2011 年 7 月 28 日
コモンルーブリック（リサーチ）
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コモンルーブリック（リサーチ）の全体を示したものです。これをもとに下位学年用と上位学年用を作成しています。
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2011 年 7 月 28 日
コモンルーブリック（リサーチ）

1 年生春学期～2 年生春学期（下位学年用）
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このルーブリックは「1 年生春学期～2 年生春学期」を対象としています。
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2 年生秋学期～（上位学年用）
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このルーブリックは「2 年生秋学期～」を対象としています。
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