
"APU  Rubric"

自らの強みや特徴を客観的に捉えた上で、それを積極的に活かそうとする

自らが将来なりたい像や目指すビジョンを描き、それに近づくよう意識を持ち続ける

自らの態度や行動を常に振り返り、反省の心を持った上で、次の行動につなげていく

予想外の事態に直面しても、自らの意識や感情をコントロールし、平常心を保とうとする

自ら定めたルールや期限を守ることを強く意識し、自らを律する心を持ち続ける

いかなる状況においても、強い意志と気力を持って、前に向かって進もうとする

授業中だけでなく、課外活動や生活からも新しい知識を得ようとする

自分がこれまでに得た知識を日頃から実践に活かそうとする

良い経験だけでなく悪い経験からも学び、教訓にする

人から指示されるのを待つのではなく、何事も自ら進んで取り組み、行動する

自らの力を信じ、自らなすべき事を考えて決定し、自ら率先して行動する

何事においても当事者意識を持った上で、自発的に物事に取り組もうとする

相手の立場に立って物事を考えながら理解し、相手の心情を察しようと努める

相手の文化や習慣に対して、一義的な判断をしない

相手の心情の変化を敏感に察知し、相手を気遣う

相手の話（考えや意見）を丁寧に理解するために、傾聴の姿勢をくずさない

自らの考えや意見を、相手の関心や理解度に合わせて、わかりやすく伝える

適切なタイミングで質問する等、相手が話しやすい環境をつくり、相手の意見を上手く引き出す

チームの目的やゴールに向けて、絶えず周囲と協力・協調しながら、物事を進める

建設的な雰囲気作りをチーム内で行い、チームとしての団結力を強めていく

自らの役割を認識しつつ、チームに貢献する。

相手が、「自己の強みや弱点、願望、大切にしたいこと」などへの気づきが深まるように関わる

相手の可能性を信じて、「相手が目標に向かって行動を起せる」ようにサポートや励ましを送る

自らの知識やスキルを効果的に伝授して、相手の成長を促す

顕在化している問題のみならず、将来的に予測される問題に気付き、事前に対処しようとする

問題や課題の背景や要因、関連性を詳細に把握しようと情報収集し、
論理的で納得性の高い結論を導き出す

収集した情報を基に、数ある課題の中から、本質的課題を見抜き決断する

物事の全体像を捉え、大局的に見た上で、その構成要素を論理的に整理・統合する

他者の見解や仮説に対し、そのまま受け入れるのではなく、様々な角度から本質を見極める

起きている事象を表面的に捉えることなく、その本質を探ろうと努める

失敗を恐れず、何事にも立ち向かっていく勇気と熱意を備えている

一度掲げた目標に対して最後まで諦めず、達成するまで頑張り続ける意欲を持つ

先の見通しが立たない状況であっても、自らを信じ、積極的に行動し続ける

現状に満足することなく、積極的に変化を求め、新たな価値を創り出そうとする

過去の慣習や常識にとらわれず、自由な発想で取り組み、変化をもたらす

既存の概念の枠を超えて、新たな視点で物事を捉え、その可能性を切り開こうとする

自分が何に熱意を持っているのか自己認識し、熱意ややりがいを持って何かに打ち込んでいる

周りの考えに流されるのでなく、自分自信の心と熱意に従い、自己の行動や道を選択しようとする

自分が熱意を感じるものは何かを探求し、世界に一つの自分らしい人生を生きることを目指す

他者に対し愛と優しさをもって接する

世界の諸問題に敏感であり、自分から離れたところにいる他者のためにも何か行動を起こそうとする

自己の利益のみを追求するのではなく、他者の幸せを考えて行動する

人の力や環境に支えられていることを意識している

人や物事の肯定的な側面に目を向け、その良さや価値に喜びを感じる

素直な感謝の気持ちを言葉や行動で表現することができる

自分にはまだまだ学ぶべきことがたくさんあると認識している

自分が今こうやって生きているのは、これまで多くの人や環境からのサポートのおかげだと思う

たとえ自分の考え方ややり方とかなり違う人からでも、大切なことが学べると思う

人や物事に違いがあることを意識し、違いの良さを楽しむことができる

人や物事に対して先入観を持たず、視点を変えてその対象を理解しようとする

自分や他者の価値観や視点の違いが与える影響を理解し、柔軟に対応しようとする

状況や環境の変化に対して、否定的に捉えることなく、臨機応変に対応する

偏見や固定観念を持たず、物事を広く大きな心で捉え、寛容であろうとする

自らの考えや意見とは異なる結論に至ったとしても、前向きに捉えて対処しようとする

様々な国籍を持った人達とも積極的に交流を持ち、良好な関係（信頼関係）を築くことができる

自分の学修や生活に関してグローバルネットワークを活用し、より充実したものにしている

自分のグローバルネットワークを他者に提供することができる

自分が他言語で完璧に話せなくても、できるだけその言語を使って自分を表現するようにしている

他言語で話すことにためらいはなく、他言語を使うことを楽しむことが出来る

機会があればいつでも、他言語を実際に使い、その言語が上達するように心がけている

グローバルな視点で物事をとらえ、異国の人々と
積極的に交流し、彼らと共に活動することに価値
を見出している。

グローバル規模での交流を展開し、相互に影響
を及ぼし合う関係を築きながら、新たな価値や成
長の機会を創り出している

自らの交友関係に限らず、他者同士のグローバ
ルな関係性も深めようと働きかけ、より広いネット
ワークの実現に貢献している　　　自らの交友関
係に限らず、国を越えて人と人とが繋がるために
貢献している。

積極的な他言語活用
Use of Foreigen Language

他言語を積極的に活用して、他の国や文化出身の人々を
より良く理解し、自分の考えを適切に表現できる

語学力、第３言語、英語以外への興味、国際社会への関心と
責任感、Awareness of Global (Local Issues）、異文化理解、可
能性を信じる

母語ができれば十分という認識で、他言語には
興味や関心がなく、その必要性を理解しようとせ
ずに、拒絶や抵抗感を示す

他言語を使うことに興味や関心は持っているが、
自分から積極的に学ぼうとしたり、使おうとはしな
い

自信がなく下手であっても、間違いを恐れずに他
言語によるコミュニケーションを試み、その場の状
況に応じた対応をとっている　　　自信がなくて
も、恐れず他言語によるコミュニケーションを積極
的に試みている。

得意であるかどうかによらず、勇気と度胸を持っ
て他言語によるコミュニケーションをとり続け、周
囲との関係を良好なものにしている　　　状況や
相手に関わらず、勇気と度胸を持って他言語によ
るコミュニケーションを取り、その結果、他言語で
の交流に自信をつけるだけでなく、周囲との関係
を友好なものにしている。

積極的に他言語を活用しようとする意識や行動
が、人と人をつなげ、周囲の人間に好影響を及ぼ
し、他者同士の関係を円滑にしている

相手の立場に立って価値観を理解し、異質な中
にも共通する部分があることを認識しながら、そ
れらを前向きに受け入れている

異なる意見や価値観に出会い、衝突するようなこ
とがあっても、それらと向き合って尊重することに
より、新たな価値を見出している　　　意見や価値
観の違いに対して、衝突をさけるために問題を回
避したり、相互理解を諦めるのでなく、あえて両者
が違いに向き合い、理解を深め互いを尊重できる
ように働きかけ、新たな価値観を生み出している

多様な価値観を相互に受け入れることで、相乗
効果がもたらされることを理解し、周囲に対してそ
の実現を働きかける架け橋になっている　　　周
囲の人々が意見の違いや価値観の壁を越えて、
相互理解し、尊重しあえるように働きかけ、異なる
背景を持つ人々の架け橋となっている。

柔軟性
Flexibility

物事に対する拘りや固定観念を持
たず、周囲の状況や環境に応じて
適応し、順応する

Flexibility、ストレス耐性、Resilience、希望楽観性、寛容性、
Open Mindedness、Tolerance to Ambiguity、適応性

自分の価値観に対するこだわりが強いため、異
なった考え方や習慣を受け入れられず、否定した
り拒否してしまう　　　変化や新しいことに対して、
抵抗感を持っている。

自分が慣れ親しんだものは受け入れようとする
が、こだわりを捨てきれず、抵抗感やストレスが
残り、行動が伴わない　　　　変化や新しいことを
受け入れようとするものの、それに対してストレス
や抵抗感を感じる。

自分なりの意見や考えを持ちながらも、周囲の考
え方や価値観を積極的に受け入れ、臨機応変に
対応している

状況や環境の変化の中で、不確定要素があるよ
うな場合でも、変化を前向きに捉え、ベストのパ
フォーマンスを発揮しようとする

変化の激しい状況においても、自分のみならず
周囲も納得して適応するよう働きかけ、最善の対
処ができるよう促している

Global

多様性理解
Sense of Diversity

自らの価値観とは異なるものに理
解を示し、その異質性に価値を見
出すことで、相乗効果を引き出す

Passion for Diversity、異文化理解、自文化理解、
Diversity Perspectives、相手がどの国から来たのか気にしな
い、Enjoy the Difference、Non Judgmentalness

自分とは異なる価値観や物事に対して、理解しよ
うとせずに拒絶や抵抗感を示し、自分だけの世界
で安住してしまう

様々な価値観の違いがあることは理解している
が、自分の好みで良し悪しを判断しがちで、自ら
の観点を見直すには至らない

Virtue

謙虚さ
Humbleness

自分の力を過信せず、様々なこと
から学ぼうとし、周りに対する感謝
の念を忘れない態度

自分の知らない事を認める、自分の弱みを認める、
自分が至らない事を認める、自分の限界を知っている、
他者の良さを活かす、他者の良さを引き出す、
他者を尊重する、謙虚心

自分の力を過信し、欠点があることもわかってい
ないため、傲慢で独りよがりなことが多く、周囲と
ぶつかることが多い　　　 自分の力を過信し、欠
点や未熟さを認識しておらず、傲慢で独りよがり
なことが多い。

グローバルなネットワーク
Global Connection

様々なバックグラウンドを持った人
たちと信頼関係を築き、その関係
性によって自分や他人の活動の質
を高める

Global Mind、Global Connectedness、Global Connection、外部
で起きている事も自分の事としてとらえる

様々なバックグラウンドを持つ人達がいるにもか
かわらず、自分と気の合う仲間だけで集うことが
多く、広く交流しようとしない　　様々なバックグラ
ウンドを持つ人達がいるにもかかわらず、他国の
友人を増やすことへの関心がない

多様な国籍の人々と関わることに価値があること
は認識しているが、様々な理由を言い訳にし、積
極的に交流していない

感謝心
Appreciation

人や環境に支えられていることに
素直な喜びを感じ、その良さや価
値を受け入れて、自分の生きる力
とする

感謝心があることで人生を豊かにする、見えない人の力で社会
が成り立っていることを知る、相互依存、相互支援

この世に生きているのは、自分の意志と行動によ
るものだと思い込み、周囲の力に支えられている
ことを理解しようとしない　　自分の存在は人や環
境に支えられているということを意識せず、日常
にありがたみを感じていない。

日頃から世話になっている人間に対しては感謝
の気持ちを持つが、そうでない人間に対しては自
分の気持ちを表すことがない  　感謝の気持ち
は、直接的に世話になっている人にのみ表し、そ
れ以外に対して積極的に感謝することはない。

感情的な好き嫌いに関係なく、人に対する感謝や
敬愛の気持ちを持ち、その意識や姿勢が言葉や
態度に表れている

何事に対しても、わけへだてなく感謝する気持ち
を忘れず、全てを受け入れることによって、好まし
い結果をもたらしている

周囲に対して、常に感謝の気持ちを持って取り組
み続けることで、その影響を広く及ぼし、お互い
に感謝し合う状況を創り出している   周囲に対し
て常に感謝の気持ちを持って関わることで、周り
が充実感や自己効力感を味わうだけでなく、お互
いに感謝しあう状況や絆を生み出している

自分に足りない部分があることを認識し、他者か
ら学ぶ必要性も理解しているが、プライドが邪魔
し、欠点を改善しようとしない　　　　自分に足りな
いことがあることを認識し、他者から学ぶ必要性
も頭では理解しているが、態度は依然、傲慢なま
まである。

自分はまだ未熟であるという認識のもと、絶えず
努力しなければならないという意識を持ち続け、
日々自己研鑽に励んでいる

他者を尊重し、その良さや特長を認め合うこと
で、周囲との調和を生み出しながら、お互いの成
長を実現している

利害がからむ状況においても、一歩身を引いた
立場で関わり、他者の良さを引き出しながら、そ
の力が発揮される状況をもたらしている

強い興味と関心を抱いているものがあり、その中
で自分が打ち込める事を追求しながら、積極的に
取り組んでいる

熱意とやりがいを持って、時間を忘れるほどに打
ち込めるものを持ち、その成果や結果が目に見え
る形で表れている  逆境においても、自分が成し
遂げたいことを追求し、やりがいを感じながら、実
現したい結果を生み出している。

周囲の反対があっても、自分の力を信じて成し遂
げたい事を追求し、最終的には周囲を説得し支
持者を得ている   自分の情熱が周りに力を与え、
物事の達成や好影響をもたらしている。

博愛
Compassion

自らの周囲だけではなく世界に対
して強い関心があり、他者に対し
愛と優しさをもって接しようとする

人類愛、地球規模的な感情を持つ、地球市民
他人に関心がなく、自分を中心に世の中が回って
いると勘違いし、自分さえ良ければよいという意
識で行動している

身近な人や自分を大切にしてくれる人に対して
は、思いやりや愛情があるが、好き嫌いが多いた
め、その思いや行為が偏っている

相手の感情に左右されず、相手に対して思いや
りの心を持って接することで、相手から好意を得
て良好な関係を築いている   相手の感情や利害
関係に左右されず、周囲に対して思いやりの心を
持って接している。

状況や環境の変化によらず、周囲の人々に対し
て愛情深く関わり続け、大きな心を持って接する
ことで、相互の信頼感を高めている   自分に直接
関わりのない人々や地域に対しても思いやりの
心を持ち、他者のために自分に何ができるか考え
ている。

熱意
Passion

自己の持つ情熱や価値観を意識
した行動を取ることができ、熱意を
持って何かに打ち込んでいる

夢中、大好きなものがある、エネルギーにあふれている、やりが
いを持ち続ける、喜びを感じる、時間を忘れて没頭する、熱中
する、Soul Lifting、諦めず信念を持って燃やし続ける、意志の
強さ、Will Power

強い興味や関心を持てるものが特になく、自分か
ら新たな知識や情報を得ようとする意欲や行動に
欠ける

夢中になって打ち込めるものを見つけたいと思っ
ているが、自分が何に向かうべきか定まらず、活
路が見出せていない

自分が生活する地域社会のために何ができるか
日頃から考え、周囲に対して深い理解と愛情を注
ぎ、影響を与えながら貢献している   世界に対し
て関心を持ち、他者の幸せのため、地球愛を持っ
た行動をし、影響を与えている。

抵抗や反対にあっても、強い意志と熱意を持って
変化を成し遂げようとする姿が、周囲の共感を呼
び、変化に対する前向きな意識をもたらしている

失敗を恐れず、何事にも立ち向かっていく強い意
志と情熱を持ち、それによって自分の可能性を広
げ、期待された成果をあげている   失敗を恐れ
ず、何事にも立ち向かっていく強い意志と情熱を
持ち、諦めることなく自分の限界に立挑戦し、そ
れによって自分の可能性を広げ、成果を出してい
る。

何度失敗しても決して諦めず、自分の限界に立ち
向かう勇気を持ち続け、その姿勢が周囲にも良
い効果を及ぼしている  リスクを覚悟で困難や新
しいことに挑むことで、周囲に貢献するたけでな
く、その姿勢が周囲に挑戦する勇気と活力を与え
ている。

独創性
Originality

既存の概念に捉われず、独自の
発想や着眼点で物事を捉え、新た
な価値を創り出す

クリエイティビティ、現状に満足しない、可能性を信じる、
根拠のない自信、ビジョンを持っている、自分なりの工夫、
自分らしさ、持ち味を生かす、現状に甘んじない、Be different

日頃から自分なりの意見や考えを持とうとせず、
新しく何かをやってみようとすることにも興味・関
心がない

自分なりの意見や考えを持ち、新たな発想やアイ
ディアを出したいと思っているが、周囲の反応が
気になって表現できない

日頃から独自の発想や考えを活かそうと心がけ、
周囲に対して新たなアイディアを表現することを
楽しんでいる

自分なりの発想やアイディアによって、新たなも
のを創り出そうと試行錯誤しながら取り組み、そ
の成果が表れている

より良い状況を築くために、現状に満足すること
なく積極的に新たなものを創造し、周囲にも意識
の変化をもたらしている   より良い状況を築くた
めに、現状に満足することなく積極的に新たなも
のを創造し、周囲の変化をもたらしている

挑戦意欲
Challenge Spirits

困難な状況にも物怖じせず、目的
やゴールに向かって絶えず果敢に
立ち向かい、挑戦し続ける

積極性、挑戦力、失敗を恐れない、Risk Taking、やってみる前
に諦めない、一歩前に出る勇気、見る前に跳べ、可能性を信じ
る、根拠のない自信、人の嫌がる事も率先してやる、熱意、
Passion、行動力、やり遂げる力、ビジョンを持っている

何をするにも楽な道を志向するため、面倒な事や
困難に立ち向かうことを避け、そこから逃げてし
まうことが多い

自分のやりたい事や目標を追求する気持ちはあ
るが、その達成が困難だと思ってしまうと諦めが
ちになり、行動が起こせない

高い目標やゴールを定め、それを達成するため
の努力を惜しまず、最後までやり抜く気持ちと行
動力を持っている

やる気や自信が失われているような相手に対し
て、親身になってアドバイスや指導を行い、その
成長や能力の向上を促している   他者への支援
を通じて、他者の成長や能力の向上を促すだけ
でなく、自分自身の成長にもつなげている。

自らの知識や経験だけでなく、様々な手段や方
法を駆使しながら、他者の成長や課題解決に対
して積極的に貢献している    他者の成長に積極
的に貢献することで、他者が別の他者を支援し、
支援と成長の連鎖を生み出している。

Change Agent

問題発見
Problem Discovery

問題を自ら発見し、本質的な原因
や課題を見極めながら、問題を解
決に向かわせる

日頃から問題意識を持つことがあまりないため、
身近に何か問題が生じても、その原因をつきとめ
ようと考えたりすることはない

自分が関係する事柄に対して問題意識を持ち、
問題があることを認識しているが、解決に向けた
行動をとることはない

自分が関係する事柄に対して、問題点を明らか
にした上で、それを解決に導くために、具体的な
行動を起こしている

何事においても深く洞察しようとし、問題の本質を
見抜こうと心がけることで、効果的に問題を解決
している

エンパワーメント
Empowerment

自ら保有する知識・スキル・経験を
生かし、関わっている相手の能力
やスキルを向上させようとする

相互に学び合う、人のために自分の力を使う、他者貢献、
Developing 0thers、育成、コーチング、教育・指導、
他者サポート、自分の知識や経験を伝授、他者を育てる、
不安を取り除く、アドバイス

自己中心的に考えがちなため、他者の境遇やそ
の悩みには関心がなく、自分から他者に関わった
り働きかけたりしない    自己中心的に考えがち
で、他者への支援には関心がなく、自分から他者
に関わったり働きかけたりしない

他者が抱える問題やそれをどう対処していくかに
関心はあるが、自らの知識や経験を用いて他者
を支援するようなことはない   他者への支援に関
心はあるが、自らの知識や経験を用いて他者を
支援するようなことはない

自らの知識や経験を活かして、他者が抱える問
題や課題の解決に協力し、積極的に他者を支援
している 自らの知識や経験を活かして、他者の
学びや成長を積極的に他者を支援している

常に問題意識を持ち、問題の本質を見抜きなが
ら解決に導いている行動が、周囲の人々の問題
意識を高めている

変革力
Innovation

物事の構成や流れを論理的に捉
えつつ、その概念を批判的に見る
目を持つ

現状の満足せず、物事をより良くする、見えないものを描く、
ビジョン、シナリオを描く、大局観、クリティカルシンキング、
論理思考力、合理的に考える、学びの統合と俯瞰

自分を取り巻く状況について、より良くしたいとい
う意識がなく、変えていこうと前向きに行動するこ
ともない

自分を取り巻く状況を、より良いものに変えていき
たいと思ってはいるが、具体的な行動を起こすこ
とはない

状況をより良く変えていこうとする意志を持ち、望
ましい結果に導いていくために、具体的な行動を
起こしている

望ましい状況に変えていくための取り組みを継続
的に行い、周囲の期待に応えながら着実な成果
をもたらしている

相手の意図や真意がわかりにくい場合でも、質問
を投げかけながら理解に努め、強固な信頼関係
を築くに至っている  自己の主張が目的ではなく、
他者への貢献を目的として話す姿勢が、周囲の
人々や聴衆に影響を与え、心を動かしている

チームワーク
Teamwork

仲間と協力・協調しながら、目的や
ゴールに向けて上手く進むよう働
きかけ、チームに貢献する

チームワーク、感謝、尊重、ファシリテーション能力

チームに属していても、自由さを求めるため単独
行動が多く、役割が与えられることを嫌い、周囲
と積極的に関わろうとしない   自己中心的に考え
がちで、他者への支援には関心がなく、自分から
他者に関わったり働きかけたりしない

チームメンバーとしての自覚や責任感はあるが、
受身的なことが多く、率先して発言したり取り組む
ことがない

チームとしての目標やゴールを仲間と共有し、自
らの役割や責任を意識しながら、常に前向きに取
り組んでいる    チームとしての目標やゴールを仲
間と共有し、自らの役割や責任を意識しながら、
常にチームのために積極的に行動している。

チームで掲げた目標の達成に向けて、メンバーと
協同しながら相乗効果を発揮し、期待された成果
をあげている    困難な状況に直面しても、周囲を
動機付け、チームで掲げた目標の達成に向け
て、メンバーと協同しながら相乗効果を発揮し、
期待された成果をあげている

困難な状況に直面しても、リーダーシップを発揮
しながら周囲を動機づけ、チームを良い状態に維
持している   チームのために効果的に働きかけ
ることで、チームが成果をあげるだけでなく、チー
ムの力が周りに影響を与えている。

自分が率先して考え取り組んだ結果が、組織や
集団の目的に合致し、周囲の期待に応えるような
結果につながっている

組織や集団が向かうべき方向性を示しながら、率
先して行動し続け、その振る舞いが周囲を巻き込
み、影響を及ぼしている

Interpersonal

共感
Empathy

関わっている相手の感情起伏、文
化的背景を理解し、受け止める

相手への思いやりを持つ、Empathy、他者理解、Mindful
Listening、尊重、Open Mindedness

相手の意識や考えている事には関心がないた
め、相手の気持ちを察したり理解することがなく、
わかち合うことがない

相手の考えや取り組もうとしている事には関心を
持っているが、その気持ちや感情の変化を汲み
取ろうとはしない 相手の気持ちや感情を大事に
しようと思っているが、感情を汲み取ることができ
ない。

その場の雰囲気や状況を捉えながら、相手の気
持ちや心情を理解し、相手に寄り添いながら考え
行動している

常に自分から心を開いて相手と接し、相手の考え
や感情の変化にも配慮しながら、信頼関係を深
めている

主体性
Autonomy

当事者意識を持ちながら、自ら進
んで物事に取り組み、期待される
成果を出す

主体性、行動力、決断力、人の嫌がる事も率先してやる、
正義感、自律学習力、自分の力を信じる、やり遂げる力、
一歩前に出る勇気、集団のために自分が出来ることをやる、
出し惜しみしない

組織や集団の中で、自分ができることについて考
えたり、進んで物事に取り組もうとすることがない
ため、いつも人任せになっている

自分なりの当事者意識を持ち、組織や集団のた
めに何かしたいと思ってはいるが、率先して動くこ
とがなく、行動につながっていない

組織や集団の目的を実現するために、自分が貢
献できる事は何かを常に考え、積極的に行動を
起こしている

人間の感情の起伏や、場の空気を敏感に察知し
ながら、人々への思いやりを絶やさず、多くの
人々に安心感と信頼感を与えている   他者の立
場や感情を察して、大切にすることで、人々を尊
重し、その結果、人々に安心感や自尊心をもたら
している。

コミュニケーション
Communication

相手が伝えたいと思う意図を的確
に理解しながら、自らの思いや考
えを効果的に伝え、ディスカッショ
ンを促進する。

コミュニケーション力、自己表現力、ファシリテーション能力
自分の考えを述べて表現したり、人と意見を交わ
すことを好まず、周囲と意思疎通を図るのが苦手
である

自分の思いや考えを述べることは積極的だが、
相手の意見を忠実に聞こうとせず、一方的なやり
取りになってしまう

自分の考えや意見をわかりやすく伝えると共に、
相手の意見をしっかりと傾聴し、円滑なやり取り
を行っている

相手の心情や発言の意図を理解しながら、自分
の考えを的確に伝えようとし、相手が誰であって
も相互理解に導いている  相手との関係性や状
況に関わらず、相手の心情や発言の意図を理解
しながら、自分の考えを的確に伝えようとし、相互
理解だけでなく信頼関係の構築を導いている

規則正しい生活を送ることや時間を有効に活用
することが、目標の達成や夢の実現につながるこ
とを認識し、具体的な行動に移している

困難な状況にあっても、意志を強く持ち続け、目
標の達成や理想の追求に向けて、その成果や結
果を導いている

自分の力を最大限に発揮し、生き生きと取り組ん
でいる姿が、周囲の人々のやる気や頑張ろうとす
る気持ちを高めている

何事も学ぼうとする姿勢
Reflective Learner

自己の選択や知識、経験に価値を
見い出し、より豊かな未来を生きる
ために活用することができる

学びをいかしていく、学んだ事を実際の生活に取り入れる
自分の見識を深めたり、能力を高めようとするこ
とに意欲がなく、積極的に勉強したり経験を積む
ことに興味がない

勉強や読書のみならず、自らの経験や学習を通
じて自分を高めることの重要性は感じているが、
具体的な行動は起こしていない

自らの経験や学習による気付きや発見を通じて、
常に自分を高めようと意識して行動し、積極的に
学びの機会を求めている

様々な経験を振り返り、常に何かを学び取ろうと
することで、自分の経験に価値を見出し、実践に
活かしながら更なる成長につなげている

学び続けることで常に成長している姿が、周囲の
人々の学びの意欲を引き出し、お互いに高め合
う場を創り出している

レベル２ レベル３ レベル４ レベル５

Self

自分らしさの発揮
Self Discovery

自らの強みを伸ばし、弱みを克服
しながら、その個性や特徴を際立
たせていく

自己理解、Self Awareness、自己表現力、自己分析力、
Open Mindedness、自分と向き合う勇気、強みを活かす、
自己認知、持ち味、向上心、内省、Reflection、自己実現

自分の成長や個性について考えたり、過去を振り
返って反省したりせず、自分を客観的に捉えよう
とすることがない

自分の弱みや欠点を認識し、強みや個性を生か
したいと思っているが、具体的な行動につながっ
ていない

クラスター コンピテンシー 定義 関連する要素 質問文 レベル１

自分の弱みや欠点を克服しようとし、自分の強み
や個性を生かそうと意識しながら、具体的な行動
につなげている

自分の弱みや欠点を克服し、自分の夢や目標に
向かって自信を持って努力したことで、更なる成
長につながっている

自分の夢や目標に向かって努力し続ける姿勢
が、周囲に共感をもたらし、人々に勇気や希望を
与えている

自己管理
Self Management

自らを客観的に捉え、厳しく律しな
がら、向上心を持って高めようとす
る

Self Management、自己管理力、ストレス耐性、耐久性、
強みを活かす、自己効力感、Resilience、自分の力を信じる

生活習慣や時間の使い方について考えたりせ
ず、気の向くまま、安易な方向に流されやすいの
で、生活が不規則になっている

生活習慣の改善や、決めた時間通りに行動する
ことが大切だと思っているが、自分に甘く、行動に
移せるほど強い意志が持てていない


