
Noticias de la Escuela: 
Prueba GATE para Tercer Grado 
¡Próximamente! 
 

 
La evaluación universal GATE de tercer grado se llevará a cabo en cada escuela durante octubre y noviembre. Una 
notificación para los padres con los detalles y el calendario de la prueba será enviada a casa con los estudiantes el 
viernes 14 de septiembre. Por favor, revise este calendario para verificar la fecha especificada de la prueba en cada 
escuela. Una copia electrónica de la notificación para los padres también estará disponible en el sitio web de nuestra 
escuela. No es necesario ningún formulario o solicitud de participación para las pruebas GATE de tercer grado. 
 
Si usted elige que su estudiante no tome la prueba GATE, tendrá que llenar y firmar un Formulario para No Tomar la 
Prueba GATE (Withdraw from GATE Testing Form) (en el reverso de la notificación para los padres) y devolverlo al 
maestro(a) de su estudiante a más tardar el 21 de septiembre de 2018. 
        
Tendremos más información acerca de la prueba GATE para 4º y 5º grado en una fecha posterior. 
 

학교 소식: 
3학년을 위한 GATE 시험  

곧 있습니다! 
 
전체 3학년 GATE 시험이 10월에서 11월 사이에 각 학교에서 시행될 것입니다. 시험 세부사항과 일정이 포함된 학부모 

통지서를 9월 14일, 금요일에 학생들을 통해 가정으로 보낼 것입니다. 각 학교의 지정된 시험 날짜에 관해 이 일정을 

확인하시기 바랍니다. 학부모 통지서의 전자형태 사본은 우리 학교 웹사이트에서도 확인하실 수 있습니다. 3학년 GATE 

시험 참여를 위한 어떠한 양식이나 신청서는 필요하지 않습니다. 
 
GATE 시험에서 여러분 자녀를 탈퇴시키기로 선택했다면, 여러분은 GATE 시험 탈퇴 양식 (학부모 통지서 뒷면에 있는)을 

작성하고 서명하셔서 2018년 9월 21일까지 자녀의 담임 교사에게 제출하셔야 합니다.  
 
4학년과 5학년 GATE 시험에 관한 더 자세한 정보는 추후에 발표될 것입니다.    
 

学校のニュース 
3年生 の GATEテストが 
間もなく実施されます! 

 
 
10月から 11月の間に、各校において 3年生の一般 GATEテストが実施されます。テストの詳細とス

ケジュールが記載された保護者への通知が 9月 14日金曜日に生徒に配布され、家庭へ持ち帰りま

す。各校の独自のテスト開催日を確認してください。電子版の保護者への通知は当校のウェブサイト

にも掲載されています。3年生の GATEテストに参加するためのフォームや申請用紙は不要です。 

あなたのお子さんが GATEテストを受けない場合は、受験辞退申請書＝Withdraw from GATE Testing 

Form(保護者への通知書の裏面にあります)に記入し署名して 2018年 9月 21日までに担任教師に提出

してください。 

4年生及び 5年生のゲートテストに関する詳細は後日お送りします。 


