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はじめに 
 現在、Web シラバスシステム上でルーブリックの画像等を掲載し公開することができるように

なっております。昨今、大学教育の内部質保証の一環として成績評価の厳格化が求められる中、

ルーブリックやそれに類する方法を用いて学生に対し成績評価の基準と必要とされる学修を示す

ことは極めて重要な取り組みです。また、本学においても大学全体の教育の評価方針であるアセ

スメントポリシーを策定したところであり、個々の授業レベルの評価から大学全体の教育評価に

至るまで、教育のステークホルダーである学生に対し、大学としての説明責任を果たすというこ

とを宣言する予定です。 
そうした潮流のなか、大学としてルーブリックを用いた教育を推進していくためには、個々の

教員に担当授業に関するルーブリックの作成を進めていただくことが不可欠であり、その際に参

照していただく資料として、本資料を作成しました。本資料が皆様のルーブリック作成と授業充

実の一助となりましたら幸いです。 
 
総論 

ルーブリックとは、「「目標に準拠した評価」のための「基準」つくりの方法論であり、学生が

何を学習するのかを示す評価規準と学生が学習到達しているレベルを示す具体的な評価基準をマ

トリクス形式で示す評価指標である。」（中教審大学教育部会（2011 年 12 月 9 日）説明資料より）

とされています。 
 1．「目標に準拠した評価」とは、シラバスに記載して頂いている「到達目標」を学生がどの程

度達成したかをもって評価を行うことを意味します。 
 2．「基準」とは、「到達目標」を「何をすれば達成したとみなされるのか」を具体的に記述する

ものです。「物理学概論」の例を挙げます。「質点の運動を定量的に解析することができる。」

という到達目標があります。これを達成したとみなされるためには、 
（1）速度や加速度を用いて、運動の特徴を数量的に表すことができる。 
（2）運動の法則を用いて、力と運動の関係を調べることができる。 
（3）力学的エネルギー保存の法則を用いて、運動の主要な性質を調べることができる。 
の 3 点を満たしている必要があるとされています。すなわち、学生は速度や加速度、運動法

則や力学的エネルギー保存の法則について学修が必要であると理解することができます。 
3．「学生が何を学習するのかを示す評価規準と学生が学習到達しているレベルを示す具体的な 
評価基準をマトリクス形式で示す評価指標」とは、縦軸に到達目標、横軸に到達度（「十分に 
到達できている」「一部は到達できている」「到達に相当の努力を要する」等）をとり、その 
具体的な学修内容を表に落とし込んだものを意味します。「物理学概論」のルーブリックを見 
てみます。（表 1．） 

 
 
 



 
（表 1．）（物理学概論 成績評価ルーブリック） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

シラバス中の「到達目標」 
 

評価基準（優、良、可等） 

具体的に求められる行動、水準 
 



十分に到達できている 一部は到達できている 到達に相当の努力を要する
到達目標

主な評価基準

十分に到達できている 一部は到達できている 到達に相当の努力を要する

1）質点の運動を定量的に解析す
ることができる。

2）場の運動や現象を定量的に表
現することができる。

3）熱力学の法則を適用してマク
ロな現象を説明することができ
る。

4）電気や磁気の関わる現象につ
いて電磁気学の基本法則を適用
して調べることができる。

5）ミクロな系に関する古典物理
学の適用について説明できる。

到達目標
主な評価基準

作成手順 
ルーブリックの趣旨を理解したとしても、どのように作成すれば良いか、どこから手をつける

べきか分からないことがあるかもしれません。以下に、その作成手順の一例を述べます。 
 
1．何段階で評価を行うか、決定します。（表 2．） 
ここでは 3 段階で設定しますが、5 段階での設定なども可能です。 
例）3 段階：優秀／良／要再学習、A／B／C 
  5 段階：秀／優／良／可／不可、A／B／C／D／E 

（表 2．） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2．シラバスに記載している到達目標を表に落とし込みます。（表 3．） 

（表 3．） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 



十分に到達できている 一部は到達できている 到達に相当の努力を要する

（1）速度や加速度を用いて，運動
の特徴を数量的に表すことができ
る。

（2）運動の法則を用いて，力と運
動の関係を調べることができる。

（3）力学的エネルギー保存の法則
を用いて，運動の主要な性質を調
べることができる。

（1）弾性体の物性やエネルギーと
それらの関係を，数量的に表すこ
とができる。

（2）流体の物性やエネルギーとそ
れらの関係を，主要な法則を用い
て調べることができる。

（3）波動にともなう物理量を，定義
にもとづいて求めることができる。

（4）波動の性質を，主要な法則を
用いて調べることができる。

1）熱現象のエネルギーや仕事の
関係について，熱力学第1法則を
適用することができる。

（2）熱現象のエネルギーや仕事の
関係について，熱力学第2法則を
適用することができる。

（1）電荷と電気的エネルギーの性
質にもとづいて，静電気現象を定
性的に説明することができる。

（2）回路における電流と電気的エ
ネルギーに関する物理量を，数量
的に求めることができる。

（3）磁場の生成や変化のエネル
ギーを応用する現象や技術につい
て，基本法則を用いて定性的に説
明することができる。

（4）電磁波に関する現象の性質に
ついて，主要な法則・関係式を用
いて調べることができる。

5）ミクロな系に関する古典物理
学の適用について説明できる。

（1）ミクロな系のエネルギーに関
する古典物理学の記述の特徴に
ついて，例を挙げて指摘すること
ができる。

4）電気や磁気の関わる現象につ
いて電磁気学の基本法則を適用
して調べることができる。

到達目標
主な評価基準

1）質点の運動を定量的に解析す
ることができる。

2）場の運動や現象を定量的に表
現することができる。

3）熱力学の法則を適用してマク
ロな現象を説明することができ
る。

3．到達目標に対して期待される具体的な行動・成果のうち最も水準の高いものを記載します。 
（表 4．）                                   

  （表 4．） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
ここでは、「何をすれば（何ができれば）その到達目標を達成したことになるのか」を記載しま

す。例でいえば、「質点の運動を定量的に解析する」という目標がありますが、ここで「質点の運

動」はまず「速度と加速度」を用いて記述され、それらと実際の運動との関係は「運動の法則」

に即して量的に調べられます。また、「力学的エネルギー保存の法則」を利用して大まかに調べる

ことも重要となります。このように、総括的な到達目標を分析的に記述することによって、具体

的な行動・成果を設定しやすくなるでしょう。 
到達目標を要素分解し、分解された最小の単位をもとに行動・成果を策定するという方法も考え

られます。「国際的コミュニケーション能力を涵養するとともに、作物生産の現場や家畜飼養にお



十分に到達できている 一部は到達できている 到達に相当の努力を要する

（1）速度や加速度を用いて，運動
の特徴を数量的に表すことができ
る。

速度や加速度の扱いを再学習する必要が
ある。

（2）運動の法則を用いて，力と運
動の関係を調べることができる。

運動の法則について再学習する必要があ
る。

（3）力学的エネルギー保存の法則
を用いて，運動の主要な性質を調
べることができる。

力学的エネルギーについて再学習する必
要がある。

（1）弾性体の物性やエネルギーと
それらの関係を，数量的に表すこ
とができる。

弾性体の物性について再学習する必要が
ある。

（2）流体の物性やエネルギーとそ
れらの関係を，主要な法則を用い
て調べることができる。

流体の物性について再学習する必要があ
る。

（3）波動にともなう物理量を，定義
にもとづいて求めることができる。

波動の物理量について再学習する必要が
ある。

（4）波動の性質を，主要な法則を
用いて調べることができる。

波動の性質について再学習する必要があ
る。

1）熱現象のエネルギーや仕事の
関係について，熱力学第1法則を
適用することができる。

熱力学第1法則について再学習する必要
がある。

（2）熱現象のエネルギーや仕事の
関係について，熱力学第2法則を
適用することができる。

熱力学第2法則について再学習する必要
がある。

（1）電荷と電気的エネルギーの性
質にもとづいて，静電気現象を定
性的に説明することができる。

静電気現象について再学習する必要があ
る。

（2）回路における電流と電気的エ
ネルギーに関する物理量を，数量
的に求めることができる。

回路について再学習する必要がある。

（3）磁場の生成や変化のエネル
ギーを応用する現象や技術につい
て，基本法則を用いて定性的に説
明することができる。

磁場について再学習する必要がある。

（4）電磁波に関する現象の性質に
ついて，主要な法則・関係式を用
いて調べることができる。

電磁波について再学習する必要がある。

5）ミクロな系に関する古典物理
学の適用について説明できる。

（1）ミクロな系のエネルギーに関
する古典物理学の記述の特徴に
ついて，例を挙げて指摘すること
ができる。

ミクロな系の物理現象について再学習す
る必要がある。

到達目標
主な評価基準

1）質点の運動を定量的に解析す
ることができる。

2）場の運動や現象を定量的に表
現することができる。

3）熱力学の法則を適用してマク
ロな現象を説明することができ
る。

4）電気や磁気の関わる現象につ
いて電磁気学の基本法則を適用
して調べることができる。

ける問題点を理解する。」という目標があったとすれば、a.国際的コミュニケーション能力の涵養、

b.作物生産の現場における問題点、c.家畜飼養における問題点に要素分解されます。a.については

「英語で授業が理解できる」、b.については「病害虫の制御について、微生物学的な観点から説明

ができる」、c.については「反芻家畜と非反芻家畜の栄養学的特性の違いを説明できる」等とそれ

ぞれ求められる行動を記述することができます。 
重要なのは測定可能な行動をともなう述語を用いて記述するという点です。 

 
4．「最低水準の記述」（この例では表中「到達に相当の努力を要する」の部分に）を記載します。

（表 5．）形式的には「3．」の「最も高い水準」の記述の全否定を書けばよいのですが、ルーブリ

ックは評価とともにフィードバックとしての機能が重要ですので、できるだけ肯定的・建設的な

表現とすることが望ましいでしょう。                       （表5．） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



十分に到達できている 一部は到達できている 到達に相当の努力を要する

（1）速度や加速度を用いて，運動
の特徴を数量的に表すことができ
る。

加速度の扱いは不十分だが、速度
は扱うことができる。

速度や加速度の扱いを再学習する必要が
ある。

（2）運動の法則を用いて，力と運
動の関係を調べることができる。

結論は不十分だが、運動の法則は
適用できる。

運動の法則について再学習する必要があ
る。

（3）力学的エネルギー保存の法則
を用いて，運動の主要な性質を調
べることができる。

法則の適用は不十分だが、力学的
エネルギーを計算することはできる。

力学的エネルギーについて再学習する必
要がある。

（1）弾性体の物性やエネルギーと
それらの関係を，数量的に表すこ
とができる。

弾性体に関する一部の物理量を計
算することができる。

弾性体の物性について再学習する必要が
ある。

（2）流体の物性やエネルギーとそ
れらの関係を，主要な法則を用い
て調べることができる。

法則の適用は不十分だが、流体に
関する一部の物理量を計算すること
ができる。

流体の物性について再学習する必要があ
る。

（3）波動にともなう物理量を，定義
にもとづいて求めることができる。

法則の適用は不十分だが、波動に
関する一部の物理量を計算すること
ができる。

波動の物理量について再学習する必要が
ある。

（4）波動の性質を，主要な法則を
用いて調べることができる。

定義の説明は不十分だが、波動の
示す一部の現象について調べること
できる。

波動の性質について再学習する必要があ
る。

1）熱現象のエネルギーや仕事の
関係について，熱力学第1法則を
適用することができる。

結論は不十分だが、熱力学第1法則
を一部の系に適用することはでき
る。

熱力学第1法則について再学習する必要
がある。

（2）熱現象のエネルギーや仕事の
関係について，熱力学第2法則を
適用することができる。

結論は不十分だが、熱力学第2法則
を一部の系に適用することはでき
る。

熱力学第2法則について再学習する必要
がある。

（1）電荷と電気的エネルギーの性
質にもとづいて，静電気現象を定
性的に説明することができる。

エネルギーの観点は不十分だが、静
電気現象を説明することはできる。

静電気現象について再学習する必要があ
る。

（2）回路における電流と電気的エ
ネルギーに関する物理量を，数量
的に求めることができる。

回路における一部の物理量を求める
ことができる。

回路について再学習する必要がある。

（3）磁場の生成や変化のエネル
ギーを応用する現象や技術につい
て，基本法則を用いて定性的に説
明することができる。

基本法則との関係にもとづく説明は
不十分だが、磁場に関する現象を説
明できる。

磁場について再学習する必要がある。

（4）電磁波に関する現象の性質に
ついて，主要な法則・関係式を用
いて調べることができる。

法則の適用は不十分だが、電磁波
に関する一部の説明をすることがで
きる。

電磁波について再学習する必要がある。

5）ミクロな系に関する古典物理
学の適用について説明できる。

（1）ミクロな系のエネルギーに関
する古典物理学の記述の特徴に
ついて，例を挙げて指摘すること
ができる。

指摘内容は不十分だが、ミクロな系
のエネルギーに関する特徴につい
て、例を挙げることができる。

ミクロな系の物理現象について再学習す
る必要がある。

到達目標
主な評価基準

1）質点の運動を定量的に解析す
ることができる。

2）場の運動や現象を定量的に表
現することができる。

3）熱力学の法則を適用してマク
ロな現象を説明することができ
る。

4）電気や磁気の関わる現象につ
いて電磁気学の基本法則を適用
して調べることができる。

 
5．「3．」の「最も高い水準」の記述の部分否定を参考に、「中間水準の記述」（この例では表中

「一部は到達できている」の部分に）を記載します。「○○だが××」「○○。しかし××」のよ

うに到達できている部分とそうでない部分を明らかにすることで、学生への具体的なフィードバ

ックを伝えることができます。（表 6．） 
（表 6．） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
「最高の水準」「最低の水準」に比べて、「中間の水準」の記述はやや難しく、適切な水準を設定

するためにルーブリックを何度か改訂しなければならない場合もあります。たとえば上の 1）の

（1）に「加速度の扱いは不十分だが、速度は扱うことができる」とありますが、逆に「速度の扱

いは不十分だが、加速度は扱うことができる」という水準を想定していないのは、実際にはその



ような場合はほとんどないという作成者の経験に基づいていると考えられます。このように、ど

のような水準の記述が学生への適切なフィードバックになるのかは、個々の授業目標と学生の実

際の状況に依存します。 
 
ルーブリックの使い方 
ルーブリックには以下の 3 通りの使い方があります。これらのうち、この文書で示した作成例は

3 番目に関するものです。 
1．個別課題用のフィードバックシートとして 
 ・採点し課題とともに返却 
・出題時に提示すれば、課題の意図や目標が明確化／学習が焦点化 

 
2．共通課題用の評価基準として 
・初回出題時に提示、シラバスにも記載可 

 
3．授業全体の成績評価基準として 
 ・シラバスに記載 
・コース終了時に到達目標の達成状況をフィードバック可 

 
おわりに 
ルーブリックは定量的評価の簡単でない課題・活動・スキルに対しても、低負担・短時間で、

公正・効果的な評価が可能となります。また、学生には詳細なフィードバックで学習動機を与え、

焦点化された学習を促すこともできます。一方で、実際に導入して本当にうまく機能するか、学

生は評価基準に挙げられたことのみに集中しないかといった課題もあります。最終的には教員と

学生が授業の目標や必要とされる学修に関する認識を共有することが不可欠であり、ルーブリッ

クはそのためのひとつの有効な手法といえるでしょう。 
 


	5段階：秀／優／良／可／不可、A／B／C／D／E

