
 

 

州政府テストへの参加
が家庭にとって重要な

理由 

 

州テストを受けることは、わが子にどのように役立つのでしょ

うか？ 

• お子さまの英語、数学、科学の各基準に向けた学習に関する情

報を提供し、学校からの他の情報と合わせて確認し、必要に応

じて質問することができます。 

• 大学や職業に必要な能力のいくつかを満たすために、お子さん

の進度を確認する機会を提供します。 

• これは、地域の学校がすべての生徒の必要性をどの程度満たし

ているかについての情報を、あなたやあなたの地域の他の家族

に提供するものです。 
 

州テストを受けることは、子供の学校に 

どのように役立つのでしょうか。 

• これは、お子さんの学校のすべての生徒が、英語、数学、科

学の各基準の学習でどの程度の成果を上げているかという重

要な情報を提供し、学校が平等に支援や 資源を提供できるよ

うにするためのものです。

全米の公立学校の一般教育を規定

する連邦法「Every Student 

Succeeds Act（ESSA）」が、2015 年

に成立し、特定の学年と教科で 

州レベルのテストが 

義務づけられました。 

ご存知ですか？ 

すべての生徒が同じテストを受ける

ため、学校や教師は計画を立てる

際にすべての生徒のことを考えるこ

とができるのです。 

少し前までは、障害のある生徒や

連邦政府によって英語学習者と認

定された生徒など、テストの対象に

ならない生徒もいました。 
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• カリキュラム、指導、その他の評価方法を評価するために、

時間をかけてシステムの長所と成長が必要な分野を特定する

のに役立ちます。 
 

我が子のテスト結果はどのように利用される 

べきですか？ 

• 学校の質は、テストの結果の合計よりも重要であることを忘れないでく

ださい。州のテストの結果のみに基づいて判断したり、決定したりする

ことは避けましょう。 

• 州テストの結果を、子供の学習についての会話の一部としましょう。お

子さんの学習について、先生や学校から得た他の情報と合致している

かどうかを調べます。情報に一貫性がない場合は、質問してみましょ

う。 

• 難しい数学の進路、早期履修制度、国際バカロレア、才能育成プログ

ラムなど、子供の能力向上のための機会は、州テストの結果だけでな

く、複数の根拠に基づいて決定されるべきです。 
 

  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 

 

ODE 評価に関する資料 

正しい目的のための正しい評価 

保護者評価に関する研修プログラム 

 

州テストの結果は、学習の傾向を把

握するのに役だっています。これ

は、障害のある生徒や、連邦政府

によって英語学習者と認定された

生徒など、一部のグループの生徒

が十分な学習を受けていない場合

特に重要であります。 

州のテストは、学校システム全体が

主要分野でどのように成果を上げ

ているかを示すスナップショットで

す。これは、指導を改善し、それぞ

れの学校に的を絞った資源や サポ

ートを提供するための判断材料とな

ります。 

生徒のテストデータは、私たちがど

の程度生徒を教え、サポートしてい

るかについての理解を深めるのに

役立っています。 

 

     
      

     
     

      
 

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/asmtlit.aspx
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