(2) 電子メールによる送信

ア 送信する内容は、学校長の許可を得た後、情報管理者が送信する。

イ 送信に際しては、送信する情報について十分に確認を行うとともに、細心の注意を払

い、情報漏えいの防止に努める。

５ 個人情報の保護

(1) 情報を発信する際には、山口県個人情報保護条例（市町村立学校では、各市町村の個人情

報保護条例）に従い、児童生徒、保護者及び教職員の個人情報を保護しなければならない。

(2) 児童生徒、保護者及び教職員の個人情報とは、個人を特定できる情報（住所・氏名・電話

番号・メールアドレス等）やプライバシーに係る情報（成績・身体的特徴・家庭環境・健康

状態・顔写真等）を指す。

(3) 個人情報を発信する際には、前もって児童生徒、保護者及び教職員の同意を得なければな

らない。その際、インターネットで情報を発信する意義や有効性とともに発信に伴う危険性

についても説明しなければならない。

(4) 写真を掲載する場合は、集合写真を用いる等、原則として個人が特定できないようにする。

氏名は、原則として掲載しない。

(5) 児童生徒、保護者及び教職員からの情報の内容の訂正や取消しを求められた場合には、速

やかに対応し、訂正や取消しをしなければならない。

(6) 外部から、発信した情報に係る指摘を受けた場合には、速やかに情報発信検討委員会で協

議し、適切な処置をとらなければならない。

６ その他の注意事項

(1) 以下にあげる項目に該当する情報を発信してはならない。

ア 著作権法に違反したもの

イ 他人を誹謗中傷するもの

ウ 特定の政党又は宗教団体にかかわるもの

エ 営利を目的としたもの
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オ その他、公序良俗や法令に反するもの

(2) このガイドラインは、適宜情報発信検討委員会において協議し、よりよい情報発信をめざ

して検討を加えなければならない。

３ まとめと今後の課題

本研究では、学校から家庭への情報発信の

現状を調査し、電子メールやＷｅｂページを

利用した情報発信の問題点や課題を整理する

とともに、利便性に優れ安全性の高い情報の

発信方法を提案した。また、各学校からの情

報発信がより適切に管理・運営されるための

管理・運用ガイドラインの例も示した。

電子メールやＷｅｂページを利用すること

は、従来の連絡方法を補完することができる

とともに、緊急性の高い場合には有効である。

特に、携帯電話からのこれらの利用は、場所

や時間の制約を受けないこと、携帯電話の世

帯保有率も高いこと、また携帯電話の機能も

年々充実していることから、今後ますます広

がってくると予想される。

実際、登下校時の児童をねらった悲惨な事件

が続いたため、警察や自治体等を含めて、家

庭への緊急連絡手段として電子メールを活用

することが注目されている。例えば、富山県

の「教育・安全情報のリアルタイム共有シス

テム」や佐賀市の「学校情報携帯メール配信

システム」のように、県単位、市町村単位で

の電子メールの一斉送信システムを構築する

自治体も出てきている。

そこで、本研究の提案を基に各学校から家

庭への情報発信が進めば、従来の連絡手段

を補完するだけではなく、緊急性の高い情

報を迅速に配信するための一助になると考え

る。

今後は、緊急性、具体性、安全性、個人情

報保護等の観点から、発信する情報の内容や

情報の収集方法について検討するとともに、

学校、自治体等、各機関の連携の在り方につ

いても検討する必要があると考える。

【参考文献】

山口県教育研修所、研究紀要144集、山口県教育研修所、2005

総務省Ｗｅｂページ、『情報通信白書17年版』、http://www.johotsusintokei.soumu.go.jp/whitepaper/ja/h17/

index.html
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小学校
アンケート回収率283／348校 81％

１ 電子メールとＷｅｂページ（ホームページ）等

について、お聞かせください。

(1-1) 学校代表のメールアドレスがありますか。

ある 283 校 ない 0校

(1-2) 現在学校のＷｅｂページを開設していますか。

している 169 校 していない 114 校

Ｗｅｂページの開設率 60％

(1-3) 学校ＷｅｂページのＵＲＬをお答えください。

解説省略

(1-4) 学校Ｗｅｂページの更新は、どれくらいの間

隔で行っていますか。

学校Webページの更新頻度

2%

3%

5%

9%

20%

17%

16%

17%

5%

7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

① 毎日

② ２～３日

③ １週間

④ ２～３週間

⑤ １ヶ月

⑥ ２～３ヶ月

⑦ 半年

⑧ １年

⑨ 数年

⑩ その他

(1-5) 学校Ｗｅｂページの中に、ＩＤ・パスワード

を設けて関係者以外のアクセスを制限している

ページがありますか。

ある 7校 ない 162 校

(1-6) 学校Ｗｅｂページの中に、携帯電話からの閲

覧を前提に作ったページがありますか。

ある 12校 ない 157 校

(1-7) 児童生徒の学校での携帯電話の使用を許可し

ていますか。

①禁止している 211 校

②許可している 2校

③条件つきで許可 10校

④その他 60校

(1-8) 電子メールやＷｅｂページによる情報発信に

おいて、個人情報保護のために、どのような対

策を取っていますか。当てはまるものをすべて

選択してください。

①ガイドラインを作成している 101 校

②校内研修会を行う 121 校

③検討中 99 校

④その他 26 校

２ 学校から家庭へ連絡する場合について、お聞か

せください。

(2-1) 本年度、実施又は予定している学校から家庭

への連絡手段をすべて選択してください。

学校から家庭への連絡手段

99%

99%

98%

88%

94%

4%

10%

6%

5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①連絡帳

②プリント

③個別に電話連絡

④連絡網による電話連絡

⑤ファックス

⑥電子メール

⑦Ｗｅｂページ

⑧家庭訪問

⑨その他

(2-2) 連絡網を作成して家庭に配付している学校に

お尋ねします。連絡網に掲載している情報をす

べて選択してください。（全体）とは学級全員又

は地区全員、（一部）とは出席番号の前後だけ等

の場合です。

連絡網に掲載している情報

76%

16%

72%

20%

12%

8%

4%

9%

8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

① 氏名（全体）

② 氏名（一部）

③ 住所（全体）

④ 住所（一部）

⑤ 電話番号（全体）

⑥ 電話番号（一部）

⑦ 保護者氏名（全体）

⑧ 保護者氏名（一部）

⑨ その他

３ 電子メールの活用状況について、お聞かせくだ

さい。

(3-1) 学校から家庭への連絡手段として電子メール

を利用していますか。

している 13校 していない 270 校

電子メールの利用率 5％

(3-2) 送信する家庭数と全家庭数をお答えください。

Ａ校 500／511 (98%)

Ｂ校 252／347 (73%)

Ｃ校 400／700 (57%)

Ｄ校 250／453 (55%)

Ｅ校 20／ 37 (54%)

Ｆ校 119／239 (50%)

Ｇ校 50／102 (49%)

他 ６校

参考資料 平成１７年度教育研修所調査研究アンケート結果
（平成１７年８月８日から９月２日かけて実施）



インターネットを活用した家庭への情報発信に関する研究－携帯電話の利用を中心として－

- 61 -

(3-3) どのような連絡に電子メールを使っています

か。送信先も含めて、当てはまるものをすべて

選択してください。

①台風等による日程変更

保護者の携帯電話

コンピュータ

②不審者情報

保護者の携帯電話

コンピュータ

③時間割変更

保護者の携帯電話

コンピュータ

④その他

保護者の携帯電話

コンピュータ

(注)その他の内容は、「ＰＴＡ役員との連

絡」、「学校長が必要と判断したもの」、

「生徒指導関係の連絡」、「児童の下校

情報」

(3-4) 電子メールが届いたことを、確認しています

か。 
①簡単な返信をしてもらう 3校

②開封すると自動的に返信される 1校

③確認していない 9校

(3-5) 電子メール送信先は、１家庭につき複数登録

できますか。

できる 10 校 できない 3校

(3-6) 電子メールを送信する際、「ＴＯ」・「ＣＣ」・「Ｂ

ＣＣ」の違いを認識して、運用していますか。

いる 8校 いない 4校 無回答 1校

(3-7) 電子メールは、どのようにして送信しますか。

①Outlook Express 等のメールソフトから送

信している 9校

②一斉送信専用ソフトを使って送信している

③業者に委託している

④携帯電話から送信している

⑤その他

(注)その他の内容は、「ysn21」、「イントラ

ネット」

４ Ｗｅｂページの活用状況について、お聞かせく

ださい。

(4-1) 通常の情報発信以外に、学校から家庭への連

絡手段としてＷｅｂページを利用していますか。

している 16校 していない 267 校

Ｗｅｂページの利用率 6％

(4-2) どのような連絡にＷｅｂページを使っていま

すか。当てはまるものをすべて選択してくださ

い。 
①台風等による日程変更 11 校

②不審者情報 5 校

③時間割変更 4 校

④その他 10 校

(注)その他の内容は、「登校日」、「給食献立」、

「学校行事案内」、「配付プリント内容」、

「お願い事」 
(4-3) 緊急の情報がＷｅｂページに掲載されている

ことを、電子メールで連絡していますか。

している 0校 していない 16 校

中学校
アンケート回収率145／172校 84％

１ 電子メールとＷｅｂページ（ホームページ）等

について、お聞かせください。

(1-1) 学校代表のメールアドレスがありますか。

ある 145 校 ない 0校

(1-2) 現在学校のＷｅｂページを開設していますか。

している 83校 していない 62 校

Ｗｅｂページの開設率 57％

(1-3) 学校ＷｅｂページのＵＲＬをお答えください。

解説省略

(1-4) 学校Ｗｅｂページの更新は、どれくらいの間

隔で行っていますか。

学校Webページの更新頻度

0%

1%

4%

10%

24%

14%

14%

13%

8%

11%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

① 毎日

② ２～３日

③ １週間

④ ２～３週間

⑤ １ヶ月

⑥ ２～３ヶ月

⑦ 半年

⑧ １年

⑨ 数年

⑩ その他

(1-5) 学校Ｗｅｂページの中に、ＩＤ・パスワード

を設けて関係者以外のアクセスを制限している

ページがありますか。

ある 0校 ない 83 校

(1-6) 学校Ｗｅｂページの中に、携帯電話からの閲

覧を前提に作ったページがありますか。

ある 3校 ない 80 校

9校
4校

7校
3校

3校
2校

5校
3校 

1 校
0 校
1校
2校 
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(1-7) 児童生徒の学校での携帯電話の使用を許可し

ていますか。

①禁止している 133 校

②許可している 3校

③条件つきで許可 7校

④その他 2校

(1-8) 電子メールやＷｅｂページによる情報発信に

おいて、個人情報保護のために、どのような対

策を取っていますか。当てはまるものをすべて

選択してください。

①ガイドラインを作成している 46 校

②校内研修会を行う 38 校

③検討中 69 校

④その他 13 校

２ 学校から家庭へ連絡する場合について、お聞か

せください。

(2-1) 本年度、実施又は予定している学校から家庭

への連絡手段をすべて選択してください。

学校から家庭への連絡手段

57%

100%

94%

87%

11%

93%

1%

2%

3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①連絡帳

②プリント

③個別に電話連絡

④連絡網による電話連絡

⑤ファックス

⑥電子メール

⑦Ｗｅｂページ

⑧家庭訪問

⑨その他

(2-2) 連絡網を作成して家庭に配付している学校に

お尋ねします。連絡網に掲載している情報をす

べて選択してください。（全体）とは学級全員又

は地区全員、（一部）とは出席番号の前後だけ等

の場合です。

連絡網に掲載している情報

71%

15%

33%

39%

1%

5%

6%

5%

6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

① 氏名（全体）

② 氏名（一部）

③ 住所（全体）

④ 住所（一部）

⑤ 電話番号（全体）

⑥ 電話番号（一部）

⑦ 保護者氏名（全体）

⑧ 保護者氏名（一部）

⑨ その他

３ 電子メールの活用状況について、お聞かせくだ

さい。

(3-1) 学校から家庭への連絡手段として電子メール

を利用していますか。

している 4校 していない 141 校

電子メールの利用率 3％

(3-2) 送信する家庭数と全家庭数をお答えください。

Ａ校 200／480 (42%)

Ｂ校 94／346 (27%)

Ｃ校 1／ 10 (10%)

Ｄ校 33／470 ( 7%)

(3-3) どのような連絡に電子メールを使っています

か。送信先も含めて、当てはまるものをすべて

選択してください。

①台風等による日程変更

保護者の携帯電話 3校

コンピュータ 0校

②不審者情報

保護者の携帯電話 3校

コンピュータ 0校

③時間割変更

保護者の携帯電話 2校

コンピュータ 0校

④学校行事

保護者の携帯電話 1校

コンピュータ 0校

(3-4) 電子メールが届いたことを、確認していますか。

している 1 校 していない 3校

(3-5) 電子メール送信先は、１家庭につき複数登録で

きますか。

できる 2 校 できない 2校 
(3-6) 電子メールを送信する際、「ＴＯ」・「ＣＣ」・「Ｂ

ＣＣ」の違いを認識して、運用していますか。

いる 2 校 いない 2校

(3-7) 電子メールは、どのようにして送信しますか。

①Outlook Express 等のメールソフトから送信

している 1校

②一斉送信専用ソフトを使って送信している

1校

③業者に委託している 1校

④携帯電話から送信している 1校

⑤その他 0校

４ Ｗｅｂページの活用状況について、お聞かせく

ださい。

(4-1) 通常の情報発信以外に、学校から家庭への連絡

手段としてＷｅｂページを利用していますか。

している 12校 していない 133 校

Ｗｅｂページの利用率 8％
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(4-2) どのような連絡にＷｅｂページを使っていま

すか。当てはまるものをすべて選択してくださ

い。 
①台風等による日程変更 6校

②不審者情報 1校

③時間割変更 0校

④その他 8校

(注)その他の内容は、「学校行事」、「生徒の

活動の様子」、「学校便り」、「保健便り」、

「給食の献立」

(4-3) 緊急の情報がＷｅｂページに掲載されている

ことを、電子メールで連絡していますか。

している 0校 していない 12 校

高等学校
アンケート回収率71／73校 97％

１ 電子メールとＷｅｂページ（ホームページ）等

について、お聞かせください。

(1-1) 学校代表のメールアドレスがありますか。

ある 71 校 ない 0校

(1-2) 現在学校のＷｅｂページを開設していますか。

している 71 校 していない 0校

Ｗｅｂページの開設率 100％

(1-3) 学校ＷｅｂページのＵＲＬをお答えください。

解説省略

(1-4) 学校Ｗｅｂページの更新は、どれくらいの間

隔で行っていますか。

学校Ｗｅｂページの更新頻度

1%

1%

3%

15%

18%

13%

18%

21%

3%

6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

① 毎日

② ２～３日

③ １週間

④ ２～３週間

⑤ １ヶ月

⑥ ２～３ヶ月

⑦ 半年

⑧ １年

⑨ 数年

⑩ その他

(1-5) 学校Ｗｅｂページの中に、ＩＤ・パスワード

を設けて関係者以外のアクセスを制限している

ページがありますか。

ある 5校 ない 66 校

(1-6) 学校Ｗｅｂページの中に、携帯電話からの閲

覧を前提に作ったページがありますか。

ある 19校 ない 52 校

(1-7) 生徒の学校での携帯電話の使用を許可してい

ますか。

①禁止している 32 校

②許可している 8校

③条件つきで許可 24 校

④その他 7校

(1-8) 電子メールやＷｅｂページによる情報発信に

おいて、個人情報保護のために、どのような対

策を取っていますか。当てはまるものをすべて

選択してください。

①ガイドラインを作成している 27 校

②校内研修会を行う 21 校

③検討中 30 校

④その他 7 校

２ 学校から家庭へ連絡する場合について、お聞か

せください。

(2-1) 本年度、実施又は予定している学校から家庭

への連絡手段をすべて選択してください。

12%

100%

93%

42%

25%

68%

4%

4%

4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①連絡帳

②プリント

③個別に電話連絡

④連絡網による電話連絡

⑤ファックス

⑥電子メール

⑦Ｗｅｂページ

⑧家庭訪問

⑨その他

学校から家庭への連絡手段

(2-2) 連絡網を作成して家庭に配付している学校に

お尋ねします。連絡網に掲載している情報をす

べて選択してください。（全体）とは学級全員又

は地区全員、（一部）とは出席番号の前後だけ等

の場合です。

連絡網に掲載している情報

66%

31%

14%

17%

55%

41%

14%

14%

7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

① 氏名（全体）

② 氏名（一部）

③ 住所（全体）

④ 住所（一部）

⑤ 電話番号（全体）

⑥ 電話番号（一部）

⑦ 保護者氏名（全体）

⑧ 保護者氏名（一部）

⑨ その他
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３ 電子メールの活用状況について、お聞かせくだ

さい。

(3-1) 学校から家庭への連絡手段として電子メール

を利用していますか。

している 3校 していない 68 校

電子メールの利用率 4％

(3-2) 送信する家庭数と全家庭数をお答えください。

Ａ校 278／808 (34%)

Ｂ校 2／ 12（17%）

Ｃ校 78／717 (11%)

(3-3) どのような連絡に電子メールを使っています

か。送信先も含めて、当てはまるものをすべて

選択してください。

①台風等による日程変更

保護者の携帯電話 2校

コンピュータ 1校

生徒の携帯電話 1校

②不審者情報

保護者の携帯電話 1校

コンピュータ 1校

生徒の携帯電話 0校

③時間割変更

保護者の携帯電話 2校

コンピュータ 2校

生徒の携帯電話 1校

④その他

保護者の携帯電話 1校

コンピュータ 2校

(注)その他の内容は、「配付物の確認情報」、

「部活や課外の諸連絡」、「定期考査の日

程」 
(3-4) 電子メールが届いたことを、確認しています

か。 
している 1 校 していない 2校

(3-5) 電子メール送信先は、１家庭につき複数登録

できますか。

できる 3 校 できない 0校

(3-6) 電子メールを送信する際、「ＴＯ」・「ＣＣ」・

「ＢＣＣ」の違いを認識して、運用しています

か。 
いる 2 校 いない 1校 

(3-7) 電子メールは、どのようにして送信しますか。

①Outlook Express 等のメールソフトから送

信している 0校

②一斉送信専用ソフトを使って送信している

0校

③業者に委託している 0校

④携帯電話から送信している 1校

⑤その他 2校

(注)その他の内容は、「ysn21 メールのメー

ルリスト機能を利用」、「サーバＭＬ

（メーリングリスト）機能を利用」

４ Ｗｅｂページの活用状況について、お聞かせく

ださい。

(4-1) 通常の情報発信以外に、学校から家庭への連

絡手段としてＷｅｂページを利用していますか。

している 15校 していない 56 校

Ｗｅｂページの利用率 21％

(4-2) どのような連絡にＷｅｂページを使っていま

すか。当てはまるものをすべて選択してくださ

い。 
①台風等による日程変更 15校

②不審者情報 1校

③時間割変更 1校

④その他 6校

(注)その他の内容は、「行事予定」、「保護者会

等の日程」、「学校行事等の案内」、「定期

考査等の日程連絡」、「緊急連絡用」、「学

年便り」 
(4-3) 緊急の情報がＷｅｂページに掲載されている

ことを、電子メールで連絡していますか。

している 0校 していない 15 校

掲載しているデータは、各校からの回答を機械的に集計したもの

です。

なお、盲・聾・養護学校は、小学部・中学部・高等部別に、集計

しました。
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