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ルーブリックによる文章表現の評価学習法
文学部初等教育学専修教授

安藤

輝次

１． 学習促進機能の実践的検証の必要性
わが国の大学において、ルーブリックは、成績評価の客観性を保つという観点から取り
入れられがちであり（沖裕貴 2013：84-86）、アメリカの大学におけるルーブリックの図
書（スティーブンス、D.他 2014）の翻訳者でさえ、厳格で効率的な成績評価に力点を置
いているように思う(佐藤浩章 2014)。これまで文章表現の評価は、せいぜい評価規準を意
識する程度であって、規準別に質的差異を等級化したルーブリックを採用すれば、例えば、
教師は、より厳密かつ正確にレポートを評価することができる。しかし、私が 2014 年 4
月にポートランド州立大学を訪問し、上の図書の著者であるスティーブンスと意見交換を
した時、教師から見た利点だけでなく学生にとっても相互評価や自己評価を介した学びを
促し、生涯学習の面でも意義深いという点で意見が一致した。ルーブリックは、1980 年代
のアメリカにおいてどの文章表現でも通用する一般的ルーブリックを小中学校向けに開発
されたことに始まるが、他方、ルーブリックは、教師の成績評価の自己正当化の手段とな
り、自由な文章表現が阻害されるのではないかとも危惧されてきた(安藤輝次 2014：4-6)。
実際、わが国の小学校や中学校の一部では、成績評価だけでなく学習促進のためにルー
ブリックを活用した実践もなされてきた（安藤輝次 2014:2)。しかし、発達ということを
考えれば、小学生より大学生のほうがルーブリックの学習促進機能を発揮できる可能性が
高く、解答のない物事を深く追究し、その本質を見極める力を養うことにも役立つのでは
ないだろうか。とは言え、単にルーブリックを学生に示せば、その質的な学びが促される
わけでもない。本稿では、その手立てと成果及び課題等を明らかにしたい。
２．初等教育学専修ゼミ１の授業展開
関西大学文学部初等教育学専修 2 回生 25 名向けの 2014 年度春学期の教職科目「初等教
育学専修ゼミ１」の授業では、到達目標の②と③の達成に努める中で①にも触れ、中間レ
ポート作成後、最終レポートで④の提言をさせようとした。
① 小学校教育における現代的課題（学力や人間関係など）について理解する。
② 小学校における教師中心の教育実践の特徴と課題を知っている。
③ 小学校における子ども中心の教育実践の特徴と課題を知っている。
④ 小学校の望ましい教育実践について協働的に考えた事柄を踏まえて、提言できる。
そして、成績評価は、主として①に関連してⒶワークシートとミニレポート（20%）、②
と③を問うⒷ小テスト(10%)、①②③を踏まえ、④に関連してⒸ中間レポート(30%)とⒹ最
終レポート(30%)を、また全体的に見てⒺ授業貢献度(10%)を加味して合算することとした。
また、ほとんど毎回、基本的には無作為で小集団を創って、話し合いの機会を設けた。
さて、第一部「私が考える“小学校における良い教育実践”とは？」の初回は、オリエ
ンテーションの後、受講生にクリアファイルを渡して、学習物をポートフォリオに入れて
活用するための説明を行った。第 2 回目は、図１に示すように、「良い教育実践の要素」
をワークシートに書かせ、班で話し合わせ、第３回目では、図２に示すように、一昨年度
に「教育とは何か」というテーマで学生 2 名が書いた質的に異なるレポートを提示し、図
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図１．良い教育実践の要素に目を向けさせる

図２．過去のレポートをサンプルに考えさせる

Ｎ学生
Ｎ学生

２のように、それぞれの特徴を抽出させ、評価規準を意識しながら、どちらが優れている
のかを評価させた結果、当初の予想通り、受講生全体としては a)内容の構成、b)出典と証
拠、という評価規準に集約できるということになった。そこで a)と b)の規準ごとに５つの
級と級外に分けたルーブリックを配布し、受講生が分かりにくい表現に下線を引くように
指示し、発表させて、私が説明し、文言の修正を行ってルーブリックを作成した。そして、
このルーブリックを手がかりに、第 4 回目の授業で「小学校の良い教育実践」に関するミ
ニレポート（Ａ４判 1 枚）に書いて提出させ、採点して（図３参照）
、次時に返却した。
図３．ミニレポートのルーブリック
N 学生

第二部「教師中心の実践と子ども中心の実践」では、最初の 2 回ずつを教師中心の実践
（三本木小学校と花まる学習塾）と子ども中心の実践（安東小学校と緒川小学校）につい
てビデオと文章資料で把握させて、それぞれの長短所を理解させた後、小テストを実施し
て、基本的知識をチェックし、解答を示した後、不十分な箇所の補充指導を行い、第 10
回目の授業では、予定では学級経営の実践例を紹介する予定であったが、受講生にとって
は教師中心が 12 名、子ども中心が 13 名と拮抗しており、双方の長短所をより際立せる好
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機と考えたので、予定を変更して、異なる立場の者を組合せた班を編成して話し合わせた
後、中間レポートの課題「教師中心と子ども中心のそれぞれの長短所を踏まえて、どのよ
うな教育実践が望ましいと思うのかを論じなさい」を示し、それを A から F までの６つの
レベルに分けたルーブリックに照らして評価するだけでなく、①これまでの配布資料やビ
デオ視聴で書いたシートによって考えの根拠を明示し、②必要なら絵や図で示し、③一番
上に内容を的確に示す題名を記す、という３つの要件も満たして、A４判 2 枚以内で書く
ように指示した。なお、図４から分かるように、通常のルーブリックとは違って、もっと
も高い A レベルは、a)や b)の評価規準に分離して評価するのではなく、統合的にみなすよ
うにしており、ミニレポートのルーブリックと同様、コメント欄も添えていることが特徴
的である。第 1 点目は、私自身 10 年以上前から採用してきた方式であり(安藤輝次
2004 :147)、第２点のコメントの効用は、数多くの研究者が指摘している点である
（Clarke,S.2003 :125-129 ; Moss,C.M. and Brookhart,S.M 2009 : 45-46）。
また、中間レポートを作成する際に、想定のワークシートを使って、⑴想定している事
柄を述べる、⑵その想定を証拠や根拠で裏付ける、⑶その想定が理に叶っているかどうか
について、理由も添えて結論付ける、という過程を書かせたり、どちらかと言えば子ども
中心か教師中心かという判断を示すワークシートを配布して、考えさせた。そして、第二
部の最後の第 11 回目の授業では、教育の現代的課題としてコンピテンシーへの注目という
現代的動向にも触れて、このレポート課題に対する学生たちの視野を広げさせようとした。
図４．中間レポートと最終レポートで使ったルーブリック

第三部「現代の教育課題を見据えて小学校の教育実践を考える」における初回の第 12
回目の授業では、ルーブリック（コメントを含む）を添えた中間レポートを返却し、また、
最終レポートとして、中間レポートの要件に加えて、結論をより強固にするために自分で
調べた資料を最低１つ組み込み、A４判 2 枚に限りなく近づけて書くことを求めた。さら
に前週に学生用ポートフォリオを提出させておいたので、この時間中にティーチング・ア
シスタント（TA)が学習物に適宜コメントを付して返却した。そして、第 13 回目の授業で
は、出来の良い最終レポートにするために、どこをどのように修正すればよいのかという
見本を示すために、図５に示すような、複数の受講生のワークシートを参照して作成した
「判断を下す」ワークシートのサンプルを作成・配布して、よりよい最終レポートづくり
のポイントを把握させた。また、これまでの学びの変容を実感させるために、図６のよう
な学びを時系列に辿らせた。学生は、これまでレポートを何度か書き、提出してきたが、
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同じ課題のレポートを中間と最終の二回

図５．よりよい最終レポートのためのポイントの明示

提出するように指示すると、ルーブリッ
クを示しているとは言え、内容をバージ
ョンアップするよりも手抜きになり易い。
それを避ける手立てとして、図５のサン
プルや図６のような学びの振り返りをさ
せて、最終レポートづくりへの展望を見
出しやすいように工夫した。
第 14 回目は、すべての学生の最終レ
ポートに『教育実践を考える：古くて新
しい問題：教師中心 VS 子ども中心

ど

のように克服するか？」と題する表紙と
「はじめに」及び「目次」を添えて、冊
子化して配布した。そして、
「はじめに」
の冒頭を次のような文面で綴った。
「J.Dewey が『子どもとカリキュラム』
において、教師中心でも子ども中心でも
なく、両者を超越するカリキュラム

図６．学びを振り返って最終レポートを創る

を追究した著書を出版したのが
N 学生

1902 年です。つまり、100 年以上前
から教師中心か子ども中心かという
問題が論議されてきました。初等教
育学専修ゼミ１の受講者は、小学校
教員になりたいという希望者が多い
かと思いますが、皆さんが教職に就
いてもこの根本問題に直面し、悩む
こともあるでしょう。だから、教員
養成段階からこのことをそれぞれで
熟考しておく意味があると思いま
す。」これは、私がこの授業を通して
ねらっていた隠しテーマであった。
そして、デューイの結論を一言で言
えば、
“子どもの経験の再構成”とい
うことであった。最終レポートでは、
受講生は、教師中心か子ども中心か
を越える手立てを考えた、彼らのレ
ポートを見る限り、二者択一が良い
とする内容はなかったように思う。
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３．本実践の結果
ルーブリックについては、当初は、全米大学・カレッジ教育協会（AAC&U）の「学部
生の学習の妥当な評価（Valid Assessment of Learning in Understanding Education：
VALUE）」のルーブリックを参考にしようとした。文章表現(written communication)の
VALUE ルーブリックは、ⓐ書く内容と目的、ⓑ内容の展開、ⓒジャンルと学問的な取り
決め、ⓓ出典と証拠、ⓔ意味統一性の評価規準を４つのレベルで示しているが
（Rhodes,T.2010 : 29）、受講生にとっては、ミニレポート実践で優劣のレポートを判断す
る規準でさえ、よく分かっていないことが判明し、多くの評価規準を求めることは難しい
ので、2 つ程度の評価規準でより多くのレベル分けをしたルーブリックを採用するほうが
有効であると判断した。
さて、
「教師中心と子ども中心のそれぞれの長短所を踏まえて、どのような教育実践が望
ましいのか」という課題で中間レポートを 6 月 24 日に提出させ、最終レポートを 7 月 13
日までに電子メールで送付させた。表 1 は、全受講生を無作為に 25 番目まで並べて、図
４のルーブリックの上の評価規準「内容の構成」、下の評価規準「取り決めと出典」をそれ
ぞれ１と２として、中間や最終のレポート別にまとめた。点数は、図４のルーブリックの
Ａレベルを５点として、レベルが下がるごとに１点を減じ、Ｆレベルを０点とし、同じレ
ベル内に複数の評価指標があるので、それらを加算して評価指標の数で割って算出した。
その結果、第一に、表 1 の中間と最終のレポートの総点の増減から分かるように、22
の学生を除く全受講生が最終レポートで二つの評価規準を合せて平均 3.26 ポイント伸び
ており、学習促進機能が発揮されているということである。第二に、評価規準の「内容の
構成」では、平均 2.36 ポイント伸びているが、
「取り決めと出典」では、平均 0.84 ポイン
トの伸びに留まっている。受講生は、内容の構成のための各種のワークシートを使用した
からかもしれないが、取り決めと出典より内容の構成に関心が大きいように思う。
表１．ルーブリックから見た中間レポートと最終レポートの差異

もちろん、同じルーブリックを受講生に提示しただけで、レポートの質が上がったので
はない。中間レポートと最終レポートの提出の間の 20 日間で、ポートフォリオにコメン
トを付けて返却し、判断のワークシートのサンプルを提示し、これまでの学びを振り返ら
せたりした。小集団でルーブリックを使って中間レポートの相互評価をすることも行った。
なお、N 学生を優先順位のワークシート(図１)、優劣のレポートからの評価規準づくり(図
２)、ミニレポートのルーブリック(図３)、最終レポート作成のための学びの振り返り(図６)
のサンプルとして紹介したが、この学生は、表 1 の 12 であって、内容の構成が 5 ポイン
ト、取り決めと出典が 2.5 ポイントで、計 7.5 ポイントと最も伸びが大きい学生である。
5
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さて、最後の授業でアンケートを行った結果、表２のようになった。質問１から９まで
は、小集団の話し合いやレポートやワークシートの作成、自己評価や相互評価などアクテ
ィブラーニングを導入した結果を授業の初めの 4 月 22 日と最後の 7 月 22 日に問うたもの
である。項目の補足的な説明は、人数を記している以外は、すべて 1 名である。なお、ク
リティカルシンキングも本実践で育てようとしたが、複合的な思考であり、わが国で育成
表２

6
－7－

する風土も弱いために、
顕著な結果が出なかったので、関連した質問 10 と 11 は省略した。
表２から分かることは、第一に、アクティブラーニングに関わる質問１から質問８まで
の一部の質問で比較的前向きの傾向を見出すことができるということである。例えば、質
問２「新しい事柄を学ぶように言われると、難しそうでも、
『何とかできそうだ』と思った」
については、
「4.そう思わない」と「5.全然思わない」の授業の当初と最後の回答が 21.7％
から 4.2％に減っている。また、反転項目の質問７「十分な時間と教師の助けがあっても、
この授業は、負担が多くて、嫌だと思った」でも４と５の回答が 87.5％から 54.2％に激減
している。その他の質問については、「３.分からない」の増減があり、明確な傾向は見ら
れない。半数以上の質問で肯定的な反応がなかったのは、質問 27 の「中間レポートづく
り」に「3 時間以内」や「それ以上」を要した者が 70.9％、質問 28 の「最終レポートづ
くり」に「3 時間以内」や「それ以上」の時間を費やした者が 78.2％となっており、1 コ
マの授業で多くのレポートを家庭学習に課したことが負担増となったのかもしれない。
第二に、ルーブリックに関する理解が徐々に深まってきており、それがレポートづくり
に役立っているということである。評価規準の「各レベルについて分かった」について、
質問 13 の「取り決めと出典」で「1.本当にそう思う」と「2.そう思う」を合せて 87.5%、
質問 12 の「内容の構成」はやや少なくて 75%であり、受講生は、ルーブリックのレベル
についておおよそ理解出来ている。そして、｢ルーブリックの評価規準がレポートをつくる
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際に役立った｣ということについては、回答１と２を合せて、ミニレポートで尋ねた質問
15 の 58.4％から中間レポートについて問うた質問 16 では 79.1％となり、質問 17 の最終
レポートになると、87.5％と高くなっている。そして、質問 18「ルーブリックのコメント
欄は、良いレポートづくりに役立った」の回答１と２も合計 87.5％となっていて、ほとん
どの受講生は、コメントが的確な学びを引き出すと感じているのである。
第 3 に、小集団学習に対する受講生の評価が高いということである。質問 14「小集団学
習をして、ルーブリックに対する理解が深まった」が回答１と２を合せて 75%、質問 23
「小集団による発表や批評は、より良いレポートづくりに役立った」では、回答１と２の
総計で 83.3%である。
第 4 に、学びの振り返りが最終レポートづくりに役立っているということである。質問
22「ポートフォリオで TA からもらったコメントは、より良いレポートづくりに役立った」
の回答１と２を合せて 79.2％、質問 24「最後にポートフォリオを振り返ったことは、よ
り良いレポートづくりに役立った」についても同じ回答で 75%と比較的高くなっている。
第 5 に、このようなルーブリックを使ったレポートづくりは、他の授業への転移やその
可能性が高いということである。質問 9「この授業で学んだレポートの書き方を他の授業
のレポートづくりにも生かしている」に対する回答の１と２を合せて 91.6％となっており、
質問 25「来学期からレポートを書く際には、このルーブリックを活用したい」についても、
75%が１または２と回答している。
なお、3 種類のワークシートの教育効果については、それぞれ 1 回ずつ授業で使ったか
らかもしれないが、半数程度の受講生しかその有効性を認めていない。
「判断を下す」ワー
クシートは、サンプルも提示したからだろうか、回答１と２を合せて 54.2％、
「優先順位」
が 50%、「想定」が 41.6%であった。
４．文章表現のルーブリックの一般化に向けて
本実践は、受講生が多様なアクティブラーニングに関わり、ルーブリックを活用してレ
ポートを作成するという点では教育効果が確かめられたように思う。それは、学生自身が
書いたものを仲間と評価したり、教師から評価を受けながら、最終的には自己評価をして、
次の学びを見通そうとする“評価学習法”と言ってよい。しかし、質問６「この授業で何
か新しい物事を学べるのではないかと楽しみにしていた」の１と２を合せた回答では、学
期初めの 87.5％から学期終わりには 75%とやや低下しているように、講義式で多くの知識
を提供するよりむしろ一つの物事を深く理解するというディープ・アクティブラーニング
（松下佳代 2014：18-19）に導くという点では、受講生にその意義深さを十分徹底できな
かったように思う。
本実践では、評価規準を２つに絞り込み、レベルを多めに設定したルーブリックを使っ
た。この方法であれば、クリティカルシンキングやプレゼンテーションなど他のルーブリ
ックと組み合わせて、A４判 1 枚にまとめることができて、使い勝手も良い。同じ学習活動
ならば、どの学年でも使える一般的ルーブリックは、学習の転移にも結び付き、生涯学習
にも役立つであろう。
ただし、一般的ルーブリックは、様々な学年で数多くの教育実践を経て、知識集約的に
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生み出されていくものである。したがって、文章表現のためのルーブリックは、様々な大
学授業で様々な学年の学生に適用し、どこでも使えるように一般化していく必要がある。
本実践の後、図４のルーブリックを８つのレベルに改訂して、私のゼミ学生の卒業論文
づくりに使ってもらったところ、卒業論文の質がかなり上がった。ただし、
「ルーブリック
を使って他人の卒論を評価するのは易しいが、自分のものを評価するのは難しい。
」という
声が沸き起こった。確かに、本実践でも明らかになったように、小集団による相互評価の
教育力も大きいようである。例えば、N 学生は、図６の学びの振り返りで「教師と子ども
が３：７ぐらいという具体的な数字を考えていたことがいいと思う」とか「私も変わった
から、教師と子どものバランスを取るというのは同じ意見だね。」などの相互評価を貰った。
これらの言葉が N 学生の学びの励みになろう。ルーブリックを使って卒業論文の作成中に
相互評価をする過程をどのように組み込むのかということが一つの課題であるように思う。
現在は、ルーブリックを教師だけが分かっているだけでなく大学生にも提示して、評価
の客観化を図る“公開”という段階に留まっている。しかし、これからは、本実践で行っ
たように、大学生がルーブリックを学びの途上で活用して、教師評価だけでなく相互評価
を介した自己評価をして、次の学びを方向づけながら進む“共有”という段階に踏み出さ
なければならない。大学生がルーブリックを内面化すれば、その学びは力強くなり、最終
的には、主体的な学びに結び付き、生涯学習時代にも対応できるようになろう。
そして、大学の教師は、そのような学生支援を行いながら、自らの教育実践を振り返り、
学生の学びに即して軌道を修正しながら授業づくりを行うという“相互作用”的な学び方
をしなければならない。今や大学の授業改革の軸足を“公開”から“共有”へ、ゴールは
学生との“相互作用”に据えるべきではないだろうか。
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