
Show & Tell  Rubric : TESS Junior  (日本語は大まかな意味です）

Teacher Name: _____________________________

CATEGORY A B C F

Preparedness

(Memorization)

Student is completely

prepared and has

obviously rehearsed.

Student seems pretty

prepared but might

have needed a couple

more rehearsals.

The student is

somewhat prepared,

but it is clear that

rehearsal was

lacking.

Student does not

seem at all prepared

to present.

準備
しっかりと暗記しリハー
サルも行った

暗記はしていたが、後２
～３回リハーサルが必
要だった。

暗記はしていたが、リ
ハーサルはしていない。

全く準備をせずに発表
に臨んだ

Content

Shows a full

understanding of the

topic.

Shows a good

understanding of the

topic.

Shows a good

understanding of

parts of the topic.

Does not seem to

understand the topic

very well.

内容
トピックを十分に理解し
ていた。

トピックを理解していた。
トピックの一部は理解し
いた。

トピックをよく理解してい
なかった。

Speaks

Clearly

Speaks clearly and

distinctly all (100-

95%) the time, and

mispronounces no

words.

Speaks clearly and

distinctly all (100-

95%) the time, but

mispronounces one

word.

Speaks clearly and

distinctly most ( 94-

85%) of the time.

Mispronounces no

more than one word.

Often mumbles or

can not be

understood OR

mispronounces more

than one word.

話し方の明瞭さ
100%-95,明瞭に話して
いた。発音のミスはな
し。

100%-95,明瞭に話して
いた。発音のミスは一つ

94%-85%,明瞭に話し
ていた。発音のミスは２
語以上

しばしば口ごもり、聞き
取れなかった。発音のミ
スは２語以上。

Uses

Complete

Sentences

Always (99-100% of

time) speaks in

complete sentences.

Mostly (80-98%)

speaks in complete

sentences.

Sometimes (70-80%)

speaks in complete

sentences.

Rarely speaks in

complete sentences.

英文の正確さ
常に（99%-100%)正確
な英文で話した。

ほぼ（89%-98%)正確な
英文で話した。

たいてい（70%-80%)正
確な英文で話した。

正確な英文で話すこと
がほとんどない。

Posture

and

Eye Contact

Stands up straight,

looks relaxed and

confident. Estab-

lishes eye contact

with everyone in the

room during the

presentation.

Stands up straight

and establishes eye

contact with

everyone in the room

during the

presentation.

Sometimes stands up

straight and

establishes eye

contact.

Slouches and/or does

not look at people

during the

presentation.

姿勢・
アイコンタクト
（目線）

しっかりと立ち、リラック
スし、自信を持って話し
た。クラス全員にアイ・コ
ンタクトをとった。

しっかりと立って話した。
クラス全員にアイ・コンタ
クトをとった。

大体はしっかりと立ち、
アイ・コンタクトをとった

だらしなく立ち、あるい
は発表中、アイコンタク
トととることができなかっ
た。

Listens to

Other

Presentations

Listens intently.

Does not make

distracting noises or

movements.

Listens intently but

occasionally makes a

distracting noise or

movement.

Sometimes does not

appear to be

listening but is not

distracting.

Sometimes does not

appear to be

listening and makes

a lot of distracting

noises or movements.

他の人の
発表を
聞くときの態度

集中して耳を傾け、お
しゃべりしたり、余計な
動きをしたりしなかった。

集中して耳を傾けてい
たが、ときおりおしゃべり
をしたり余計な動きをし
た。

あまり、集中して耳を傾
けているようには見えな
い。しかし発表の妨げに
はならない。

あまり集中して耳を傾け
ているように見えない。
発表の邪魔になるような
おしゃべりや動きをす
る。

Student Name:     ________________________________________


