
 

 

州政府テストへの参加が
生徒にとって重要な理由 

 

全州試験の受験はどのように役立つのですか？ 

• 英語、数学、理科で自分が何を知っていて、何ができるかを示

すことができます。これは、次に何を重点的に学ぶかを決める

のに役立ちます。 

• 成績や学校や地区の評価結果など、他の評価情報と比較するた

めに利用できる、信頼できる情報をあなたやご家族に提供しま

す。 

• 参加することで、先生や学校のリーダーが、全ての生徒をサポ

ートするために使用しているカリキュラムや教育方法を改善す

るための情報を得ることができます。 

• テストは学習の一環として定期的に行われ、 システムレベルで

の学習の決定を導くのに役立ちます。これは、大学や 就職先で

経験する可能性のあるテストに備えるための良い練習になりま

す。 
 
 
 
 
 
 
 

• Remember that 

アメリカでは 2015 年に、特定の学

年や科目で州レベルのテストを義

務化する法律が成立しました。これ

らの学年の生徒は全員、州テストを

受験します。 

ご存知ですか？ 

全ての生徒が同じテストを受けるの

で、学校や教師は全ての生徒のこ

とを考えながら計画を立てることが

できます。 

少し前までは、障害を持つ生徒や

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

含まれていない生徒がいました。 



 

 
 

 

 
| 注意すべき点はありますか？ 

• もし受験で緊張するようであれば、受験中にリラックスでき

る方法（例：呼吸法、ストレッチ、筋弛緩法）を実践してく

ださい。 

• オレゴンの全州テストを受けやすくするために、もっと時間

をかけたり、静かな場所を確保したりすることはできない

か、家族や先生に相談してみましょう。 

 
 

 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 

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/Pages/asmtlit.aspx
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