別紙様式１

平成 30 年度 学校全体で育成する資質・能力のルーブリック
校番 92

広島県立尾道商業 高等学校

尺度

レベル１

レベル２

レベル３

レベル４

コミュニケーシ

相手の意見を理解し，自分

相手の意見を理解し，自分

相手の意見を理解し，聞き手

相手の意見を尊重して聞き，

ョン力

の意見を伝えようとしてい

の意見を伝えることができ

のことを考えながら自分の意

十分に理解し，聞き手のこと

る。

る。

見を伝えることができる。

を考えながら自分の意見を伝
え，自分の意見と異なる相手
との相互理解を得ることがで
きる。

協働力

所属する集団において，自

所属する集団において，自

所属する集団において，集団

所属する集団において，集団

己の役割を自覚し，集団と

己の役割を自覚し，集団と

における自己の役割と責任を

における自己の役割と責任を

して目指す目標を協力して

して目指す目標を協力して

自覚し，他の構成員と連携を

自覚し，他の構成員と連携を

達成することの重要性を認

達成することの重要性を認

図りながら，集団として目指

図りながら，集団として目指

識しようとしている。

識している。

す目標を達成するために取り

す目標を達成するために取り

組んでいる。

組み，所属集団内の信頼関係
を高めることができる。

企画設計力

自分の現在の状況を見つ

自分の現在の状況を見つ

自分の現在の状況を理解し，

自分を含め，所属集団の現在

め，目標を設定したり，目

め，目標を設定し，目標達

課題を発見したり目標を設定

の状況を理解し，将来を見通

標達成のために努力しよう

成のために努力することが

したりして，課題解決や目標

した課題を発見したり目標を

としている。

できる。

達成のために企画を立て，計

設定したりして，課題解決や

画的に実行することができ

目 標 達 成の ため に 企画を 立

る。

て，計画的に実行することが
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できる。
思考力，判断力

必要な情報を選択し，問題

必要な情報を選択し，問題

必要な情報を選択し，問題点

必要な情報を的確に選択し，

点を明確化し，比較判断し

点を明確化し，比較判断し

を明確化し，比較判断して解

知識や経験を構造化して，問

て解決策を提示する一連の

て解決策を提示する一連の

決策を提示することができ

題点を明確化し，証拠に基づ

努力をしようとしている。

努力ができる。

る。

いて論理的に判断し，解決策
を検証することができる。

表現力

自分の感情・思考などを把

自分の感情・思考などを把

自分の感情・思考などを捉え

自分の感情・思考を捉えて、

握し、それを伝達しようと

握し、それを伝達すること

て、相手に説明することがで

相 手 に 説明 する こ とがで き

している。

ができる。

きる。

る。さらに課題について，構
想を立てて実践し，評価・改
善することができる。

創造力

目の前の課題に対して，こ

目の前の課題に対して，こ

目の前の課題に対して，これ

目の前の課題に対して，これ

れまでの経験や知識から，

れまでの経験や知識から，

までの経験や知識，情報を活

までの経験や知識，情報を活

自分なりの答えや方法を導

自分なりの答えや方法を導

用しながら，自分なりの答え

用しながら，自分なりの答え

き出そうとしている。

き出すことができる。

や方法を複数導き出し，最適

や方法を導き出すことができ

な方法を選択することができ

る。さらに，他者に自分の考

る。

えを紹介したり，意見を交換
しながら，新しい答えを導き
出すことができる。

リーダーシップ

立場上果たすことが期待さ

立場上果たすことが期待さ

立場上果たすことが期待され

立場上果たすことが期待され

力

れている任務や義務に取り

れている任務や義務に取り

ている任務や義務に取り組

ている任務や義務を，自己の

組み，実行しようとしてい

組み，実行することができ

み，実行することができる。

能力を考慮に入れながら，将

る。

る。

さらに，その実現に向けてメ

来の計画や企画が達成できる
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ンバーのモチベーションを高

見通しを持って，着実に取り

めて励まし支え合い，問題解

組み，実行することができる。

決しようとすることができ

さらに，組織・集団において，

る。

その実現に向けてメンバーの
モチベーションを高めて励ま
し支え合い，問題解決ができ
る。

自己コントロー

自分で意思決定を下し自己

自分で意思決定を下し自己

誘惑や衝動が生じても、自己

誘惑や衝動が生じても、自己

ル力

の感情，行動を制御して,物

の感情，行動を制御して,物

の感情や行動を制御するとと

の感情や行動を制御するとと

事を遂行しようとしてい

事を遂行するととができ

もに，自己の置かれた環境を

もに，自己の置かれた環境を

る。

る。

判断し，自己の目標や計画等

判断し，合目的に習得活用探

に即して取り組むことができ

究することができる。さらに，

る。

自 己 の 目標 や計 画 等に即 し
て，自発的かつ合目的に自己
の行動を制御して粘り強く取
り組むことができる。

学び方

時間管理力

自分自身の能力を認識し，

自分自身の能力を認識し，

自己の思考や行動を客観視

自 己 の 思考 や行 動 を客観 視

学習方法等を改善しようと

学習方法等を改善すること

し，自分自身の能力を認識し， し，自分自身の能力を的確に

している。

ができる。

効果的効率的に学習方法等を

認識し，効果的効率的に学習

改善しし，実行することがで

方法等を改善しし，実行する

きる。

ことができる。

目標や目的にもとづいてス

目標や目的にもとづいてス

目標や目的にもとづいてスケ

目標や目的にもとづいてスケ

ケジュールを立てようとし

ケジュールを立てることが

ジュールを立て，効果的な時

ジュールを立て，優先順位を
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ている。

できる。

間運用をすることができる。

考慮に入れて，効果的で効率
的な時間運用をすることがで
きる。

数的処理力

状況や場面を理解し，目的

状況や場面を理解し，目的

状況や場面を理解し，数や量

状況や場面を理解し，数や量

や条件に合うように数量の

や条件に合うように数量の

のもつ意味を考えることがで

のもつ意味を正確にとらえる

演算や処理をしようとして

演算や処理をすることがで

きる。また，目的や条件に合

ことができる。さらに，目的

いる。

きる。

った分析方法や演算方法を考

や条件に合った最適の分析方

えて，数量の演算や処理をす

法や演算方法を考えて，効率

ることができる。

的に数量の演算や処理をする
ことができる。

読解力

文章や視覚的に表された資

文章や視覚的に表された資

文章や視覚的に表された資料

文章や視覚的に表された資料

料について，意味を理解し

料について，意味を理解す

について，書かれた情報を理

について，書かれた情報を理

ようとしている。

ることができる。

解した上で，情報から推論し

解した上で，情報から推論し

て意味を理解することができ

て意味を理解することができ

る。

る。また，広く学校内外の様々
な状況に関連付けて、意味を
理解することができる。

情報リテラシー

課題や目的に応じて，イン

課題や目的に応じて，イン

課題や目的に応じて，インタ

課題や目的に応じて，インタ

ターネットや新聞などの情

ターネットや新聞などの情

ーネットや新聞などの情報手

ーネットや新聞などの情報手

報手段を適切に活用しよう

報手段を適切に活用するこ

段を適切に活用し，必要な情

段を適切に活用し，情報を批

としている。

とができる。

報を主体的に収集し，整理す

判的かつ適切に評価し，必要

ることができる。

な情報を主体的に収集し，整
理することができる。
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健康管理能力

自分の健康状態を把握し食

自分の健康状態を把握し食

自分の健康状態や環境を把握

自分の健康状態や環境を的確

事，休養，運動の視点から

事，休養，運動の視点から

し食事，休養，運動の視点か

に把握し，食事，休養，運動

対処法を考えて，健康を維

対処法を考えて，健康を維

ら対処法考えて，心身のバラ

の視点から，適切で効果的な

持増強しようとしている。

持増強することができる。

ンスを考えて健康を維持増強

対処法等を考えて実行すると

することができる。

ともに，身体的・精神的・社
会的に健康を維持増強するこ
とができる。

※「資質・能力①」
，
「資質・能力②」，「資質・能力③」には，具体的な資質・能力を記入すること。
※必要に応じて，表の行を増やすこと。

