
■「レポート（論証型レポート）」の汎用ルーブリック（評価基準表）　

（１）ルーブリックは「評価基準表」とも呼ばれるもので、本講義内で受講者に課される「レポート課題」の学習成果を評価するために使用します。

（２）表をよく見て「どのような成果物が評価されるのか」を理解し、毎回の講義や授業内外の学習、次の学習課題の発見に役立ててください。自分の学習の質を高めるための参考にしましょう！

（３）なお、レポートの期限・提出方法・体裁・分量といった、レポートが満たすべき「基本的要件」は、この表には記載されていません。授業内外における担当教員の指示を参照してください。

ルーブリックタイプ①

主張

主張の根拠

ストーリー
（論理構成）

観点の説明

課題に応じて適切な
テーマ設定がなされて
いるかを評価するため
の項目。

レポート課題のテーマ
に沿って、自身の主張
の有無と、その内容
（質）を評価するため
の項目。

主張したい事柄に対す
る根拠となる資料を、
データや先行研究から
探し出せているかを評
価するための項目。

主張したい事柄に対す
る根拠をデータや先行
研究で明記し、理由に
説得力があるかを評価
するための項目。

観点（規準）

テーマの設定

到達目標を大きく越えた
基準で達している

到達目標を越えた基準で
達している

到達目標に標準的な基
準で達している

到達目標に最低限の基
準で達している

到達目標に達していない

Ｓ（秀） Ａ（優） Ｂ（良） Ｃ（可） Ｆ（不可）

当該分野の学習レベル
を超え、学術上の重要
な課題をテーマとして
設定している。

課題に応じて適切な
テーマ設定が簡潔かつ
明確になされている。

課題に応じて適切な
テーマ設定がなされて
いる。

課題に応じたテーマ設
定がなされているが、
切り口が安直である。

課題に相応しくない
テーマ設定がなされて
いる。

主張したい事柄に対す
る根拠となる資料を、
データや先行研究から
必要かつ十分な形で探
し出せており、それら
に対する評価がある。

主張したい事柄に対す
る根拠となる資料を、
データや先行研究から
必要かつ十分な形で探
し出せている。

主張したい事柄に対す
る根拠となる資料を、
データや先行研究から
探し出せている。

主張したい事柄に対す
る根拠となる資料を探
し出せているが、一部
に出典が明記されてい
ないものがある。

主張や根拠を指示する
資料や証拠が提示され
ておらず、感想文の域
を出ていない。

テーマに沿って、自身
の主張を論理的に述べ
ており、なおかつ主張
に独自性がある。

テーマに沿って、自身
の主張を論理的に述べ
ており、なおかつ主張
に独自性がある。

テーマに沿って、自身
の主張を論理的に述べ
ている。

テーマに沿って、自身
の主張が述べられてい
るが、深く又は論理的
に考察していない。

自身の意見が無い。あ
るいは、与えられた
テーマを踏まえた文章
になっていない。

主張したい事柄に対す
る根拠をデータや先行
研究で明記し、理由に
極めて十分な説得力が
あり、かつ文章表現も
卓越している。

主張したい事柄に対す
る根拠をデータや先行
研究で明記し、理由に
極めて十分な説得力が
ある。

主張したい事柄に対す
る根拠をデータや先行
研究で明記し、理由に
説得力がある。

主張したい事柄に対す
る根拠をデータや先行
研究で明記している
が、論理に飛躍

理由を述べない形で主
張が展開・記述されて
いる。



観点（規準） 観点の説明

Ｓ（秀） Ａ（優） Ｂ（良）

■「プレゼンテーション」の汎用ルーブリック（評価基準表） ルーブリックタイプ②

（１）ルーブリックは「評価基準表」とも呼ばれるもので、本講義内で受講者に課される「プレゼンテーション」の学習成果を評価するために使用します。

（２）表をよく見て「どのようなプレゼンテーションが評価されるのか」を理解し、毎回の講義や授業内外の学習、次の学習課題の発見に役立ててください。自分の学習の質を高めるための参考にしましょう！

Ｃ（可） Ｆ（不可）

到達目標を大きく越えた
基準で達している

到達目標を越えた基準で
達している

到達目標に標準的な基
準で達している

到達目標に最低限の基
準で達している

到達目標に達していない

主張や論点とテーマと
の関連が認められず、
主張や論点が不明であ
る。

プレゼンテー
ションの内容・

構成

プレゼンテーションを
構成する内容（効果的
に主張するための順序
や表現）を評価するた
めの項目。

プレゼンテーション全
体を通して、筋道の
立った順序で明確に話
しており、準備段階で
十分なリハーサルを
行った成果が見られ
る。

プレゼンテーション全
体を通して、筋道の
立った順序で明確に話
している。

プレゼンテーション全
体を通して、筋道の
立った順序で話してい
る。

プレゼンテーション全
体を通して、一部筋道
の立った順序で話して
いる。

筋道の立っていない順
序で話している。

主張・論点の提
示

主張や論点を明確に
テーマに沿う形で提示
しており、伝えたい内
容の要点をまとめてい
るかを評価するための
項目。

主張や論点を明確に
テーマに沿う形で十分
に提示しており、伝え
たい内容の要点を過不
足なくまとめている。
また、主張の独自性も
高い。

主張や論点を明確に
テーマに沿う形で十分
に提示しており、伝え
たい内容の要点を過不
足なくまとめている。

主張や論点を明確に
テーマに沿う形で提示
しており、伝えたい内
容の要点をまとめてい
る。

主張や論点とテーマと
の関連が認められる
が、明確でない形で提
示している。

視覚的な情報や資料を
扱っておらず、効果的
に内容をプレゼンテー
ションできていない。

態度
プレゼンテーションに
臨む話者の態度を評価
するための項目。

話者の発表態度がプレ
ゼンテーションの内容
を説得的にしており、
聴衆の反応を見ながら
自信をもって伝えてい
る。

話者の発表態度がプレ
ゼンテーションの内容
を説得的にしており、
自信をもって伝えてい
る。

話者の発表態度がプレ
ゼンテーションの内容
をある程度説得的にし
ている。

話者の発表態度がプレ
ゼンテーションの目
的・聴衆との関係に応
じた態度で話してい
る。

プレゼンテーションの
内容が伝わりづらい発
表態度で話している。
あるいは、話者の発表
態度に聴衆に対する不
誠実さが見られる。

視覚的な情報や資料を効果的に扱っており、伝
えたい内容を明確にわかりやすく提示してい
る。

視覚情報・資料
の扱い

プレゼンテーションに
使用する視覚的な道具
（ツール）の使用法・
使用意図を評価するた
めの項目。

視覚的な情報や資料を
効果的に扱っており、
伝えたい内容をわかり
やすく提示している。

視覚的な情報や資料を
一部必要に応じて扱っ
ているが、ツールの選
択や使用に不適切な点
がある。



■「科学実験」の汎用ルーブリック（評価基準表） ルーブリックタイプ③

（１）ルーブリックは「評価基準表」とも呼ばれるもので、本講義内で受講者に課される実験課題の学習成果を評価するために使用します。

（２）表をよく見て「どのような実験が評価されるのか」を理解し、毎回の講義や授業内外の学習、次の学習課題の発見に役立ててください。自分の学習の質を高めるための参考にしましょう！

実験手順
実験の手順に関する計
画・実施の過程を評価
するための項目。

材料・器具
材料・器具に関する実
験の準備・実施を評価
するための項目。

（Ｓ）到達目標を大きく越えた基準で達している
（Ａ）到達目標を越えた基準で達している

観点（規準） 観点の説明

Ｓ～Ａ（秀～優）

実験結果は完璧に分析・解釈され、文献値とも照合
されている。この方法による限界や弱点が考察され、
改良方法について提案がなされている。

実験結果は分析・解釈され、文献値とも照合されて
いるが、この方法による限界や弱点が考察されてい
るものの、改良方法について提案はほとんどあるい
は全くない。

図表やグラフ等によるデータの掲示は
非常に不明確であった。エラー分析は
なされていない。

実験結果の倫理的な分析・解釈が行
われていない。あるいは文献値と照合
されていない。この方法による限界や
弱点の考察はなく、改良方法について
も何ら提案されていない。

実験目的
実験の目的を適切に設
定できているかを評価
するための項目。

研究課題と仮説が明確に述べられ、両者の関係が
明白である。変数が選択されている。

研究課題と仮説が述べられているが、そのいずれか
または両方が不明確である。変数が選択されてい
る。

データ収集
実験データの収集・記
録・管理方法等を評価
するための項目。

未加工データが単位とともに適切な方法で明確に記
録されている。データ表には表題が付けられている。

未加工データが単位とともに記録されているが、適
切さや明確さに問題がある。データ表には表題が付
けられている。

実験の評価
実験から得られた学術
的成果を整理・評価す
るための項目。

学生は雑然と実験を行い、周囲への気
配りや安全への配慮がなかった。後片
付けや清掃は指摘されても十分に行わ
なかった。

研究課題と仮説が明確に述べられてい
ない。両方の関係が不明確または欠如
している。変数が選択されていない。

単位を含め、未加工データの記録は不
適切あるいは不明確である。データ表
には表題が付けられていない。

データ分析

実験によって得られた
データの分析（データ
の理解・解釈など）を
評価するための項目。

データは図表やグラフ等で提示され、理解や解釈が
容易になるよう工夫されていた。エラー分析がなされ
ている。

データは図表やグラフ等で提示された。その理解や
解釈は可能であったが改善の余地がある。エラー分
析がなされている。

学生は概して整然と実験を進行した。十分でないに
せよ、周囲への気配りや安全への配慮があった。指
摘を受けると、後片付けや清掃をしっかり行った。

礼儀・安全

実験の実施に関する
チームワークや安全の
確保を評価するための
項目。

学生は整然と実験を進行し、周囲への気配りを怠ら
なかった。安全にも配慮し、後片付けや清掃をしっ
かり行った。

Ｂ～Ｃ（良～可）

到達目標に達していない

必要な物品の一部が準備されていな
かったり、実験レポートへの記載漏れ
があったりした。用意された物品は実験
で使用するのに適切とはいえない。あ
るいは重要な欠落がある。

実験手順には、選択された変数につ
き、対照実験を行うものではない。実験
手順のうち、多くの段階が実験レポート
に記載されていない。

必要な物品が全てそろっており、それらが漏れなく
実験レポートに記録された。用意された物品は実験
で使用するのに適切なものである。学生は物品を無
駄に使用することはなかった。

必要な物品はすべてそろっていたが、実験レポート
に記録されていない品目がある。あるいは一部の物
品が用紙されておらず、実験中に調達した。用意さ
れた物品は実験で使用するのに適切な物である。

実験手順はよく練られたもので、選択されたすべて
の変数について対照実験を行った。実験手順の全
ての段階が実験レポートに記載されている。

実験手順には改善の余地がある。選択された変数
について対照実験を行った。実験中にほとんどの段
階が実験レポートに記載されている。

（Ｂ）到達目標に標準的な基準で達している
（Ｃ）到達目標に最低限の基準で達している

Ｆ（不可）



観点（規準） 観点の説明

Ｓ（秀） Ａ（優） Ｂ（良）

■「授業内課題（リアクションペーパー等）」の汎用ルーブリック（評価基準表） ルーブリックタイプ④

（１）ルーブリックは「評価基準表」とも呼ばれるもので、本講義内で受講者に課される「授業内課題（リアクションペーパー等）」の学習成果を評価するために使用します。

（２）表をよく見て「どのような成果物が評価されるのか」を理解し、毎回の講義や授業内外の学習、次の学習課題の発見に役立ててください。自分の学習の質を高めるための参考にしましょう！

Ｃ（可） Ｆ（不可）

到達目標を大きく越えた
基準で達している

到達目標を越えた基準で
達している

到達目標に標準的な基
準で達している

到達目標に最低限の基
準で達している

到達目標に達していない

自身の考察や感想が述
べられているが、深く
又は論理的に考察して
いない。

自身の意見が無い。あ
るいは、与えられた
テーマを踏まえた文章
になっていない。

理解度
その回の授業内容につ
いて、理解度を確認す
るための項目。

シラバスの各回の到達
目標に記載された内容
を、大きく越えた基準
で達している。

シラバスの各回の到達
目標に記載された内容
を、越えた基準で達し
ている。

シラバスの各回の到達
目標に記載された内容
を、標準的な基準で達
している。

シラバスの各回の到達
目標に記載された内容
を最低限の基準で理解
している。

考察・感想

その回の授業内容を踏
まえ、自身による思
考・判断を見るための
項目。

講義内容やテーマに
沿って、自身の意見を
論理的に述べており、
所定時間以上の授業外
学習の成果が推察でき
る。

講義内容やテーマに
沿って、自身の意見を
論理的に述べており、
それまでの学習内容と
も整合的に述べてい
る。

講義内容やテーマに
沿って、自身の意見を
論理的に述べている。

教員によって指定され
た分量を満たしていな
い。

文章

提出課題における適切
な文章・単語（概念や
キーワード）の使用を
見るための項目。

提出された課題の中
に、単語や文法の誤り
が無く、適切な表現を
用いており、文章とし
て卓越している。

提出された課題の中
に、単語や文法の誤り
が無く、適切な表現を
用いている。

漢字・文法の誤りが無
い。

ケアレスミス程度の単
語・文法の誤りある
が、提出物として最低
限の基準を満たしてい
る。

提出された課題の中
に、単語や文法の重大
な欠陥や誤りがある。

分量

提出課題の内容を評価
するに相応しい記述量
の有無を確認するため
の項目。

教員によって指定され
た分量を超える十分な
記述量があり、意欲的
である。

教員によって指定され
た分量を満たしてい
る。

シラバスの各回の到達
目標に記載された内容
を理解できていない。
または、提出物から理
解度を判断できない。


