
 

 

教育者にとって州政府テスト
への参加が重要な理由 

 

生徒をサポートするために、州テストを受けることはど

のように役立つのでしょうか？  

• 英語、数学、理科の上達度に関する信頼性の高い情報を提供

し、他の学習情報源と合わせて利用することができます。 

• ELA、数学、科学のカリキュラムや指導を変更する際の指針とな

る、長所と今後の課題についての情報を提供します。 

• オレゴンの全生徒に公平な結果をもたらすために、全ての生徒

を同じように高い水準で教育する努力を支援するものです。 
 

オレゴン州試験を受けることは、私の学校にどのように

役立つのでしょうか？ 

• これは学習の傾向を把握するのに役立ち、どの学生グループ

が十分なサービスを受けておらず、さらなる支援を必要とし

ているのかを分析するのに役立ちます。 

• ELA、数学、科学の各分野における生徒の学習状況を評価し、

学校全体で生徒の学力向上を祝うと同時に、これらのコンテ

ンツ分野における改善の目標分野を明確にすることを目的と

しています。

全ての生徒が州テストに参加する必

要があるのですか？ 

ESSA（Every Student Succeeds Act）

は、試験学年において全生徒の州試

験への参加を義務づけています。 

（ORS 329.479 および OAR 581-021-

0009 に詳述されている例外を除く） 

 

また、身体障害のある生徒について

は、障害者教育法（IDEA）により、テス

トへの参加が義務付けられています。 

州試験に関するよくある質問 

州テストは、すべての生徒にとって利

用しやすいものですか？ 

 ほとんどの生徒が一般的な州テストを

受験しています。一部の生徒はテストに

参加するために配慮が必要であり、最

も重度の認知障害を持つ数人の生徒

は代替評価を受けられます。 

https://www.oregonlegislature.gov/bills_laws/ors/ors329.html
https://secure.sos.state.or.us/oard/viewSingleRule.action?ruleVrsnRsn=261242
https://secure.sos.state.or.us/oard/viewSingleRule.action?ruleVrsnRsn=261242
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• 州や連邦政府の限られた資源を、最も必要としている学校へ

確実に割り当てることができるのです。 

 
学校はどのようにテスト結果を適切に利用すべきでしょ

うか？ 

• 州のテスト結果は、生徒グループのレベルごとで信頼できるものであ

り、カリキュラムと指導が、すべての生徒グループの学習ニーズをどの

程度満たしているかを毎年評価するために利用されるべきです。この

分析の中心となるのが、ターゲットレポートのデータ活用です。 

• テストの結果を検証することで、学校は自問し、すべての生徒の

学習を支援するためには、さらにどのような追加事項が必要かを

考えなければならないことを把握します。 

• 個々の学生の評価、生徒の教育機会の提供（難易度の高い数学の進

路、早期履修制度、国際バカロレア、才能育成プログラムへの参加な

ど）は、複数の証拠に基いて判断することが必要です。 

• 州テストの結果は、生徒の学習状況について話し合う際に使用し

ます。教員評価プロセスの一環として、教員個人の目標を設定す

るために使用すべきではありません。 
 

連絡先 

ODE の評価チームのウェブサイト 

ご質問、ご意見、ご感想は下記までお寄せく

ださい。

ODE.AssessmentTeam@ode.oregon.gov  

 

州のテストは、学校システム全体

が主要分野でどのような成果を

上げているかを示すスナップショ

ットを提供するものです。これ

は、プログラミングを改善し、さま

ざまな学校に的を絞ったリソース

やサポートを提供するための判

断材料になります。 

     
      

     
     

      
 

州テストは、英語、数学、科学に

おける生徒の進歩を測定するも

のです。テストは、SEED アンケ

ート結果、中間評価結果、教師

の意見や感想、成績表、出席率

など、他の証拠と組み合わせて

解釈する必要があります。 

 

ODE 評価に関する資料 

正しい目的のための正しい評価 

形成的評価のための参考資料 

中間評価の関連資料 

SEED アンケート 

保護者評価に関する研修プログラム 

 

https://www.oregon.gov/ode/educator-resources/assessment/Pages/default.aspx
mailto:ODE.AssessmentTeam@ode.oregon.gov
https://www.oregon.gov/ode/educator-resources/assessment/Documents/RightAssessmentRightPurpose.pdf
https://www.oregon.gov/ode/educator-resources/assessment/Pages/Formative_Assessment.aspx
https://www.oregon.gov/ode/educator-resources/assessment/Pages/Interim_Assessments.aspx
https://www.oregon.gov/ode/educator-resources/assessment/Pages/Student_Educational_Equity_Development_Survey.aspx
https://www.oregon.gov/ode/educator-resources/assessment/Pages/asmtlit.aspx
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