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ルーブリックを活用した学生と教員の評価のズレに関する
学生の振り返りの分析
⎜ PBLのパフォーマンス評価における学生の自己評価の変容に焦点を当てて ⎜
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Analysis of StudentsʼReflections on the
Differences between Student Self-Assessment and
Teacher Assessment through the Use of a Rubric:
Focus on Student Self-Assessment Change
in PBL Performance Assessment
Yugo Saito,

Kazuhiro Ono, Kayo M atsushita

(Kyoto University) (Niigata University)

(Kyoto University)

A current debate surrounding educational reform focuses on self-assessment abilities.
In this research,during theperformanceassessment ofproblem-solving abilities,students
were asked to assess themselves. We then attempted to promote studentsʼreflection on
the reasons behind the differences between self-and teacher assessment. Using both
quantitative and qualitative data, we examined how reflection affected studentsʼselfassessment. The results indicated that students increased their awareness of the meaning ofthe rubric descriptors and what was required bythe tasks. Finally,we discovered
that students werelikelyto determinetheir own weaknesses based on thedifferencesfrom
the teacher assessment and create an in-depth reflection that leads to further learning.
This type of “
assessment as learning”could also indicate a promising direction for
utilizing rubrics in studentsʼlearning.

〔キーワード：PBL，改良版トリプルジャンプ，ルーブ
リック，自己評価，直接評価，振り返り〕

価の信頼性を検討したり（例えば，松下他，2013）
，
「公平で客観的かつ厳格な成績評価」を担保しようとし
たりする試みなど（例えば，沖，2014）で利用されて

1．問題と目的

いる．

⑴ 問題意識

し か し 松 下（2012）が 指 摘 す る よ う に，本 来 パ

１）ルーブリックの学びへの活用

フォーマンス評価やルーブリックは心理測定学的パラダ

昨今，アクティブラーニングの急速な普及とともに，

イムではなく，構成主義や状況論などを基盤としてお

パフォーマンス評価と評価基準表であるルーブリックに

り，形成的評価によって教育改善・指導，学生の成長を

注目が集まっている．ルーブリックは複数の評価者間で

促すことが主目的となる．山田・森・毛利・岩崎・田中

評価の一貫性を確保するために行う調整作業（モデレー

（2015）ではそのような観点から，ルーブリックを学び

ション）のツールとしての機能や，学習の質を量に変換

に活用するための知見を，多くの研究事例のレビューを

するという機能を持つ（松下，2012）
．そのためルーブ

通して提示している．そのような研究のなかでも寺嶋・

リックはパフォーマンス評価における複数評価者間の評

林（2006）は，学生が自ら学習やその評価を一体化さ
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せつつ，自己学習力を向上させる必要があるという問題

ブラーニングにおいても，学習に対する自己評価とその

意識から，ルーブリックを事前に学生に提示し，それを

結果にもとづいた学習の自己調整が求められている（松

もとに学生自身に振り返らせるという実践を行ってい

下・石井，2016）
．例えば，須長（2010）はアクティブ

る．そしてその効果をアンケート調査から検討し，自分

ラーニングにおいて学習者は単に個別にそれぞれのセッ

自身の課題や学習方法の重要性を認識させ，目標を意識

ションを実施するだけに留まらず，全体の関係性の中で

化させる効果があることを明らかにしている．この研究

個々のセッションの意義付けを行うことが重要であり，

はルーブリックを学びに活用し，特に学生の自己評価能

そしてそのような全体調整には，一連のプロセスを完遂

力の向上を目指した研究として位置づけることができ

するための観察・遂行制御・反省等を行う自己調整が必

る．

要であることを指摘している．また，自己調整学習方略

２）自己評価能力への着目

のリストには自己評価が含まれており（Zimmerman,

田中（2008）によると，自己評価能力とは，学習者

，主体的に学習を進める際に，適宜
2001；伊藤，2012）

が自分で自分の人となりや学習の状態を評価し，それに

ふり返って計画の遂行状況や理解度を自己評価できなけ

よって得た情報によって自分を確認し今後の学習や行動

れば，自分の力で学習を進めたり次の学習行動につなげ

を調整する能力のことである．また，情報社会の進展と

たりすることはできないため，やはりアクティブラーニ

生涯学習社会の到来を背景として，生涯にわたり学習す

ングにおいてその重要性を指摘できる（中山，2013）
．

るための自己学習能力の形成が求められるようになって

このように，昨今の社会的要請や現在の教育改革を背

きており，自己学習能力は自己評価能力に裏打ちされな

景として，またそれの下で普及が進むアクティブラーニ

い限り十全に機能しないため，その形成の重要性が問わ

ングにおいても，学習の自己調整に関わる重要な概念と

れていると述べている．

して自己評価能力は注目されていることがわかる．

事実，昨今の教育改革のキー概念である「資質・能

３）学生を評価主体として育成するためのルーブリック

力」では複数のモデルが提案されているが，自己評価あ

の活用

るいはメタ認知はそれらのモデルに共通して見出すこと

特に高等教育分野において，学生が自分の状態をもっ

ができる．松下（2016）は国内外で議論されており影

ともらしく把握できるのかどうかを実証的に検討したも

響力をもっている複数の「資質・能力」概念を① 育成

のとして，斎藤・小野・松下（2017）がある．そこで

すべき資質・能力に包摂される個人の属性> に着目した

は，アカデミック・ライティング能力を共通のルーブ

もの（３次元構造）と② 資質・能力を育てる関係性>

リックを用いて教員による評価と学生の自己評価から捉

に着目したもの（３軸構造）に整理し，どちらにおいて

えているが，教員による評価と学生の自己評価では，学

も「省察性（reflectiveness）
」
（自らの学びについて省

生の自己評価は教員による評価と比較してかなり甘めで

察的・メタ的であること）を求めていることを明らかに

あり，さらにそれがほぼ無相関であったことを報告して

している．なお，典型例として，①ではカリキュラム・

いる．すなわち，共通の評価基準を用いたとしても，エ

リ デ ザ イ ン・セ ン ター（CCR）の ４ 次 元 の 教 育

キスパートの教員による評価とノービスの学生の自己評

（Fadel et al., 2015）
，②ではOECD-DeSeCoのキー・

価は絶対的にも相対的にも大きくズレることを明らかに

コンピテンシー（Rychen & Salganik, 2003）が挙げ

している．

られている．

な お，松 下・小 野・高 橋（2013）で は 同 様 の パ

そして，松下（2016）はこれらを統合的に捉える枠

フォーマンス評価において，複数名の教員同士の評価に

組みとして「３・３・１」モデルを提唱している．
「１」

よる信頼性を一般化可能性理論によって検討し，一定の

に該当する省察性には，メタ学習（メタ認知と成長的マ

信頼性が得られていることを報告しているが，これをズ

インドセットが含まれる）あるいは学ぶことの学習に加

レという観点から見ると，エキスパート同士の評価で

え，批判的なスタンス，差異・矛盾への対応などの意味

あっても，やはりある程度のズレは生じることがわか

合いも含まれている．これらを機能させるためには，先

る．しかし，斎藤他（2017）で見られたような顕著な

述の田中（2008）が指摘するように，自己評価能力の

ズレではない．

裏打ちが必要になるだろう．このように，現在の教育改

つまり，ある教員による評価を，絶対的に正確な評価

革において自己評価能力の形成が求められていることが

とみなす（測定論でいえば，誤差が全く含まれておら

わかる．

ず，真値と同じものとみなす）ことは危険ではあるが，

また，そのような教育改革の下で普及が進むアクティ

それでもやはり，教員同士ではズレが小さく，教員と学

⎜ 49 ⎜

A Self-archived copy in
Kyoto University Research Information Repository
https://repository.kulib.kyoto-u.ac.jp

生とではズレが顕著に大きいということから，教員によ

は大きなズレが生じる．ここには，Sadler（2010）が

る評価を，エキスパートの鑑識眼を通したより妥当な評

いう応答ジャンル，基準，質といった概念とその相互関

価として位置づけることができるだろう．そのように位

係の理解の程度が影響していると考えられる．言い換え

置付けた場合，教員による評価とのズレが大きい学生

れば，エキスパートとノービスの鑑識眼の違いがこのよ

は，自分の学習の状態をもっともらしく把握することが

うなズレを引き起こしていると考えられる．また，能力

できていない，ということになる．

の低い人が自身の能力を過剰に評価する傾向にあり，能

特にこれは，高等教育において涵養が目指されている

力の高い人は逆の傾向にあるという認知バイアス（ダニ

高次の統合的な能力を自己評価する際に重要になる．

ン グ＝ク ルーガー効 果）の 影 響 も 考 え ら れ よ う

Sadler（2010）が指摘するように，複雑な能力の表れ

（Kruger & Dunning,1999）
．そこで，ただ自己評価を

であり，標準化できないような成果物に対しては，様々

させて「教員による評価とズレている」と認識させるだ

な観点からその質を総体的に判断する必要がある．その

けはなく，
「なぜ教員による評価とズレたのか」に関し

際，
「批評せよ」と「説明せよ」など，課題で指定され

て意識的に振り返りをさせることで，学生は教員の鑑識

た応答ジャンル（response genre）によって求められ

眼との隔たりを認識するだけでなく，評価に関わる概念

ている回答が異なるということや，
「一貫性」や「エレ

の理解を深め，それに伴って自己評価能力を高めること

ガントさ」といったルーブリックなどの基準で用いられ

ができるのではないだろうか．このようにルーブリック

ている言葉の意味を理解して（あるいは評価者同士で共

を，単に学習の質を量に変換するためのツールとして用

有して）いなければならない．つまり，高次の統合的な

いるのではなく，学生を評価主体として育成するために

能力を評価するという行為には，応答ジャンル，基準，

活用することは，形成的評価によって教育改善・指導，

質といった概念とその相互関係の理解を前提とした専門

学生の成長を促すという本来的な目的に合致するものと

的技術が必要である．山田・斎藤（2017）はそのよう

いえる．

な背景から，成績評定に関しては学生の評価を教員の解

⑵ 研究目的

釈を通して限定的に使用する必要性を示しつつも，その

以上のような問題意識から本研究では，ある PBL科

ような評価に学生が参加することで，学生を評価主体と

目における問題解決能力を評価するためのパフォーマン

して育てていく可能性を論じている．Sadler（2010）

ス評価を事例として，ルーブリックを用いて学生に自己

や山田・斎藤（2017）の指摘は学生同士のピア評価と

評価させるだけではなく，学生の自己評価と教員による

いう文脈でなされたものであるが，自己評価においても

評価とのズレを学生に提示し，
「なぜズレたのか」の振

同様の指摘ができるだろう．

り返りを促す実践が，学生の自己評価にどのような影響

さて，学生を評価主体として育成する際に，ルーブ

を与えるのかを，ズレの度合いと振り返りの記述内容と

リックは強力なツールとして位置づけることができる．

いう量的・質的データの双方から検討することを目的と

ある課題に対する成果物から，何かしらの能力を評価す

する．

るために教員が作成したルーブリックは，その課題の応

2．方法

答ジャンルや質を判断する基準を明文化したものとな
る．学生はそれをもとに自身の成果物から自身の能力を

⑴ 新潟大学歯学部の PBL授業におけるパフォーマン

評価するという経験をすることで，どのような視点で質

ス評価

を判断するべきなのかということを学ぶことができる．

本研究において事例として取り上げるのは，新潟大学

ルーブリックを事前に提示し，学生に自己評価させる実

歯学部口腔生命福祉学科において２年次の前期・後期に

践を行った，先述の寺嶋・林（2006）の研究において，

わたり開講されている PBL科目群におけるパフォーマ

評価の視点に気を配ることや，自分の能力を客観的にみ

ンス評価である．この科目は，学生自身が口腔に関わる

ることに関してできていたとアンケートに回答する学生

テーマから問題を見出し，仮説を立て，学習課題を設定

が多かったこともそれを支持している．ただし，教員に

し，授業時間外で学習課題を調査・自習したり，学習課

よる評価と学生の自己評価とのズレは検討していないた

題に関連したセミナーで新たに得たりした知識をもとに

め，本当に学生が適切な自己評価を行えていたかどうか

問題解決に取り組むというものである．

は不明である．

ここでは，PBLにおける問題分析・問題解決能力，

また，斎藤他（2017）が示したように，ルーブリッ

自己学習能力を評価するために考案された，
「改良版ト

クを事前に提示したとしてもなお，教員と学生の評価に

リプルジャンプ」というパフォーマンス評価を実施して
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図1 改良版トリプルジャンプ用シナリオ（前期・後期)

いる．問題解決能力を評価するために用いられた課題と

く，教員による評価とのズレに関して振り返りをさせる

ルーブリックは歯学と教育評価の専門家によって内容的

活動を新たに加えた．具体的には，ステップ１・２の

妥当性，表面的妥当性が確認され，複数名の評価者間の

ルーブリック（６観点）と，各観点における教員による

評価の整合性の観点から信頼性が確認されている．詳細

評価と学生の自己評価を同時に返却し，ルーブリックを

は小野・松下・斎藤（2014）を参照されたい．

参照しながら２つの評価のズレをすぐに確認できるよう

改良版トリプルジャンプは，PBLにおける学生の学

なプリントを作成した（表１）
．そのプリントでは，教

習成果を評価するために開発された方法であり，以下の

員による評価と自己評価をもとに，
「現在の到達状況」

３つのステップからなる．ステップ１では，提示された

「教員による評価と自己評価がズレた理由（ズレがない

シナリオ（図１）から問題を見つけだし，いったん既有

場合は書く必要はない）
」
「今後観点ごとの力やそれらを

知識で解決策を立案した上で，調べるべき学習課題を設

統合した問題解決能力をどうしたら伸ばすことができる

定し，その過程をワークシートに記述する（60分間）
．

かの考え」を自由記述によって回答を求めるようになっ

ステップ２では，学習課題を調査・学習し，その結果を

ている．なお，プリントに記載されている教員による評

もとに当初の解決策を検討して，最終的な解決策を提案

価は，歯学を専門とする著者のうちの一人によるもので

し，その過程をワークシートに記述する（１週間）
．最

ある．

後のステップ３では，シナリオにもとづく場面設定で，

まとめると，2014年度と2015・2016年度との間には

教員を相手にしたロールプレイによって，解決策の実行

そのような振り返りの活動を行ったかどうかの違いがあ

を実演する（15分間．ただし教員からのフィードバッ

る．PBL科目は前期と後期に開講されており，改良版

クを含む）
．ワークシートによる筆記課題とロールプレ

トリプルジャンプもそれぞれの期末に行われているた

イという実演課題を組み合わせ，２つの異なるタイプの

め，①2014年度と2015・2016年度の前期と後期におい

ルーブリック（ステップ１・２は様々な評価課題に対応

て教員による評価と学生の自己評価のズレがどのように

できる一般的ルーブリック，ステップ３は課題特殊的

変化したのかの量的な比較と，②2015・2016年度にお

ルーブリック）を用いたパフォーマンス評価である．

いて前期と後期で振り返りの記述内容がどのように変化

なお，ステップ１・２においてのみ，教員が使用する

したのかの質的な比較が可能である．本研究では特に，

ルーブリックを学生に事前に示し，自己評価をさせてい

「教員による評価と自己評価がズレた理由」への記述内

る．本研究では教員による評価と学生の自己評価とのズ

容に注目する．これらの比較を通して，このような活動

レやその振り返りの内容を検討することを目的としてい

が自己評価にどのような影響を与えるのかに関する示唆

るため，ステップ１・２の評価を検討対象とする．

が得られると期待できる．

⑵ 自己評価とその振り返り

⑶ 変数化の手続き

2014〜2016年度において，改良版トリプルジャンプ

「問題発見」
「解決策の着想」
「学習課題の設定」
「学習

ではすべて同じ課題・ルーブリックによって同じ手続き

結果とリソース」
「解決策の検討」
「最終解決策の提案」

がとられている．ただし2015年度から，本研究のよう

の６つの観点からなるステップ１・２のルーブリック

な問題意識によって，学生に自己評価をさせるだけでな

（表１）を用いて，著者のうちの一人である教員１名に
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表1 自己評価のリフレクションを促すためのプリント（抜粋)

※ワークシートの評価基準は，改良版トリプルジャンプ１・２の評価基準に該当する．また，評価結果や記述内容は架空のものである．

よる評価と，学生の自己評価を，レベルに応じて得点に

する場合には，全体のズレの平均に加えて，そのバラつ

換算した（０〜３点）
．また，このルーブリックは PBL

きも併記し，考察の対象とする．

における統合的な問題解決能力を評価するためのもので

⑷ 調査対象者及び手続き

ある．そのため，６観点の平均点は「PBLにおける問
題解決能力」と操作的に定義する．

調査対象者は，2014〜2016年度において PBL科目群
を前期・後期に履修した２年次生60名（年度順に，18

そして，本研究では教員による評価をエキスパートの

名，22名，20名）である．データの収集・使用にあた

鑑識眼を通したものとして，学生の能力を捉える際のよ

り新潟大学歯学部の倫理委員会の承認（承認番号 26-

り妥当なものとして位置づけ，そこから学生の自己評価

R54-03-11）を得たうえで，調査対象となる全ての学生

を減じた差分をズレとする．そのように変数化したズレ

から同意を得た．

が前期と後期でどのように変容するのかを，振り返りが

3．結果と考察

あった場合となかった場合とで比較することで，振り返
りの影響を検討する．

⑴ 前期から後期にかけての評価のズレの度合いの変容

なお，評価のズレの度合いを検討するために，ズレの

の比較

絶対値やズレの分散をとってその変容を比較する手法も

前期と後期の教員による評価と学生の自己評価の要約

考えられる．しかしそのような手法では「評価の甘さ／

統計量を2014年度（振り返りなし）と2015・2016年度

辛さ」などの「どのようにズレるのか」の情報が損なわ

（振り返りあり）別に表２に示す．ズレの度合いの平均

れてしまうため，本研究では単純な差分を使用する．た

値が正の値であれば，教員による評価と比べ相対的に学

だし差分のみの情報では，例えば全体のズレの平均値が

生の自己評価が辛く，負の値であれば自己評価が甘いこ

０であったとしても，教員と学生の評価が完全に一致し

とになる．観点ごとに若干傾向は異なるが，概ねどちら

ている場合と，甘めの評価や辛めの評価をする学生が混

も前期から後期にかけて，ズレの度合いの平均値の絶対

在しているためにそれらが相殺されている場合などがあ

値は０に近づいている．ただし，標準偏差から見るバラ

り得るため，平均値のみで解釈することは危険である．

つき具合は観点によって一貫した傾向は見られず，後期

そこで，全体としてズレがどのようになったのかを検討

のほうがバラつきが大きいものもある．
「全観点平均」
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表2 前期と後期の教員による評価と学生の自己評価の要約統計量

に関しては，2014年度（振り返りなし）と2015・2016
年度（振り返りあり）のどちらもズレの度合いの平均値
が前期から後期にかけて絶対値が０に近づいている．た
だし2014年度（振り返りなし）後期は負の値を示して
おり学生の自己評価のほうが相対的に甘く，2015・
2016年度（振り返りあり）後期は正の値を示しており
学生の自己評価のほうが相対的に辛いことがうかがえ
る．また，標準偏差は0.5付近であり，どちらも前期か
ら後期にかけて顕著な変容はない．
これらを総合的に解釈すれば，全体としては，前期は
年度に関わらず，学生は教員による評価と比較して甘め

図2 PBLにおける問題解決能力のズレの比較

に評価する学生が多かったことがうかがえる．そして後
期になるとズレの度合いの平均値が絶対値としてはどち

．これらの結果から，図２からもわか
p＜.05，g＝1.3）

らも０に近づいたが，ズレの度合いのバラつきは前期か

るように，振り返りあり群のほうが振り返りなし群と比

ら後期にかけてほぼ変わっていないため，学生の自己評

較して，ズレの度合いが前期から後期にかけて顕著な変

価が教員による評価と一致するようになったというわけ

容を示しており，より学生の自己評価が相対的に辛くな

ではなく，教員よりも甘めに評価する学生と辛めに評価

るというものであった．ただし先述のように，それに

する学生が混在するようになったことがうかがえる．

よって教員による評価と一致するようになったわけでは

次に，ズレの度合いが前期から後期にかけてどのよう

ない．つまり，振り返りによって後期の自己評価の際に

に変容したのかに関して全体的な傾向を把握するため，

慎重になり，教員よりも相対的に辛めに評価する学生が

「全観点平均（PBLにおける問題解決能力）のズレ」を

増え，前期とは逆向きのズレが生じていることが示唆さ

従属変数，
「振り返りなし／振り返りあり」の群（参加

れる．

者間）
，
「前期／後期」の時期（参加者内）を独立変数と

これらのことから，教員による評価をより妥当なもの

して，２要因の分散分析（混合計画）を行った．また，

とした場合に，ルーブリックを活用した評価のズレに関

そのグラフを図２に示す．その結果，群と時期の有意な

する振り返りによって，学生の自己評価が相対的に辛め

交互作用効果が見られた（F (1,56)＝5.45，p＜.05，

になる可能性が示唆された．上述のように，逆向きのズ

η＝.09）
．これは，前期から後期にかけてのズレの変

レを引き起こすことも考えられるため，自己評価が辛め

容の様相が，群間で異なることを示している．それがど

になるということがすなわち自己評価能力が高まったと

のように異なるのかを検討するために，単純主効果の検

いうことを主張することはできないだろう．

定（Holm法による調整）を行ったところ，後期におけ

このような変容が自己評価能力の形成にどのような意

る群間の単純主効果が有意であった（t(112)＝3.26，

味を持つのかは定かではないため，今回の結果から，振
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り返りが自己評価能力に対してポジティブな影響を与え

だった．解決策の着想については，立案過程を述べたつ

たのか，ネガティブな影響を与えたのかを論じることは

もりでいたが不十分だった」
（学生Ｂ：自己評価甘め，

現時点では困難である．このように自己評価が辛めにな

平均程度）のように，どのくらい書いていれば「十分」

るということが，長期的に見れば自己評価能力の形成に

なのかがわからず，ズレてしまったという記述があっ

必要なのかもしれない．逆に，学生の自己効力感を過度

た．さらに，
「解決策の検討については，
〝比較" をする

に損なってしまったのかもしれない．では，このような

ことなく，情報をさらに集めただけだったため，
〝検討

自己評価の変容がどのような意味を持つのだろうか．次

や比較" を行えていなかった」
（学生Ｃ：自己評価甘め，

に学生の振り返りの記述内容を分析することによって，

平均以上）のように，
「検討や比較」には何が求められ

以上のことに迫りたい．

ているのかの認識が異なっていたことに気づく記述など

⑵ 前期から後期にかけての振り返りの記述内容の比較

も見受けられた．

2015・2016年度は，前期と後期の期末に，教員によ

他にも「あまり比較していないと感じたが，考察する

る評価と学生の自己評価のズレの振り返りの活動を行っ

過程で思っていたより検討できていたためだと考えた」

ている．この活動に参加した42名の学生の，ズレが生

（学生Ｄ：自己評価辛め，平均以上）のように，
「比較す

じた理由に関する振り返りの自由記述に関してテキスト

る」ということに関して教員よりも高めに水準を設定

マイニングを行い，前期と後期でどのような違いが見ら

し，辛めに自己評価したという学生もいた．このような

れるのかを検討した．自由記述の分析には KH Coder

記述は特に，PBLにおける問題解決能力（教員）が平

（樋口，2014）を使用した．

均よりも高い学生に散見された．このように前期におけ
るズレの振り返りの活動は，課題で求められているもの

表3 前期と後期の振り返りの記述内容の特徴語

や，ルーブリックの記述語の意味などに目を配るきっか
けになっているようである．
それに対し，後期は「理由」や「原因」など，自分自
身の成果物の内容面において何が足りなかったのか，足
りていたのかを具体的に考察する記述が目立った．例え
ば，自己評価を甘めにした学生の記述として，
「自分な
りには説明できたつもりであった．しかし，見直してみ

「教員による評価と自己評価がズレた理由」に対する

ると，内容はともかく，
『〜だから』というような，理

自由記述の前期と後期の特徴語を表３に示す（表の数値

由を表すような表現でかけていなかったことに気付い

はJaccardの類似性測度）
．これら特徴語は単なる頻出

た．
『〜なはずがない』という言い方を並べても理由の

語ではなく，データ全体に比してそれぞれの部において

説明にはならないので，書き方にも注意したい」
（学生

特に高い確率で出現している語であるため，前期と後期

Ｅ：自己評価やや甘め，平均以上） のように，自分の

の記述を特徴づける語であるといえる（樋口，2014）
．

成果物に立ち戻って，教員が求める水準を満たすために

これらの特徴語をキーワードとして，前期と後期それぞ

は具体的にどのように書くべきだったのかを考察してい

れでこのような言葉を用いている学生の代表的な記述例

る．

を示す．なお，その記述をした学生の特徴として，自己

また前期において，課題で求められていることの認識

評価が教員による評価に比べ甘め／辛めだったかどう

のズレに言及していた学生Ｃは，
「自分の中ではシナリ

か，PBLにおける問題解決能力（教員）の得点が全体

オに出てきているキーワードをチェックし，それが関連

の平均に比べどうだったのかを付記する．

するものをただ漠然と課題に設定し，断片的に調べてし

まず前期は，
「不十分」
「説明」
「比較」など，課題で

まっていたのが原因だと思う…（中略）…検討の仕方を

求められているものや，ルーブリックの記述語で使用さ

勘違いしていたことが一番の原因．自分が設定した学習

れている言葉の意味に関する言及が目立った．例えば，

課題と解決策の着想を見比べ，これで本当に問題は解決

「解決策の意味がよく分かっていなく，検討［見当］違

するのか，実行できる範囲で考え，限界にも思いめぐら

いだったため」
（学生Ａ：自己評価甘め，平均以下）と

す必要があった」
（学生Ｃ：自己評価甘め，平均的）と

いう，課題で求められているものの意味がよくわかって

いうように，なぜズレてしまったのか，またそれを解消

いなかったという記述が見られた．また，
「問題発見に

するためには，あるいは次の学習ではどうしたらよいの

ついては，理由の説明の量が不十分だったことが原因

かということにつながる言及をしている．
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他方，自己評価を辛めにした学生の記述として多かっ

階ですでに，ズレをもとに自身の成果物を再度客観的に

たのは「問題発見については，自分が思っていたよりも

分析している学生の記述もみられた．また，学生のサン

詳しく問題とした理由が述べられていたからであると考

プルサイズは小さく，記述量も多いものとは言えないた

える」
（学生Ｆ：自己評価辛め，平均以上）というよう

め，確定的な結論は保留する必要がある．

に，前期の学生Ｄのように，高めに水準を設定し，辛め

しかし，テキストマイニングによって示されたよう

に自己評価したというものである．前期と異なること

に，全体的な傾向として前期から後期にかけて記述内容

は，PBLにおける問題解決能力（教員）が平均的〜平

の特徴が変化したことから一定の示唆が得られるだろ

均より低い学生にも散見されるようになったということ

う．まず，前期はルーブリックの解釈に関する言及が目

である．

立っていたが，これは Sadler（2010）がいう応答ジャ

そのような学生の記述の中には，
「解決策の着想につ

ンル，基準，質といった評価という技術に関わる概念の

いては，その解決策をたてた理由をうまく言葉にできな

理解に関わるものであるといえる．そしてそのような理

かった．そのため『１』という評価にしたが，解決しよ

解を学生が得たあとの後期の評価では，ただルーブリッ

うと注目した観点は悪くなかったようだ．最終解決策の

クの記述語の解釈に言及するだけでなく，ズレに対して

提案では，調査の量が膨大で，まとめるのが難しかっ

より分析的な考察ができている記述が見られるように

た．そのため，詳しく説明すべきところで内容が薄く

なっている．このような傾向は，振り返りの活動を通し

なってしまった．しかし，患者との信頼関係を築くポイ

て自己評価能力が向上したと解釈する根拠となりえるの

ントや治療にあたって説明する意義，歯科衛生士の役割

ではないだろうか．

など理解した上で患者とコニュニケーションがとれたと

また，先述の量的分析において，このような振り返り

いう点では良かったと思う」
（学生Ｇ：自己評価辛め，

の活動によって，教員による評価を妥当なものとした場

平均以下）のように，単に「思ったよりよかった」とい

合，学生の自己評価がより辛めになるということを明ら

うのではなく，不安になっていたものの，教員による評

かにした．その原因として，前期の経験を通して，教員

価から自己評価の修正を行い，また良かった点を把握し

の判断に合わせるために水準を高めに設定し，辛めに自

ようとしている．

己評価するということが，平均的〜平均よりも低い能力

同様に，
「自分がインターネットで得た情報が本当に

の学生にも見られるようになっていることに起因してい

正しいのか後々不安になってきて『２』をつけたが，ス

ると解釈できる．ただし，そのような学生の中に，振り

テップ３を実行してみて，その情報は間違っていなかっ

返りの中で教員による評価とのズレを認識し，さらに自

たことが分かったので，評価がずれてしまった．最終解

己評価の修正を行い，自身の良かったところを認識する

決策を行う上で必要な追加情報がうまく設定できなかっ

といった記述をしているものもみられた．

たので，どこか間違っていると思い『１』をつけた．し

つまり，このような振り返りによって，後期がより辛

かしそれは解決の目標の設定の仕方に問題があったこと

めの自己評価になった背景には，前期に甘めにつけてい

で，最終解決策は妥当なものだということが分かった」

たことを認識し，振り子のように後期は辛めにつけるよ

（学生Ｈ：自己評価辛め，平均的）のように，改良版ト

うになったということが想定されるが，それをさらに振

リプルジャンプのステップ１・２の時点では自信がな

り返ることで，また自己評価の修正や調整を行っている

かったが，後のロールプレイであるステップ３をやりな

様子が見て取れた．前期と後期の振り返りによって，繰

がらその自己評価が修正されていく過程を記述した学生

り返し教員による評価とのズレを認識した彼らが，評価

もいた．

主体として次にどのような自己評価や振り返りをするこ

以上のような比較から，このような振り返りが，ルー
ブリックの記述語の意味や課題で求められているものに

とになるのか．今後も継続的な調査が必要になるだろ
う．

目を配るきっかけになっていることや，さらに次のス

4．まとめと今後の課題

テップとして，教員の評価と照らし合わせて，より具体
的に自分の成果物をリフレクションし，次の学習に生き
るような示唆を得ることを促していると考えられる．

本研究は，ルーブリックを学びに活用し，評価主体と
して育成することを目的とした実践を事例として取り上

ただし，すべての学生の記述がそのような変化をみせ

げた．具体的には，問題解決能力を評価するためのパ

ているわけではなく，後期の振り返りにおいても，感覚

フォーマンス評価において，ルーブリックを活用し，学

的に自己評価した旨の記述がみられた．逆に，前期の段

生に自己評価させるだけではなく，その評価と教員によ
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る評価とのズレを学生に提示し，
「なぜズレたのか」の

を与えている可能性も考えられる．

振り返りを促す実践を行い，複数の比較を通してこのよ

また，自己評価 能 力 に 関 わ る メ タ 認 知 は，岡 本

うな活動が学生の自己評価にどのような影響を与えるの

（2012）も述べているように，多面的で曖昧な概念であ

かを検討した．その結果，ルーブリックの記述語の意味

り，評価や測定が困難な心的過程である．そのため，学

や課題で求められているものを意識するようになった．

生の自己評価能力を捉えることも困難だと考えられる．

また，自分の成果物に対して教員の評価と照らして次

しかし昨今の教育改革の動向を考慮すると，日々の教育

の学習へつながるような，より深い考察をするようにな

実践のなかで学生の自己評価能力をいかに捉え，いかに

るという可能性を見出した．また，評価が相対的に辛く

育成するのかという議論はますます活発になっていくと

なる傾向を明らかにしたが，同様の振り返りを再び行う

予想される．本研究がそのような議論の一助となれば幸

ことで，さらなる自己評価の修正が促される可能性を見

いである．

出した．これは，ルーブリックを学生の学びのために活
用する一つの方向性になり得るだろう．

謝辞

最後に，本研究の限界と今後の課題を述べたい．先述

本研究において，調査に協力してくださった新潟大学

のようにサンプルサイズが小さく，またあくまで特定の

歯学部の教員の皆様，学生の皆様に感謝を申し上げま

歯学系の PBLの授業におけるパフォーマンス評価にお

す．

ける実践を事例としたものであるため，結果の再現性や

また本研究は，JSPS科研費「能力形成を促すパ

一般化可能性には限界がある．他の評価や他の学問領域

フォーマンス評価の開発と拡張」
（平成27〜29年度，研

の事例の蓄積も肝要であろう．さらに，本研究は半年間

究代表者：松下佳代，課題番号15H03473）の助成を受

という比較的短い期間において，限定的な手法によって

けました．

自己評価の変容を捉えようとしたものであることに留意
しなければならない．今後，継続的な調査によって，再

文献

現性の確認や，このような振り返りが長期的にみて学生

Fadel, C., Bialik, M ., & Trilling, B. (2015). Four-

の自己評価能力の形成にどのような影響を与えたのか，

dimensional education: The competencies

慎重に検討していく必要があるだろう．

learners need to succeed.Boston,M A:The Cen-

また，本研究は教員による評価の数値のみをフィード

ter for Curriculum Redesign.

バックし振り返りを促したものであるが，数値のみでは

樋口耕一（2014）
『社会調査のための計量テキスト分析

なく，教員がなぜそのような評価をしたのかといったコ

―内容分析の継承と発展を目指して―』ナカニシヤ出

メントのフィードバックによって，振り返りがより深ま

版．

り，自己評価能力の形成に有効であると考えられ，その

伊藤崇達（2012）
「自己調整学習とメタ認知」自己調整

ような検討にも意義があろう．ただし，教員の評価負担

学習研究会（編）
『自己調整学習 理論と実践の新た

を増やすことになるため，実行可能性との兼ね合いも考

な展開へ』
，北大路書房，pp.31‑53．

慮する必要がある．

Kruger, J., & Dunning, D. (1999). Unskilled and

なお，本研究では教員による評価をより妥当なものと

unaware of it: how difficulties in recognizing

して扱い，そのズレから学生の自己評価の様相を捉えよ

oneʼ
s own incompetence lead to inflated self-

うとした．しかしそれは，教員による評価を絶対的に正

assessments. Journal of personality and social

確な評価とみなしていると意味するわけではないし，ま

psychology,77 (6),1121‑1134.

たそのようにみなすことはすでに述べたように危険であ

松下佳代（2012）
「パフォーマンス評価による学習の質

ることに留意されたい．本研究の実践ではそれを学生に

の評価：学習評価の構図の分析にもとづいて」
，
『京都

も意識してもらうために，振り返りのプリントでは，教

大学高等教育研究』18,pp.75‑114．

員による評価に納得いかなかった場合に，自己評価が妥

松下佳代（2014）
「学習成果としての能力とその評価

当であることを説明するように求めている．何かしらの

―ルーブリックを用いた評価の可能性と課題―」
，
『名

構成概念を変数化する際，どのような評価手法や測定

古屋高等教育研究』14,pp.235‑255．

ツールを用いたとしても，必ず誤差がつきまとう．特に

松下佳代（2016）
「資質・能力の新たな枠組み―
「３・

ズレや変容などを検討する際には，誤差の影響は顕著に

３・１ モデル」の提案―」
，
『京都大学高等教育研

なる．当然，そのような誤差が本研究の量的分析に影響

究』22,pp.139‑149．

⎜ 56 ⎜

A Self-archived copy in
Kyoto University Research Information Repository
https://repository.kulib.kyoto-u.ac.jp

松下佳代・石井英真編（2016）
『アクティブラーニング
の評価』東信堂．

授業実践への課題―activeness概念を中心に―」
，
『関西大学高等教育研究』1，pp.1‑11．

松下佳代・小野和宏・高橋雄介（2013）
「レポート評価

斎藤有吾・小野和宏・松下佳代（2017）
「パフォーマン

におけるルーブリックの開発とその信頼性の検討」
，

ス評価における教員の評価と学生の自己評価・学生調

『大学教育学会誌』35‑1，pp.107‑115．

査 と の 関 連」，
『日 本 教 育 工 学 会 論 文 誌』40

中山留美子（2013）
「アクティブ・ラーナーを育てる能

（Suppl.）
，pp.157‑160．

動的学修の推進における PBL教育の意義と導入の工

田中耕治（2008）
『教育評価』岩波書店．

夫」
，
『21世紀教育フォーラム』8，pp.13‑21．

寺嶋浩介・林朋美（2006）
「ルーブリックの構築により

岡本真彦（2012）
「教科学習におけるメタ認知」
，
『教育

自己評価を促す問題解決学習の開発」
，
『京都大学高等

心理学年報』51,pp.131‑142．

教育研究』12,pp.63‑71．

沖裕貴（2014）
「大学におけるルーブリック評価導入の

山田勉・斎藤有吾（2017）
「アクティブラーニングの評

実際：公平で客観的かつ厳格な成績評価を目指して」
，

価への学生参加のあり方」
，第23回大学教育研究

『立命館高等教育研究』14,pp.71‑90．

フォーラム（参加者企画セッション「アクティブラー

小野和宏・松下佳代・斎藤有吾（2014）
「PBLにおける

ニングの評価のフロンティア」
）発表資料，2017年３

問題解決能力の直接評価―改良版トリプルジャンプの
試み―」
，
『大学教育学会誌』36‑1，pp.123‑132．

月20日．
山田嘉徳・森 朋子・毛利美穂・岩﨑千晶・田中俊也

Rychen,D.S.,& Salganik,L.H.(2003).Key compe-

（2015）
「学びに活用するルーブリックの評価に関す

tencies: For a successful life and a well-

る方法論の検討」
，
『関西大学高等教育研究』6，pp.

functioning society. Boston, MA: Hogrefe &

21‑30．

Huber.ラ イ チェン，D. S.・サ ル ガ ニ ク，L. H.

Zimmerman,B.J.(2001).Models of self-regulated

（2006）
．
『キー・コンピテンシー―国際標準の学力を

learning and academic achievement. In B. J..

めざして―』
（立田慶裕監訳）明石書店．

Zimmerman& D.H.Schunk (Eds.),Self-regulated

Sadler,D.R.(2010).Beyond feedback:Developing

learning and academic achievement: theory,

student capability in complex appraisal. Assess-

research, and practice.New York:Springer. pp.

ment & Evaluation in Higher Education, 35(5),

（塚野州一編訳）北大路
1‑25.『自己調整学習の理論』

535‑550.

書房，pp.136．

須長一幸（2010）
「アクティブ・ラーニングの諸理解と

⎜ 57 ⎜

