
※ 中学校英語は、「聞くこと」「読むこと」「書くこと」の合計値。
※ （　）内は、国語は学習指導要領の領域等、算数は学習指導要領の領域。
※ 数値は、「それぞれの平均正答率÷全国（公立）の平均正答率×１００」で算出。

　 教科に関する調査における本道の結果について、レーダーチャートによる全国との比較を示しています。また、
質問紙調査における本道の結果について、特徴が見られる項目を取り上げ、同様に示しています。

　(1) 小・中学校全教科

 ２　調査結果のレーダーチャート図

　 ア　教科全体

　(2)  小学校・教科に関する調査

98.4 

96.8 

99.0 97.2 

96.8 

小学校国語

小学校算数

中学校国語中学校数学

中学校英語（「聞くこと」

「読むこと」「書くこと」）

北海道（公立）

全国（公立）

98.2 

96.7 

99.4 

98.9 
95.9 

94.9 

99.1 

96.2 

国語（話すこと・聞くこと）

国語（書くこと）

国語（読むこと）

国語（伝統的な言語文化と

国語の特質に関する事項）

算数（数と計算）

算数（量と測定）

算数（図形）

算数（数量関係）
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※ ①は、国語は学習指導要領の領域等、算数は学習指導要領の領域、②は評価の観点、③は問題形式。
※ 算数「②算数への関心・意欲・態度」については、対象設問がないため、表示していない。
※ 数値は、「それぞれの平均正答率÷全国（公立）の平均正答率×１００」で算出。

   ウ　算数

   イ　国語

98.2 
96.7 

99.4 

98.9 

98.3 

98.2 
96.7 99.4 

98.9 

98.5 

98.6 

98.3 

①話すこと・聞くこと

①書くこと

①読むこと

①伝統的な言語文化と

国語の特質に関する事項

②国語への関心・意欲・態度

②話す・聞く能力

②書く能力

②読む能力

②言語についての

知識・理解・技能

③選択式

③短答式

③記述式

北海道（公立）

全国（公立）

95.9 

94.9 

99.1 

96.2 

96.8 

97.8 

95.1 

97.6 

96.8 

95.4 

①数と計算

①量と測定

①図形

①数量関係

②数学的な考え方

②数量や図形

についての技能

②数量や図形

についての知識・理解

③選択式

③短答式

③記述式
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※ 【新】と記載しているものは、今年度の新規項目。
※　数値は、「それぞれの児童の割合÷全国（公立）の児童の割合×１００」で算出。

　ウ　算数の学習

  (3)  小学校・児童質問紙調査

　ア　学習意欲

　イ　国語の学習

93.6

91.1

94.4

91.3

98.9
97.1

95.7

98.3

99.5

授業では、課題の解決に向けて、

自分で考え、自分から取り組んでいたと思う

授業で、自分の考えを発表する機会では、

自分の考えがうまく伝わるよう、

資料や文章、話の組立てなどを

工夫して発表していたと思う

学級の友達との間で話し合う

活動を通じて、自分の考えを深めたり、

広げたりすることができていると思う

【新】授業で学んだことを、

ほかの学習に生かしている

【新】今回の国語の問題では、

解答を文章で書く問題について、最後まで

解答を書こうと努力した

今回の算数の問題では、言葉や数、

式を使って、わけや求め方などを書く問題

について、最後まで解答を書こうと努力した

【新】外国の人と友達になったり、

外国のことについてもっと

知ったりしてみたいと思う

【新】日本やあなたが住んでいる

地域のことについて、外国の人にもっと

知ってもらいたいと思う

【新】授業でもっとコンピュータなどの

ＩＣＴを活用したいと思う

北海道（公立）

全国（公立）

100.0

101.2

95.4

100.5

92.7
93.1

92.0

95.0

【新】国語の勉強は好きだ

【新】国語の勉強は大切だ

【新】国語の授業の内容はよく分かる

【新】国語の授業で学習したことは、

将来、社会に出たときに役に立つ

【新】国語の授業で学習したことを、普段の

生活の中で、話したり聞いたり書いたり

読んだりするときに活用しようとしている

【新】国語の授業では、目的に応じて、

自分の考えを話したり書いたりしている

【新】国語の授業で自分の考えを話したり

書いたりするとき、うまく伝わるように

理由を示したりするなど、話や文章の

組立てを工夫している

【新】国語の授業で文章や資料を読むとき、

目的に応じて、必要な語や文を見つけたり、

文章や段落どうしの関係を考えたりしながら読んでいる

97.0 
99.3 

91.1 

98.8 
92.3 

96.1 
95.5 

94.3 

99.6 

98.8 

算数の勉強は好きだ

算数の勉強は大切だ

算数の授業の内容はよく分かる

算数の授業で学習したことは、

将来、社会に出たときに役に立つ

算数の授業で学習したことを

普段の生活の中で活用できないか

考える

算数の授業で新しい問題に出合ったとき、

それを解いてみたいと思う

算数の問題の解き方が分からないときは、

諦めずにいろいろな方法を考える

算数の授業で問題を解くとき、

もっと簡単に解く方法がないか考える

算数の授業で公式やきまりを習うとき、

そのわけを理解するようにしている

算数の授業で問題の解き方や考え方が

分かるようにノートに書いている
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※ 【新】と記載しているものは、今年度の新規項目。
※　数値は、「それぞれの児童の割合÷全国（公立）の児童の割合×１００」で算出。

　エ　学習習慣、生活習慣

　オ　自尊意識、規範意識、地域社会等

87.1
95.9

98.5

86.6

102.9102.9

96.9

101.8

97.6

学校の授業時間以外に、普段、

１日１時間以上、勉強をする

学校の授業時間以外に、普段、

１日当たり10分以上、読書をする

家で自分で計画を立てて勉強をしている

【新】昼休みや放課後、学校が休みの日に、

本(教科書や参考書、漫画や雑誌は

除く)を読んだり、借りたりするために、

学校図書館・学校図書室や地域の

図書館に週に１回以上行く

【新】読書は好き新聞をほぼ毎日読んでいる

朝食を毎日食べている

毎日、同じくらいの時刻に寝ている

毎日、同じくらいの時刻に起きている

北海道（公立）

全国（公立）

91.8 96.1 101.7

97.4

99.5
90.4

97.2

90.6

102.6

98.8

88.4 82.3

自分には、よいところがあると思う

先生は、あなたのよいところを

認めてくれていると思う

【新】先生は、授業やテストで間違えた

ところや、理解していないところについて、

分かるまで教えてくれていると思う

将来の夢や目標を持っている

【新】ものごとを最後までやり遂げて、

うれしかったことがある

【新】難しいことでも、失敗を恐れないで挑戦している

【新】学級みんなで話し合って決めたことなどに

協力して取り組み、うれしかったことがある

学校のきまりを守っている

いじめは、どんな理由があっても

いけないことだと思う

人の役に立つ人間になりたいと思う

地域や社会をよくするために

何をすべきかを考えることがある

今住んでいる地域の行事に参加している
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※ 【新】と記載しているものは、今年度の新規項目。

※　数値は、「それぞれの学校の割合÷全国（公立）の学校の割合×１００」で算出。

　(4)  小学校・学校質問紙調査

　ア　指導方法

　イ　国語、算数の指導方法

119.1
162.1

183.8

121.2
118.2

162.4

111.6

116.4

児童は授業中の私語が少なく、

落ち着いている

児童は、授業では、課題の解決に向けて、

自分で考え、自分から取り組むことが

できていると思う

前年度までに、習得・活用及び

探究の学習過程を見通した指導方法の

改善及び工夫をした

前年度までに、児童に対して

学級全員で取り組んだり挑戦したりする課題や

テーマを与えた

前年度までに、学習規律（私語をしない、

聞き手に向かって話をするなど）の維持を

徹底した

前年度までに、各教科等で身に付けたことを、

様々な課題の解決に生かすことが

できるような機会を設けた

第６学年の児童に対する指導において、

前年度に、教員が大型提示装置（プロジェクター、

電子黒板など）などのＩＣＴを活用した授業を

１クラス当たり週１回以上行った

前年度までに、学校生活の中で、

児童一人一人のよい点や可能性を見付け

評価する（褒めるなど）取組を行った

北海道（公立）

全国（公立）

131.0
148.9

127.1

116.3

130.4

118.6

112.3

141.4

135.2

111.6

【新】（国語）前年度までに、

補充的な学習の指導を行った

【新】（国語）前年度までに、

発展的な学習の指導を行った

【新】（国語）前年度までに、目的や相手に

応じて話したり聞いたりする授業を行った

【新】（国語）前年度までに、

書く習慣を付ける授業を行った

【新】（国語）前年度までに、様々な文章を

読む習慣を付ける授業を行った

【新】（国語）前年度までに、漢字・語句など

基礎的・基本的な事項を定着させる授業を行った

（算数）前年度までに、

補充的な学習の指導を行った

（算数）前年度までに、

発展的な学習の指導を行った

（算数）前年度までに、実生活における事象

との関連を図った授業を行った

（算数）前年度までに、計算問題などの

反復練習をする授業を行った
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      エ　小中連携、教員研修

※ 【新】と記載しているものは、今年度の新規項目。

※　数値は、「それぞれの学校の割合÷全国（公立）の学校の割合×１００」で算出。

   ウ　家庭学習、地域との連携

   エ　小中連携、教員研修

   オ　カリキュラム・マネジメント

132.8

131.9

96.0

105.8

95.8

88.2

101.3

（教科共通）前年度までに、家庭学習の

課題の与え方について、校内の教職員で

共通理解を図った

（教科共通）前年度までに、学校では、

家庭学習の取組として、児童に家庭での

学習方法等を具体例を挙げながら教えた

【新】（国語）家庭学習の課題(宿題)を与えた

【新】（国語）児童に与えた家庭学習の

課題(長期休業期間中の課題を除く)についての

評価・指導を行った

保護者や地域の人が学校の美化、登下校の

見守り、学習・部活動支援、放課後支援、学校

行事の運営などの活動に参加している

地域学校協働本部やコミュニティ・スクールなどの

仕組みを生かして、学校の美化、

登下校の見守りなど、保護者や地域の人との

協働による活動を行った

学校の美化、登下校の見守りなど、

保護者や地域の人との協働による取組は、

学校の教育水準の向上に効果があった

北海道（公立）

全国（公立）

83.0 87.7
154.6

112.0

73.5

102.5

110.1

119.4

132.2

前年度までに、近隣等の中学校と、授業研究を

行うなど、合同して研修を行った

前年度までに、近隣等の中学校と、

教科の教育課程の接続や、教科に関する

共通の目標設定など、教育課程に関する

共通の取組を行った

平成30年度の全国学力・学習状況調査の

分析結果について、近隣等の中学校と成果や

課題を共有した

校長のリーダーシップのもと、研修リーダー等を

校内に設け、校内研修の実施計画を

整備するなど、組織的、継続的な研修を行っている

学校でテーマを決め、講師を

招聘するなどの校内研修を行っている
授業研究や事例研究など、実践的な研修を行っている

教員が、他校や外部の研修機関などの学校外での

研修に積極的に参加できるようにしている

個々の教員が、自らの専門性を高めていこうとしている教

科・領域等を決めており、校外の教科教育に関する研究

会等に定期的・継続的に参加している

教職員は、校内外の研修や研究会に参加し、

その成果を教育活動に積極的に反映させている

134.4 

124.3 

150.7 

120.7 

156.7 
136.8 184.6 

123.5 

111.8 

指導計画の作成に当たっては、各教科等の教育内容を

相互の関係で捉え、学校の教育目標を踏まえた横断的な

視点で、その目標の達成に必要な教育の内容を組織的に

配列している

教育課程表（全体計画や年間指導計画等）

について、各教科等の教育目標や内容の

相互関連が分かるように作成している

児童の姿や地域の現状等に関する調査や各種

データ等に基づき、教育課程を編成し、実施し、

評価して改善を図る一連のＰＤＣＡサイクルを

確立している

指導計画の作成に当たっては、教育内容と、

教育活動に必要な人的・物的資源等を、

地域等の外部の資源を含めて活用しながら

効果的に組み合わせている

平成30年度全国学力・学習状況調査の

自校の結果について、調査対象学年・教科だけ

ではなく、学校全体で教育活動を改善するために活用した

全国学力・学習状況調査の結果を

地方公共団体における独自の学力調査の

結果と併せて分析し、具体的な教育指導の

改善や指導計画等への反映を行っている

平成30年度全国学力・学習状況調査の自校の

結果について、保護者や地域の人たちに対して

公表や説明を行った

言語活動について、国語科だけではなく、

各教科、道徳、外国語活動、総合的な学習の

時間及び特別活動を通じて、

学校全体として取り組んでいる

学級運営の状況や課題を全教職員の間で

共有し、学校として組織的に取り組んでいる
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※ （　）内は、国語は学習指導要領の領域等、数学及び英語は学習指導要領の領域。
※ ①は学習指導要領の領域等、②は評価の観点、③は問題形式。
※ 数値は、「それぞれの平均正答率÷全国（公立）の平均正答率×１００」で算出。

   イ　国語

   ア　教科全体

　(5)  中学校・教科に関する調査

98.9 
98.2 

98.6 

101.3 

97.3 

98.3 
95.1 

97.0 

100.0 

96.0 

93.2 

国語（話すこと・聞くこと）

国語（書くこと）

国語（読むこと）

国語（伝統的な言語文化と

国語の特質に関する事項）

数学（数と式）

数学（図形）数学（関数）

数学（資料の活用）

英語（聞くこと）

英語（読むこと）

英語（書くこと）

北海道（公立）

全国（公立）

98.9 

98.2 

98.6 

101.3 

97.3 

98.9 
98.2 

98.6 
101.3 

100.0 

100.2 
97.3 

①話すこと・聞くこと

①書くこと

①読むこと

①伝統的な言語文化と

国語の特質に関する事項

②国語への

関心・意欲・態度

②話す・聞く能力

②書く能力

②読む能力

②言語についての

知識・理解・技能

③選択式

③短答式

③記述式
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※ ①は学習指導要領の領域、②は評価の観点、③は問題形式。
※ 数学「②数学への関心・意欲・態度」については、対象設問がないため、表示していない。
※ 英語「②コミュニケーションへの関心・意欲・態度」については、対象設問がないため、表示していない。
※ 数値は、「それぞれの平均正答率÷全国（公立）の平均正答率×１００」で算出。

  ウ　数学

   エ　英語（「聞くこと」「読むこと」「書くこと」）

97.3 
98.3 

95.1 

97.0 

95.7 

97.0 
99.3 

98.3 

97.4 

95.3 

①数と式

①図形

①関数

①資料の活用

②数学的な見方や考え方

②数学的な技能

②数量や図形などについての

知識・理解

③選択式

③短答式

③記述式

北海道（公立）

全国（公立）

100.0 

96.0 

93.2 

77.8 

98.9 96.1 

98.7 

89.8 

85.3 

①聞くこと

①読むこと

①書くこと

②外国語表現の能力

②外国語理解の能力
②言語や文化についての

知識・理解

③選択式

③短答式

③記述式
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※ 【新】と記載しているものは、今年度の新規項目。
※　数値は、「それぞれの生徒の割合÷全国（公立）の生徒の割合×１００」で算出。

　(6)  中学校・生徒質問紙調査

   ウ　英語の学習

   ア　学習意欲

   イ　国語、数学の学習

91.5
90.6

95.4

95.5

97.5
91.4

97.6

99.6

95.4

授業では、課題の解決に向けて、

自分で考え、自分から取り組んでいたと思う

授業で、自分の考えを発表する機会では、

自分の考えがうまく伝わるよう、

資料や文章、話の組立てなどを工夫して

発表していたと思う

生徒の間で話し合う活動を通じて、

自分の考えを深めたり、広げたりすることが

できていると思う

【新】授業で学んだことを、

ほかの学習に生かしている

【新】今回の国語の問題では、

解答を文章で書く問題について、最後まで

解答を書こうと努力した

今回の数学の問題では、解答を

言葉や数、式を使って説明する問題に

ついて、最後まで解答を書こうと努力した

【新】外国の人と友達になったり、

外国のことについてもっと知ったり

してみたいと思う

【新】日本やあなたが住んでいる

地域のことについて、外国の人に

もっと知ってもらいたいと思う

【新】授業でもっとコンピュータなどの

ＩＣＴを活用したいと思う

北海道（公立）

全国（公立）

112.6

100.2

106.3

100.7

97.4
96.3

97.1
99.2

97.4

96.8

97.1

96.0

【新】国語の勉強は好きだ

【新】国語の勉強は大切だ

【新】国語の授業の内容はよく分かる

【新】国語の授業で学習したことは、

将来、社会に出たときに役に立つ

【新】国語の授業で学習したことを、

普段の生活の中で、話したり聞いたり

書いたり読んだりするときに活用しよう

としている

【新】国語の授業では、目的に

応じて、自分の考えを話したり書いたりしている

【新】国語の授業で自分の

考えを話したり書いたりするとき、

うまく伝わるように根拠を示したりするなど、

話や文章の組立てを工夫している

【新】国語の授業で文章や資料を

読むとき、目的に応じて、必要な語や文を

見つけたり、文章や段落どうしの関係を

考えたりしながら読んでいる

数学の勉強は好きだ

数学の勉強は大切だ

数学の授業の内容はよく分かる

数学の授業で学習したことは、

将来、社会に出たときに役に立つ

99.0 

91.5 97.3 

91.9 

90.9 
84.1 

101.2 
100.6 

98.8 

98.3 

97.1 

102.8 97.6 

【新】英語の勉強は好きだ

【新】英語の勉強は大切だ

【新】英語の授業はよく分かる

【新】英語の授業で学習したことは、

将来、社会に出たときに役に立つ

【新】これまで、学校の授業やそのための

学習以外で、日常的に英語を使う機会（英語で

手紙や電子メールを書くなど）が十分にあった

【新】将来、積極的に英語を使うような

生活をしたり職業に就いたりしたいと思う

【新】英語を聞いて(一文一文ではなく全体の)

概要や要点をとらえる活動が行われていたと思う

【新】英語を読んで(一文一文ではなく全体の)

概要や要点をとらえる活動が行われていたと思う

【新】原稿などの準備をすることなく、（即興で）

自分の考えや気持ちなどを英語で伝え合う活動が

行われていたと思う

【新】スピーチやプレゼンテーションなど、

まとまった内容を英語で発表する活動が

行われていたと思う

【新】自分の考えや気持ちなどを英語で

書く活動が行われていたと思う

【新】聞いたり読んだりしたことについて、

生徒同士で英語で問答したり意見を述べ合ったり

する活動が行われていたと思う

【新】聞いたり読んだりしたことについて、その内容を

英語で書いてまとめたり自分の考えを英語で

書いたりする活動が行われていたと思う
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※ 【新】と記載しているものは、今年度の新規項目。
※　数値は、「それぞれの生徒の割合÷全国（公立）の生徒の割合×１００」で算出。

   エ　学習習慣、生活習慣

   オ　自尊意識、規範意識、地域社会等

90.5

101.0

99.3

85.5

109.5

120.5

98.2
100.6

102.5 91.3

学校の授業時間以外に、

普段、１日１時間以上、勉強をする

学校の授業時間以外に、

普段、１日当たり10分以上、読書をする

家で自分で計画を立てて勉強をしている

【新】昼休みや放課後、学校が休みの

日に、本(教科書や参考書、漫画や雑誌

は除く)を読んだり、借りたりするために、

学校図書館・学校図書室や地域の

図書館に週に１回以上行く

【新】読書は好き

新聞をほぼ毎日読んでいる

朝食を毎日食べている

毎日、同じくらいの時刻に寝ている

毎日、同じくらいの時刻に起きている

【新】普段、１日当たり１時間以上、

部活動をしている

北海道（公立）

全国（公立）

102.4 105.4

108.6

101.8

102.296.4

103.3

97.2
101.3

99.7

94.8
80.5

自分には、よいところがあると思う

先生は、あなたのよいところを

認めてくれていると思う

【新】先生は、授業やテストで

間違えたところや、理解していない

ところについて、分かるまで教えて

くれていると思う

将来の夢や目標を持っている

【新】ものごとを最後まで

やり遂げて、うれしかったことがある

【新】難しいことでも、

失敗を恐れないで挑戦している

【新】学級みんなで話し合って

決めたことなどに協力して

取り組み、うれしかったことがある

学校の規則を守っている

いじめは、どんな理由があっても

いけないことだと思う

人の役に立つ人間になりたいと思う

地域や社会をよくするために

何をすべきかを考えることがある

今住んでいる地域の

行事に参加している
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※ 【新】と記載しているものは、今年度の新規項目。
※　数値は、「それぞれの学校の割合÷全国（公立）の学校の割合×１００」で算出。

　(7)  中学校・学校質問紙調査

   ウ　英語の指導方法

  イ　国語、数学の指導方法

   ア　指導方法

115.6
122.8

158.7

132.0
111.9

154.5

95.2

119.4

生徒は、授業中の私語が少なく、

落ち着いている

生徒は、授業では、課題の解決に向けて、

自分で考え、自分から取り組むことが

できている

前年度までに、習得・活用及び

探究の学習過程を見通した指導方法の

改善及び工夫をした

前年度までに、生徒に対して

学級全員で取り組んだり挑戦したりする

課題やテーマを与えた

前年度までに、学習規律（私語をしない、

聞き手に向かって話をするなど）の

維持を徹底した

前年度までに、各教科等で身に付けたことを、

様々な課題の解決に生かすことが

できるような機会を設けた

第３学年の生徒に対する指導において、

前年度に、教員が大型提示装置（プロジェクター、

電子黒板など）などのＩＣＴを活用した授業を

１クラス当たり週１回以上行った

前年度までに、学校生活の中で、

生徒一人一人のよい点や可能性を見付け

評価する（褒めるなど）取組を行った

北海道（公立）

全国（公立）

141.7
145.0

118.1

106.3

119.0
104.4

134.5

140.8

123.0

114.5

【新】（国語）前年度までに、

補充的な学習の指導を行った

【新】（国語）前年度までに、

発展的な学習の指導を行った

【新】（国語）前年度までに、目的や相手に

応じて話したり聞いたりする授業を行った

【新】（国語）前年度までに、

書く習慣を付ける授業を行った

【新】（国語）前年度までに、

様々な文章を読む習慣を付ける授業を行った

【新】（国語）前年度までに、漢字・語句など基礎的・

基本的な事項を定着させる授業を行った

（数学）前年度までに、

補充的な学習の指導を行った

（数学）前年度までに、

発展的な学習の指導を行った

（数学）前年度までに、実生活における事象との

関連を図った授業を行った

（数学）前年度までに、計算問題などの

反復練習をする授業を行った

140.4 
141.2 

116.9 

109.4 

128.7 

106.2 

99.7 

128.4 

111.5 

【新】前年度までに、補充的な学習の指導を行った

【新】前年度までに、発展的な学習の指導を行った

【新】前年度までに、英語を聞いて（一文一文

ではなく全体の）概要や要点をとらえる

言語活動を行った

【新】前年度までに、英語を読んで（一文一文

ではなく全体の）概要や要点をとらえる

言語活動を行った

【新】前年度までに、原稿などの準備を

することなく、（即興で）自分の考えや気持ちなどを

英語で伝え合う言語活動を行った

【新】前年度までに、英語で

スピーチやプレゼンテーションなど、

まとまった内容を英語で発表する

言語活動を行った

【新】前年度までに、自分の考えや気持ちなどを

英語で書く言語活動を行った

【新】前年度までに、聞いたり読んだりしたこと

について、生徒同士で英語で問答したり意見を

述べ合ったりする言語活動を行った

【新】前年度までに、聞いたり読んだり

したことについて、その内容を英語で書いて

まとめたり自分の考えを英語で書いたりする

言語活動を行った
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※ 【新】と記載しているものは、今年度の新規項目。
※　数値は、「それぞれの学校の割合÷全国（公立）の学校の割合×１００」で算出。

   エ　家庭学習、地域との連携

   オ　小中連携、教員研修

   カ　カリキュラム・マネジメント

124.9

127.8

81.9

94.0

86.0
97.2

83.8

92.3

111.4

（教科共通）前年度までに、家庭学習の

課題の与え方について、校内の教職員で

共通理解を図った

（教科共通）前年度までに、家庭学習の

取組として、生徒に家庭での学習方法等を

具体例を挙げながら教えた

【新】（国語）家庭学習の課題(宿題)を与えた

【新】（国語）生徒に与えた家庭学習の課題

(長期休業期間中の課題を除く)についての

評価・指導を行った

【新】（英語）家庭学習の課題(宿題)を与えた

【新】（英語）生徒に与えた

家庭学習の課題(長期休業期間中の課題

を除く)についての評価・指導を行った

保護者や地域の人が学校の美化、登下校の

見守り、学習・部活動支援、放課後支援、学校

行事の運営などの活動に参加してくれた

地域学校協働本部やコミュニティ・スクール

などの仕組みを生かして、学校の美化、

登下校の見守りなどの活動を保護者や

地域の人との協働により行った

学校の美化、登下校の見守りなどの活動を

保護者や地域の人との協働による取組は、

学校の教育水準の向上に効果があった

北海道（公立）

全国（公立）

90.4

101.5
159.4

120.9

88.4

115.5

122.9

123.7

144.8

前年度までに、近隣等の小学校と、授業研究を

行うなど、合同して研修を行った

前年度までに、近隣等の小学校と、

教科の教育課程の接続や、教科に関する

共通の目標設定など、教育課程に関する

共通の取組を行った

平成30年度の全国学力・学習状況調査の

分析結果について、近隣等の小学校と成果や

課題を共有した

校長のリーダーシップのもと、研修リーダー等を

校内に設け、校内研修の実施計画を

整備するなど、組織的、継続的な研修を行っている

学校でテーマを決め、講師を

招聘するなどの校内研修を行っている
授業研究や事例研究など、実践的な研修を行っている

教員が、他校や外部の研修機関などの学校外での

研修に積極的に参加できるようにしている

教員は、校外の教科教育に関する

研究会等に定期的・継続的に参加している

教職員は、校内外の研修や研究会に参加し、

その成果を教育活動に積極的に反映させている

125.8
127.9

157.2

158.5

173.6

138.5196.4

116.3

121.6

指導計画の作成に当たっては、各教科等の教育内容を

相互の関係で捉え、学校の教育目標を踏まえた横断的な

視点で、その目標の達成に必要な教育の内容を組織的に

配列している

教育課程表（全体計画や年間指導計画等）

について、各教科等の教育目標や内容の

相互関連が分かるように作成している

生徒の姿や地域の現状等に関する調査や

各種データ等に基づき、教育課程を編成し、

実施し、評価して改善を図る一連のＰＤＣＡ

サイクルを確立している

指導計画の作成に当たっては、教育内容と、

教育活動に必要な人的・物的資源等を、

地域等の外部の資源を含めて活用しながら

効果的に組み合わせている

平成30年度全国学力・学習状況調査の自校の

結果について、調査対象学年・教科だけではなく、

学校全体で教育活動を改善するために活用している

全国学力・学習状況調査の結果を

地方公共団体における独自の学力調査の

結果と併せて分析し、具体的な教育指導の

改善や指導計画等への反映を行っている

平成30年度全国学力・学習状況調査の

自校の結果について、保護者や地域の

人たちに対して公表や説明を行った

言語活動について、国語科だけではなく、各教科、道徳、

総合的な学習の時間及び特別活動を通じて、

学校全体として取り組んでいる

学級運営の状況や課題を全教職員の間で

共有し、学校として組織的に取り組んでいる
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