
 

 

政策立案者にとって州
政府テストへの参加が
重要な理由 

‘ 

州テストの受験は、オレゴンの生徒とその家族にどのような

影響を与えるのでしょうか？ 

• 地元の学校が、英語、数学、科学の各分野で、すべての生

徒の教育の必要性をどのように支援しているかを、家庭や

地域の人々が理解するのに役立ちます。 

• 高校を卒業し、大学への進学や職業への準備など、高校卒

業後の成功に向けた生徒の進捗を測定するものです。 

• 生徒のELA、数学、科学の学習水準と習熟度期待値を測定

し、教育指導者に実用的な情報を提供するものです。 
 

 州テストの受験は、地区や学校にどのように役立ちま

すか？ 

 

• 公平な政策や慣行の策定、及び資源の配分を支援します。

すべての生徒が州テストに参加

する必要がありますか？ 

生徒全員学習奨励法（Every Student 

Succeeds Act）は、必要な学年の全生

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 に詳細な例外規定がありま

す）。また、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。 

州テストに関するよくあるご質問 

州のテストは、すべての生徒にとっ

て利用しやすいものですか？ 

Most students take the general 
state test. Some need 

accommodations to access the 
test, and a few with the most 

significant cognitive disabilities 
take an alternate assessment. 

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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• オレゴン州内のさまざまな学生グループ間での成績の格

差を明らかにし、それらの学生の教育必要性に対処する

ためのプログラムを支援するものです。 

 
オレゴンの教育者、学生、家庭を支援するにはどうすれ

ばよいですか？ 

• 州テスト結果は、生徒個人レベルではなく、生徒グループレベル

で信頼できるように作成されています。個々の生徒の評価、生徒

の学習機会（加速教育課程、早期履修制度、国際バカロレア、英

才教育プログラムなど）へのアクセスについては、複数の証拠に

基いて判断する必要があります。  

• 学校の質とは、いくつかの主要科目のテスト結果の合計よ

りも重要であることを強調するのが州テストで あります。

州政府のテストの成績だけで、地区や学校にレッテルを貼

ったり、判断したりすることは、不平等さを永続させるよ

うな意思決定を後押しするものであります。 

• 生徒の学習について話し合う際に、州テスト結果を利用す

ることを勧めます。これらの会話は、資質能力を基本とし

長所から築いて行くべきです。 

 

 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.go

 

州テストは、総合的な教育システム

の一部で あります。オレゴンのバラ

ンスの取れた評価システムは、学

校生活や年間を通じて、教育や学

習を支援するための補助的な情報

資源を提供しています。 

     
      

     
     

      
 

州のテストは、英語、数学、科学の

各分野で生徒の進歩を評価するも

のです。 これらは、SEED Survey の

アンケート結果、中間評価の結果、

教師の評価、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。 

 

https://www.oregon.gov/ode/educator-resources/assessment/Pages/default.aspx
mailto:ODE.AssessmentTeam@ode.oregon.gov
mailto:ODE.AssessmentTeam@ode.oregon.gov
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