
情報収集におけるルーブリック

Ａ Ｂ Ｃ

①
学校図書館の
活用

日本十進分類法、コン
ピュータ検索を使った
り、図書館支援員の協
力を得たりして、目的
の図書・資料を探すこ
とができる。

日本十進分類法、コン
ピュータ検索を使うこ
とはできるが、目的の
図書・資料を探すこと
はできていない。

目的の図書・資料を探
すことができない。

②
各種施設の
活用

・公共図書館
・博物館、資料館、
　美術館
・行政機関　等
を目的に応じて利用す
ることができている。

・公共図書館
・博物館、資料館、
　美術館
・行政機関　等
を利用することができ
ている。

・公共図書館
・博物館、資料館、
　美術館
・行政機関　等
を利用することができ
ていない。

③
資料・

メディア等の
活用

・図書資料、参考図書
・地図、年表
・新聞、雑誌
・ファイル資料
・電子メディア
・人的情報源　等
を目的に応じて、特性
を生かしてながら複数
活用することができて
いる。

・図書資料、参考図書
・地図・年表
・新聞、雑誌
・ファイル資料
・電子メディア
・人的情報源　等
を活用することができ
ている。

・図書資料、参考図書
・地図、年表
・新聞、雑誌
・ファイル資料
・電子メディア
・人的情報源　等
を活用することができ
ていない。

④
情報収集の
技能

・複数の資料から，目
的や必要に応じた情報
を取り出すことができ
る。
・複数の表やグラフか
らデータを読み取るこ
とができる。

・「複数の資料から，
目的や必要に応じた情
報を取り出すことがで
きる。」「複数の表や
グラフからデータを読
み取ることができる」
のどちらか一方ができ
る。

・複数の資料から，目
的や必要に応じた情報
を取り出すことができ
ない。
・複数の表やグラフか
らデータを読み取るこ
とができない。

⑤
情報を
記録する

・記録カード、ノート
・情報機器（デジカ
　メ、タブレット等）
・ファイル（切り抜
き）等を、目的に応

じて選択し、記録がで
きる。

・記録カード、ノート
・情報機器（デジカ
　メ、タブレット等）
・ファイル（切り抜
き）等を使い、記録

ができる。

・記録カード、ノート
・情報機器（デジカ
　メ、タブレット等）
・ファイル（切り抜
き）等を使い、記録

ができない。

⑥
情報源を
記録する

書籍・ネット情報等、
複数の情報源を過不足
なく記録することがで
きる。
＊著者、ページ数、出
版社、発行日
＊発信者、URL、確認日

書籍・ネット情報等の
うち、どれかの情報源
を記録することができ
る。
＊著者、ページ数、出
版社、発行日
＊発信者、URL、確認日

情報源を記録すること
ができない。
＊著者、ページ数、出
版社、発行日
＊発信者、URL、確認日

取
り
扱
い

⑦
情報の
取り扱い方

・インターネット情報
・著作権
・情報モラル
・個人情報の保護等
に関して、十分に知識
を有しており、取り扱
うことができる。

・インターネット情報
・著作権
・情報モラル
・個人情報の保護等
のいずれかに関して、
知識を有しており、取
り扱うことができる。

・インターネット情報
・著作権
・情報モラル
・個人情報の保護等
に関して、知識を有し
ておらず、取り扱うこ
とができない。

記
録

情
報
収
集



整理・分析におけるルーブリック

Ａ Ｂ Ｃ
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⑨ 抽象化する

学習事項に適した具体的な事例を

複数挙げることができ、その中か

ら最適なものを選ぶことができ

る。

学習事項に適した具体的な事例を

複数挙げることができ、その中か

ら最適なものを選ぶことができ

る。

具体化する⑧

⑩
部分同士の関係を捉えることがで

きる

原因や理由が説明できる。
根拠を明らかにして物事の原因や理

由を指摘することができる。

分類する③

複数の物事や資料、体験等をつな

げているが、間違った関係を見い

だしている。

複数の物事や資料、体験等の関連

に気づけず、つながりを持たせる

ことができない。

④

部分同士の関係性の指摘が不正確

である。

目的に沿って必要なものを選び出

し、整理することができる。

原因や理由が明確に説明できな

い。

結果を予想したり、具体的道筋の

立った活動計画を立てたり、解決

の方法等を見つけたりすることが

できない。

見通す

物事に共通する性質や傾向などを見

つけ、全体を言い表す名前を付け

たり、共通するきまりを作ったり

できる。

物事に共通する性質や傾向などを見

つけることができるが、全体を言

い表す名前を付けたり、共通する

きまりを作ったりできない。

物事に共通する性質や傾向などを見

つけることがでず、全体を言い表

す名前を付けたり、共通するきま

りを作ったりできない。

結果を予想したり、具体的道筋の

立った活動計画を立てたり、解決

の方法等を見つけたりすることが

できるが、その理由が説明できな

い。

学習事項に適した具体的な事例を

挙げることができない。

順序性に気づくことができない。

複数の立場から物事や資料等を見

ているが、不正確である。

物事や資料等を一つの視点から見

ることができない。

関連づける

目的に合った複数の立場から、客

観的に物事や資料等を判断でき

る。

相違点と共通点を指摘でき、自分

の意見を持つことができる。

相違点、共通点を指摘することが

できる。

相違点、共通点を指摘できない。

（比べる視点を持てない。）
比較する

順序を正しく整理することができな

い。

規則性を見つけ、順序づけること

ができる。
順序づける

自分なりに必要だと思うものを選

び出すことができる。

選択したものの必要性が明確に指

摘できない。（分類できない。基

準がぶれる）

多面的に見る

多角的に見る

複数の物事や資料、体験等をつな

げ、目的に合った関係を見いだす

ことができる。

①

理由付けする

全体と部分の関係を捉えることが

できる。（位置づけを説明でき

る）

構造化する

⑦

条件等を踏まえ、結果を予想した

り、具体的道筋の立った活動計画

を立てたり、解決の方法等を見つ

けたりすることができる。

②

⑥

⑤

複数の思考ツールの中から最適な

ものを選択し、活用することがで

きる。

与えられた思考ツールを活用する

ことができる。
思考ツールの活用ができない。

ツ

ー

ル

⑪
思考ツールの

活用



表現・発表（プレゼンテーション・ポスターセッション等）におけるルーブリック

Ａ Ｂ Ｃ

① 声

相手に分かりやすいよ
うに間や抑揚に気をつ
けながら、明瞭で大き
な声で発表している。

部分的に間や抑揚に気
をつけたり、ところど
ころ小さな声で発表し
たりしている。

聞き取りにくく、間や
抑揚に工夫がない。

② 態度

相手の方を見ながら
（目線をあわせ）発表
している。堂々として
いる。

原稿にところどころ
（３回以内）目を落と
しながら発表してい
る。

相手を見ずに、原稿を
見ながら発表してい
る。

③

視覚効果
（図表・
写真・
ジェス
チャー）

話に合わせて、タイミ
ング良く、効果的に写
真 や 資 料 、 ジ ェ ス
チャーを使っている。

写真や資料、ジェス
チャーを使っている
が、タイミングがずれ
ていたり、情報量が足
りていない。効果的で
ない。

写真や資料、ジェス
チャーを話に合わせて
活用していない。

④
内容・
構成

情報量が多く、論理的
に構成されており分か
りやすい。聞き手が興
味を持つような工夫が
されている

情報量は多いが、体系
的に構成・説明されて
おらず、少し分かりづ
らい面もある。聞き手
が興味を持つ工夫が少
し必要である。

情報量が少なく、適切
に組み立てられておら
ず、わかりにくい。聞
き手が興味を持つ工夫
が必要である。

⑤
質疑・
応答

質問に対し、全て答え
ることができる。か
つ、詳しく説明するこ
とができる。

質問に対し、答えられ
るが、詳しくは説明で
きない。また、ときど
き、答えられない。

質問に対し、答えるこ
とができない。

発
表
に
関
わ
る
項
目

内
容
に
関
わ
る
項
目



学びに向かう力・人間性等におけるルーブリック

Ａ Ｂ Ｃ

課題を自分のこととして受
け止め、よりよく解決する
ために、見通しを持って取
り組もうとする。

課題を自分のこととして受
け止め、よりよく解決する
ために取り組もうとする。

課題を自分のこととして受
け止め、よりよく解決する
ために取り組むことができ
ない。

活動後に課題解決に向けて
の自らの学びの成果や過程
を振り返り、次の新たな課
題解決に向け見通しを持っ
て取り組む態度を持つこと
ができる。

活動後に課題解決に向けて
の自らの学びの成果や過程
を振り返り、次の新たな課
題解決に向け取り組む態度
を持つことができる。

活動後に課題解決に向けて
の自らの学びの成果や過程
を振り返り、次の新たな課
題解決に向け取り組む態度
を持つことができない。

② 自己理解

学習を通して自分の興味・
関心、長所・短所等を再発
見・理解し、自分の良さを
生かしながら探究活動に取
り組むことができる。

自分の興味・関心、長所・
短所等を理解し、自分の良
さを生かしながら探究活動
に取り組むことができる。

自分の興味・関心、長所・
短所等を理解できず、自分
の良さを生かしながら探究
活動に取り組むことができ
ない。

③ 内面化

地域のあり方、自分のあり
方について探究する中で、
現在・将来の自分に何が必
要か等を客観的に見つめ、
次の課題へ積極的に取り組
むことができる。

地域のあり方、自分のあり
方について探究する中で、
現在・将来の自分に何が必
要か等を客観的に見つめる
態度を持つことができる。

地域のあり方、自分のあり
方について探究する中で、
現在・将来の自分に何が必
要か等を客観的に見つめる
態度を持つことができな
い。

④ 協働性

自分の役割を果たしなが
ら、地域の方々や多様な他
者とのコミュニケーション
を深め、仲間と協働して課
題解決に取り組むことがで
きる。

自分の役割を果たしなが
ら、仲間と協働して課題解
決に取り組むことができ
る。

自分の役割を果たせず、仲
間と協働して課題解決に取
り組むことができない。。

⑤ 他者理解

地域の方々や多様な他者、
仲間とのコミュニケーショ
ンを深め、異なる意見や他
者の意見を受け入れ、互い
の考えを理解することがで
きる。

地域の方々や多様な他者、
仲間とのコミュニケーショ
ンを深め、互いの考えを理
解することができる。

地域の方々や多様な他者、
仲間とのコミュニケーショ
ンを深めることができず、
互いの考えを理解すること
ができない。

⑥ 地域貢献

地域のことや地域のニーズ
を理解し、具体的な考えを
持って、地域の方々、地域
以外の方々と交流したり、
地域の活動に積極的に関わ
ろうとする。

地域の方々、地域以外の
方々と交流したり、地域の
活動に積極的に関わろうと
する。

地域の方々、地域以外の
方々と交流したり、地域の
活動に積極的に関わる姿勢
が持てない。

主体性①


