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LCAP 年度  2017–18    2018–19    2019–20 

ローカルコントロール

と説明責任に関する 

計画および年次更新

(LCAP) テンプレート 

補遺: 作成にあたっての指示と規制上の要件  

付録 A: 優先事項 5 と 6 の比率計算 

付録 B: 誘導的な質問：（制限ではなく）指針として使うこと 

LCFF 評価基準 [注: この文書は LCFF 評価基準のウェブページ

が利用可能になったらそれにリンクされる。]: 当 LCAPの完成を

サポートするのに不可欠なデータ。LEAのデータセット全体を

分析すること。評価基準への特定のリンクは、テンプレートの

中でも提供されている。  

LEA の名前 トーランス統一学校区（TUSD） 

担当者名と 

肩書き  

Ben Egan – 州および連邦プロジェク

トディレクター 

E メール

と電話番

号  

Egan.ben@tusd.org 310-972-6135 

 

 

2017-20 計画書の概要 
 

背景 

生徒とコミュニティについての概要、および、LEA がどのようにサービスを提供しているかを説明せよ。 

TUSD は多様性に富む学校区で、TK-12 年生で 24,000 名の生徒が在席しており、小学校１７校、ミドルスクール８校、ハイ

スクール４校、および、コンティニュエーション・スクール 1 校と代替的ハイスクール 1 校がある。TUSD はまた、

LAUNCH プレスクール・プログラムおよび３つのアダルト・スクールのキャンパスを通して、さらに広範囲のコミュニテ

ィ・メンバーをサポートしている。 

 

TUSD は 1947 年に設立され、1948 年に統一された。トーランス統一学校区はロサンゼルス郡の南西部、サウスベイの中心

に位置する。南はパロスバーデス半島、西はビーチシティとも呼ばれるレドンドビーチ、ハモサビーチ、マンハッタンビー

チ、そして、北はローンデール市とホーソーン市に隣接している。トーランス統一学校区は、トーランス市全域を管轄し、5

名の教育理事会メンバーにより統制されている。 

 

使命声明: 

トーランス統一学校区では、生徒全員が、教育を受け、人生において成功するための準備ができることを確実にするために

尽力しています。我々は、個人の可能性を最大限に伸ばし、国際的な社会に貢献する一員となる生涯学習者の育成に全力を

尽くしています。 
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実績の見直し 

LCFF 評価基準に含まれる州の指標やローカルレベルの業績指標上での実績の見直し、LCAP 目標に向けての進歩状況、ロー

カルレベルの自己評価ツール、利害関係者からの意見、またはその他の情報に基づき、LEA が最も誇りとする進歩は何か、

また、LEA は、そのような成功を今後どのように維持し、さらにそれを伸ばしていく計画であるか。これには、低収入家庭

の生徒、英語学習生、および里子児童のためのサービスが増加あるいは向上したことによって、これらの生徒たちの学力がい

かに向上したかについての具体的な例を挙げてもよい。 

最大の進歩 

TUSD は、SBAC の結果において、早くから大きな進歩を遂げた。これは、英語ランゲージア

ーツにおいて、66％の生徒が標準を満たすまたは標準を超えることで 3％の増加が見られ、ま

た、TUSD の生徒は数学で、58％の生徒が標準を満たすまたは標準を超えるスコアを得たこと

で、数学の学力は州平均を上回っている。さらに、TUSD におけるすべての下位集団で、卒業

率は引き続き、95.4％と非常に高いレベルを保っており、これは、単位回復と成績向上のため

のコース同時登録や、授業時間外指導やサマースクールの機会、特殊クラス、および、アカデ

ミック・サマープログラムを含む、方策的努力に主によるものである。実際、TUSD の生徒グ

ループすべてに関して、卒業率は 93％以上となっている。 

 

測定は困難であるが、TUSD は、教師の専門能力開発に努力とリソースを注ぐことにより、標

準の効果的な実施の重要性を強調してきた。強制的経費償還資金からの一時資金を活用し、

TUSD は 12 名を超える教師をリソース教師としての特別任務に当てることで、ELA、ELD、

数学、リーディング、サイエンス、および社会科の領域で、拡張的なトレーニング、ワークシ

ョップ、指導法コーチングを提供し、その専門能力を活用した。さらに、標準実施における安

定した方策的な進歩に焦点をおくことに関しては、学校ベースの専門学習コミュニティ

（PLC）にも広げられ、ここでは、教師がチームとなり、毎週集まって、共通のカリキュラム

を構築する努力をするとともに、共通の形成的アセスメントの結果に見られる指導の影響に深

く注意を払うことを行った。 

 

標的とする有意下位集団に関しては、PLC の努力や、特定の介入指導や学習機会の拡張によ

り、英語学習生熟達認定率が明らかに上昇していることがわかる。さらに、非重複生徒、特

に、低所得家庭の条件を満たす生徒に注意をすると、タイトル I 学校データに見られるよう

に、ELA と数学の SBAC の成績がはっきりと向上している。特に、小学校では、英語学習生

および低学力生徒のための毎日のリーディング介入指導により、教室での誘導リーディングの

拡張または｢倍量｣の指導が提供され、生徒は方策的でレベルに合ったリーディングの練習で向

上している。さらに、当学校区のタイトル I の学校では、リーディング介入指導は主流であ

り、今、生徒は必要に応じて、あるいは場合によっては毎日、個別指導的な形で、または｢パ

ワー時間｣とよばれる時間に、焦点をしぼった数学の支援を受ける機会がある。TUSD は 0－3

LCAP のハイライト  

今年度の LCAP のかぎとなる特徴を識別し、簡単に概要を述べよ。 

TUSD の LCAP は 5 つの目標から成り、これには、学習を助長する学習環境の設立、質の高い適切な教育機関であることを

確かにするために、まとまった専門能力開発の機会を持続的に提供することが含まれる。さらに、全教室において、生徒中 

心で、児童が個人として成長し、学習の可能性を最大限にするような、計画的で包括的なサポートを提供すること。最後

に、TUSD は、ものごとの決定に保護者、家族、そしてコミュニティ全体の関与を促進し、コミュニティの参加者且つリーダ

ーとなると共に、これらの人々と深く、長続きするパートナーシップを築き上げることに尽力している。 

 

今年度の LCAP の新しいかぎとなる特徴としては： 

 教育スペシャリスト（特殊教育）を含め、新任教育プログラムを拡張する 

 専門学習コミュニティ（PLC）および専門能力開発（PD）に、強く、持続的な焦点をおく 

 特殊教育の教師および教育補助員全員への、特別の専門能力開発 

 積極的行動介入および支援（PBIS）の拡張 

 保護者教育参加計画チームおよびコミュニティサポートチームの開発 
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年の EL 生の比率がロサンゼルス郡（33.6% ～ 27.4%）に比べて高いが、TUSD のアットリス

クの長期 EL 生（LTEL）の比率は 3.5％と、ロサンゼルス郡の 5.7％に比べて低くなってい

る。さらに、TUSD の 6 年以上の長期 EL 生（LTEL）の率は 6.4％で、ロサンゼルス郡は

8.9％である。 

 

最後に、保護者の教育参加に関しては、TUSD は、家族・コミュニティの教育参加コーディネ

ーターをフルタイムで雇い、コミュニティのさまざまな機関やサービスにつながりを広げたば

かりでなく、生徒が TUSD に登録したその日から、家庭や保護者のために適切なサポートへ

の橋渡しの役割ができる。このコーディネーターは、現存の複数の保護者参加行事において、

コミュニティの存在感を広げる役割をし、たとえば、TUSD DELMAC カンファレンスでは、

代表者が参加した組織は 14 グループから 25 グループに増加し、複数部署主催の TUSD 健康

ウェルネスフェアの成長に関しても大きな役割を果たしている。最後に、このコーディネータ

ーはスペイン語が流暢であることから、毎年恒例となっている、スペイン語を話す保護者のた

めのゆうべでは基調スピーチを行い、新しいさまざまなサービスやサポートについて、詳細を

すべてスペイン語で保護者に説明した。 

 

LCFF 評価基準より、州指標またはローカルパフォーマンス指標で、総合的評価が｢赤｣または｢オレンジ｣の評価カテゴリーで

ある、あるいは、LEA が｢未達成｣または｢2 年以上未達成｣の評価を受けたものを識別せよ。さらに、ローカルパフォーマンス

指標またはその他のローカル指標に基づき、相当な改善が必要であると LEA が判断した領域を識別せよ。改善の必要性が最も

大きいこれらの領域に対処するために、LEA はどのようなステップをとる計画であるか。 

最大のニーズ 

学校区レベルでの LCFF ダッシュボードで｢赤｣または｢オレンジ｣として示されているカテゴリ

ーはない。学校レベルで｢赤｣または｢オレンジ｣のレベルが見られれば、各学校で生徒学力達成

のための単一計画（SPSA）の目標と措置の中で対処する。 

 

ハイスクールレベルで、懲戒処分の照会を受けた特殊教育生徒に関しての停学率が、その他の

生徒グループよりも高く、このため、ケース担当者のための行動介入計画に関するトレーニン

グ、および、ティア１レベルの生徒のための介入指導を向上させる方法についての全てのスタ

ッフに対するトレーニングの必要性がある。  

 

ローカルレベルのデータを集め、それを年次データおよび標準データに統合させることが懸念

となってきている。特に、9－12 年生に関して、SBAC は 11 年生のみで受けるため、年次アセ

スメントのデータを使って ELA、数学、その他の主要科目における長期的な生徒個人の進歩状

況を示すことは難しい。  

 

英語学習生は、引き続き、州平均を超える学力を示すグループであるが、改善の必要な領域も

ある。EL 生の A-G 要件達成率は、ハイスクール 4 校すべてにおいて、その他の生徒に比べて

まだ一貫して低く、コースへのアクセスの改善、あるいは、言語発達促進サポートを向上さ

せ、生徒の準備度を向上させる必要があると思われる。さらに、IEP をもつ EL 生のアコモデ

ーションやモディフィケーションの実施や理解に関しての一貫性がスタッフの間で欠けてお

り、専門能力開発の必要性がみられる。ELD 標準が ELA/ELD のフレームワークに合わせられ

ることで、特に、EL 生のための効果的な指導方法および言語目標に関連して、K-12 年生の全

教師に対して ELD 標準のトレーニングを行う必要がある。 

 

さまざまな保護者グループと話し合いをもったところ、デジタル通信と紙面による通信に関し

て、特にコンピュータのない家庭や、忙しくて、忘れないように冷蔵庫に貼っておける形のも

のを好むという家庭のために、そのバランスを望む声が多くきかれた。母国語、特にスペイン

語でのコミュニケーションの提供は一貫していない。また、日中仕事をしている保護者のため

に、学校関係の行事に保護者が参加できる機会を、通常の学校時間外に広げてほしいという声

がきかれた。究極的には、保護者は、子供の成功をサポートするための具体的なガイダンスを

提供してくれる情報を、タイムリーに一貫して受けられることを望んでいる。 
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LCFF の評価基準で、｢全生徒｣の実績結果を 2 レベル以上下回る生徒グループがあれば、その州指標を識別せよ。LEA は、そ

の実績ギャップに対処するためにどのようなステップをとる計画であるか。 

実績のギャップ 

 学校区レベルでは、停学率のダッシュボードデータにより、アメリカ先住民の生徒は、｢全

生徒｣の実績に比べ、2 レベル下回る率で停学を受けていることが示されている。アメリカ

先住民の生徒は全部で 90 名に対して、2013-2014 年度は 3 名が停学を受け、2014-2015 年

度は 4 名が停学を受けことで、停学率が 2.1％から 5.4％に上昇する結果となった。 

 

TUSD はこの生徒グループを注意深くモニターしていき、すべての学校に対して、全生徒、

特にアメリカ先住民である生徒を対象として、停学につながるような行動を防止する方策を

増やすために、SPSA の目標と措置の中で、さらなる行動介入を提供するための具体的なス

テップを提案することを勧める。 

 

サービスの増加または改善 

これまでに述べていなければ、LEA が、低収入家庭の生徒、英語学習生、および里子生徒のためのサービスを増加または改

善する方法として、最も有意な 2－3 の方法を識別せよ。 

1. すべてのレベルで、介入への反応（RTI）のスペシャリスト 

2. 英語学習生（EL）のサポートに関しては、中央的に取り組むとともに、学校で人材と専門家を活用して重点的に取り組

む。 

3. ホームレスと里子の生徒および家庭へのサービスのための中央的コーディネーターとチーム。 

4. 分化的学習経験を促進、開発、改善するための、すべての学科と学年の教師を対象とした、専門学習コミュニティーおよ

び専門能力開発。 

5. 学校区レベルの専門能力開発の日の一部を、標的生徒および学力の劣る生徒グループのための計画的指導およびサポート

を構築することにあてる 

予算概要 

以下の表に記入せよ。LEAは、図表など、追加的な情報や詳細を加えてもよい。 

記述 金額 

LCAP 年度の一般資金予算支出合計 $239,712,000  

LCAP の目標達成のために計画された措置/サービスのための

LCAP 年度予算合計資金 
$161,589,300 

LCAP は包括的な計画ツールとされるものであるが、すべての一般資金予算支出は記述されていないことがある。上記に記さ

れた LCAP年度の一般資金予算支出で、LCAPに含まれていないものがあれば簡潔に記述せよ。 

1. 当 LCAP の目標や措置に直接つながりのない、特殊教育の支出。 

2. 教育長、理事会メンバー、および、LCFF 基本資金でまかなわれるその他の中央管理者やその他のスタッフ配置の経費。 

3. 総務部、人事部、財政業務部、情報テクノロジー、運輸、購買、および管理サービスを含むがこれに限らない、中央的部

署。 

4. 学校や部署の一般的消耗品および運営資金のための LCFF 基本資金予算のすべて。 

5. カリキュラム外の領域に関する、特定の連邦プログラムおよび分類別プログラム。 

$198,200,000 (または LCFF 基本$183,212,000) LCAP 年度の LCFF 収入推定合計 
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年次更新 
LCAP 年度見直し:   2016–17 

目標 1 
1.有能な教師と管理者を効率的に雇用、教育、保持するとともに、施設や十分な教材を含むすべての基本的サービスを維持する。 

この目標により取り組む州/ローカルレベルの優

先項目: 

州  1   2    3    4    5    6    7    8    

郡  9   10 

ローカル ______________________________________ 

年次測定可能結果 

期待された結果 実際の結果 

 資格をもった教師および管理者の適切な配属についての基準100％順守の状態を保

持する。  

 教師研修からのアンケートおよび肯定的な質的データ結果。 

 空きポジションの応募者の分析の肯定的結果。 

 3ヶ月ごとの学校施設状況報告書および指導教材に関する年次アンケートで、特に

問題がないか、すべての問題が解決されている 

 学校区は、教師の資格および配属について、基準 100％順守の状態を引き続き

維持している。 

 教師研修からのアンケート結果は、目標 2の結果に詳しく記載される。 

 応募者の分析によると、空きポジションのほとんどすべてに対して、複数の、

資格を持つ応募者があった。 

 3ヶ月ごとの学校施設状況報告書で報告された問題はすべて解決された；すべ

ての学校で、校長の監査証明により、指導教材は充分あったことが報告されて

いる。 

 

措置 / サービス 

 

措置 

A Empty Cell Empty Cell 

措置 / サービス 

計画 

教師を採用し、ポジションの空きを埋めるために、地元の大学と

コミュニケーションをとるとともに、有能な教師を採用するため

のさらなる手段を探求する。 

実際 

大学、特殊教育部、および学校区の各学校と協力して、教育実習生やインター

ンの適切な配属を確かにすることで、実習の効果を最大限にし、TUSD で働き

たいという意欲を促進した。全体的な、教育実習生の経験と実習効果を向上さ

せるために、教育実習生評価フォームを分析した。移転を考える優秀な教師の

採用を模索するために、今年度、近辺地域外での大学採用フェアをいくつか追
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加した。  

支出 

予算 

なし 

推定される実際の支出額 

なし 

  

措置 

B Empty Cell Empty Cell 

措置 / サービス 

計画 

新入教師サポート・評価リソース（BTSA）教師を拡大し、そのプ

ログラムを通して、TUSD で 1年目と 2年目の教師をサポートす

る。 
 

参加教師をサポートするための BTSAリソース教師数を、新入教師

18名に対して 1名のリソース教師の割合となるように、必要に応

じて調整する。 

実際  

学校区レベル – 新任教育リソース教師（５FTE）。 

管理者三者個人学習計画（ILP）ミーティング：サポートコーチ、参加教師お

よび管理者が集まって、学校の目標について話し合った。参加教師とサポー

トコーチが協働して、学校区の目標、新任教育の目標、および学校の目標よ

り、CSTP に基づいて、参加教師のための専門能力成長目標を設定した。   

コーチングの周期: 現在、(30)名の 1 年目教師と(33)名の 2 年目教師がプログ

ラムに参加している。  

支出 

予算 

LCFF 基本 

$645,000 –有資格者給与  

$156,000 – 有資格者福利厚生   

推定される実際の支出額 

教育者有効性助成金 

$476,000 –有資格者給与 

$127,000 –有資格者福利厚生 

  

措置 

C Empty Cell Empty Cell 

措置 / サービス 

計画 

適切であれば新しい採用教材を考慮することを含み、すべての学

校に、充分な数の教科書やその他の教材を提供することにより、

生徒全員に充分な指導教材があることを確実にする。   

実際 

カリキュラムディレクターが、K-8 年生の新しい ELA 教材の採用プロセス

（教材の注文を含む）を調整した。すべての ELA 教材が学校に配送され、教

師と生徒に配布された。9-12 年生に関しては、2017 年６月までに、教材採用

審査の過程が完了する予定である。 

数学と外国語に関して最近採用されたその他の教材／教科書や、その他の学

科での補充教科書が購入された。 

各学校の校長は、すべての学年と学科について、充分な指導教材が生徒にゆ

きわたっていることを示す、ウィリアム監査証明を提出した。 
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支出 

予算 

LCFF 基本 

$875,000 – 本と教材   

推定される実際の支出額 

LCFF 基本 

$3,973,000  - 本と教材 

  

措置 D Empty Cell Empty Cell 

措置 / サービス 

計画 

学習に資する環境として、すべての施設に修理がゆきとどいてお

り、適切に維持されている。   

実際 

維持管理スタッフが、すべての学校と施設で、日常的な修理と維持を行っ

た。修理の必要な箇所を認識するために、3ヶ月に 1度の施設状態報告書が利

用された。  

支出 

予算 

LCFF 基本 

$6,700,000 – サービスおよびその他の経費   

推定される実際の支出額 

LCFF 基本 

$6,000,000 – サービスおよびその他の運用経費 

  

措置 E Empty Cell Empty Cell 

措置 / サービス 

計画 

TUSDに新しく入った教師全員を対象とした夏期トーランス教師学会

（TTI）。   

実際 

夏期 TTI セッションは 8 月 30 日－9 月 1 日に実施された：小学校および中

等教育 ELA/SS、中等教育数学、サイエンス、その他の科目、小学校 ELA

（誘導リーディング）、小学校算数、小学校 ELA 統合の NGSS、フレーム

ワーク、標準および教案、クラス運営、形成的評価、分化指導、ELD フレー

ムワーク、テクノロジー統合、問題解決、特殊な生徒グループの考慮、TTI

アンケートデータが収集された。 

支出 

予算 

LCFF 基本 

$75,000 -有資格者時間給 

   

推定される実際の支出額 

LCFF 基本 

$61,200 –有資格者時間給 

$3,000 – 本および教材 

$2,000 – サービスおよびその他の運用経費 

措置 F Empty Cell Empty Cell 

措置 / サービス 

計画 

生徒の学習をサポートするためにすべての学校で資格をもった学校

職員を提供する。   

実際 

有資格スタッフは以下のとおり：教室および教室外のスタッフ= 1,273; 管理

者= 72. 

引き続き、トーランス教師協会と団体交渉を通して会合をもち、最良の実
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践、給与表、団体協約の言語について考察することにより、有資格スタッフ

全員および指導プログラムの支援を行った。   

今年度、関係者それぞれの提案を交渉するために、現時点までに 3 回会合が

もたれ、給与により職員が行う仕事を認め、補償する言語、および、全般的

な有効性とすべての有資格スタッフへのコミュニケーションを向上させるた

めの言語について話し合った。 

支出 

予算 

LCFF 基本 

$76,242,000 –有資格者給与;  

$21,702,000 – 有資格者福利厚生   

推定される実際の支出額 

LCFF 基本 

$82,700,000 –有資格者給与 

$22,830,000 –有資格者福利厚生   

 

 

分析 

必要に応じて、LCFF評価基準からのデータを含む、実際の年次測定可能結果データを使うこと。 

Empty Cell 

明記された目標を達成するための措置/サービス

の全般的な実施状況ついて説明せよ。 

この目標の達成に向けては、かなりの進歩があった。措置とサービスは適切であり、資金が賄われる限り、持続され

ることが期待される。実施においては、新しく採用された教材の調整と配布、および、夏期トーランス教師学会の成

功が目立っている。 

明記された目標に達成するための措置/サービス

の全般的な有効性を、LEAによる測定に基づいて

記述せよ。 

期待された結果に向けての進歩状況報告に基づき、この目標の措置/サービスに関しては、有効性の証拠がある。特

に、優秀な有資格スタッフの雇用と雇用の持続をサポートし、適切に配属するためのシステムは、引き続き効果がみ

られている。さらに、施設維持および教材配布に関してスタッフを利用することで、生徒のための効果的な学習環境

を作ることが持続的に可能になった。 

予算と、推定される実際の支出額の間の実体的な

差を説明せよ。 

予算と実際の支出の間の差が最も顕著なのは、教材の購入に関してで、これは、K-8年生の英語ランゲージアーツの教

材を最初に大量に購入したことによる。購入されたこれらの教材は、義務付けられ、教育理事会によって承認された

教材採用範囲内で、今後 7年間の持続的な ELA教材として提供される。施設維持に関する推定支出額は、公債法案お

よび近代化プロジェクトのために、予算よりも低くなっている。 

該当する場合、この分析および LCFF評価基準の

分析の結果として、この目標に達成するために、

期待される結果、測定基準、または措置やサービ

スに何らかの変更が加えられた場合はそれを説明

せよ。それらの変更が LCAP のどこに見られるか

を特定せよ。 

 

鍵となる指導ポジションの中でも、特に特殊教育などにおいて、空きポジションがあっても適切な人員を雇うのが難

しいものがある。人事部は、地元の各大学と既存の関係を強めていくとともに、可能な限り、｢インターン｣の候補者

を含める方法を探究していく。夏期トーランス教師学会では、夏の早い時期に採用された候補者に提供される初期研

修の経験を、遅れて採用された教師にも提供できる方法を考えていく。また、特殊教育の教師を、新しい新任教育プ

ログラムを通じて支援する方法を考えていく。 

教師の空きポジションに関する人事部のサポートについては、新しい LCAPの目標/措置 1.1で取り上げられている。

夏期トーランス教師学会および特殊教育新任教育プログラムについては、目標/措置 1.2で取り上げられている。 
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目標 2 
TUSDは K-12年生で、コモンコア州標準／次世代科学標準、ELD標準、フレームワークなどの学力標準を採用しながら、全生徒のための学習環境を最大限整

える、効果的でまとまりがあり、維持可能な専門能力開発モデルを実施していく。  

この目標により取り組む州/ローカルレベルの優先

項目: 

州  1   2    3    4    5    6    7    8    

郡  9   10 

ローカル ______________________________________ 

年次測定可能結果 

期待された結果 実際の結果 

 全ての教師が、学校区および各学校で行われる研修を通して、教室におけるすべての

標準の実施、および、分化指導ストラテジーの統合に関する、定期的/継続的な専門

能力開発に参加し、これは、議題一覧、議事録、アンケートを通して集められたデー

タにより測定される。 

 専門能力開発セッションの有効性に関する教師アンケートデータの肯定的な返答の件

数を、2015-2016年の基底教師アンケートデータから、維持または増加させる。 

  

 各学校での PLCおよび学校区主催の専門能力開発を通し、すべてのスタッフ

が、指導および分化指導ストラテジーに関する、定期的で継続的なトレーニン

グに参加した。 

 プレゼンテーション/ワークショップの資料は、分化指導ストラテジーを含む、

生徒の達成度と成績に関するトピックが特定される議題一覧と共に、すべてグ

ーグル・ドライブで見ることができる。 

 ワークショップおよびトレーニングの有効性に関する教師アンケートデータ

は、以下の質問への応答に基づいている：｢この経験のおかげで、私の教師と
しての実践はプラスの影響を受けると思う。｣ 

ELA: 93% そう思う/強くそう思う(512 件) (94% 15/16) 

ELD: 非適用 (100% 15/16) 

GATE: 97% そう思う/強くそう思う(95 件) (85% 15/16) 

誘導リーディング: 96% そう思う/強くそう思う (91 件) (97% 15/16) 

新任教育: 86% そう思う/強くそう思う(426 件) 

数学: 96% そう思う/強くそう思う(209 件) – (92% 15/16) 

NGSS: 99.4% そう思う/強くそう思う (538 件) – (97% 15/16) 
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措置 B Empty Cell Empty Cell 

措置/サービス 

計画 

数学のコモンコアについての教師の研修で、分化学習/指導のサポ

ートを行い、学校での主導教師を養成する。 

専門能力開発は、夏の間、および、学年度をとおして行われる。 

 

実際 

TK-5 年生の 115 名の教師が算数レッスンスタディに参加している。このうち

６グループは 2 年目の参加である。夏の間、学年グループに分かれての 8 回

の専門能力開発の機会が提供された。 

CGI 上級アカデミーを提供し、さらに、すべてのニーズに対処する分化指導

を目標とした、ポートフォリオタスクと共通形成的アセスメントの分析をサ

ポートした。32 の学年別チームが、レッスンスタディの第一周期を完了した

ところである。出版社提供の LMS、そして ST Math を含む数学のデジタルコ

ンテンツを組み入れた。 

支出 

予算 

LCFF 補足 

$150,000 –有資格者の時間給／代行; 

$5,000 –本および備品; 

 

LCFF 基本 

推定される実際の支出額 

LCFF 補足 

$153,000 –有資格者の時間給／代行; 

$500 –本および備品 

LCFF 基本 

措置 / サービス 
 

措置 A Empty Cell Empty Cell 

措置/サービス 

計画 

英語ランゲージアーツおよび社会科のコモンコアについての教師

の研修で、研修、モデルユニット、ライティング評価、分化学習

/指導のサポートを提供し、学校での主導教師を養成する。専門

能力開発は、夏の間、および、学年度をとおして行われる。  

 

実際 

以下を含むワークショップが提供された：ライティング・スタディ、1 年のマ

ップ、モデルユニット、SPED トレーニング、教科書/教材トレーニング；

LACOE と TUSD が提携しての歴史社会化フレームワーク。小学校の D3 は、

高学年/低学年で分化された；参加者は、小学校 9 校、ミドルスクール 8 校、

ハイスクール 4 校から－K-12 年生ほとんどすべての学年の参加者があった。 

出版社提供の LMS、そして Achieve 3000 を含む、ランゲージアーツのデジタ

ルコンテンツを組み入れた。 

支出 

予算 

LCFF 補足 

$150,000 – 有資格者の時間給/代行； 

$5,000 – 本および備品; 
 

LCFF 基本 

$50,000 – 有資格者の時間給/代行 

推定される実際の支出額 

 LCFF 補足 

$269,530 – 有資格者の時間給/代行; 

$1,500 – 本および備品 

LCFF 基本 

なし 
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$50,000 –有資格者の時間給／代行   なし 

  

措置 C Empty Cell Empty Cell 

措置／サービス 

計画 

科学/NGSSの研修で、分化学習/指導のサポートを行い、学校での

主導教師を養成する。 

専門能力開発は、夏の間、および、学年度をとおして行われる。  

実際 

2016 年 9 月から 2016 年 12 月までに、2－12 年生に関する 1 日トレーニング

を 23 回行った。アンケートデータによると、2－8 年生の教師の 99.3％が、

トレーニングによって彼らの教師としての実践にプラスの影響を受けたこと

に｢そう思う｣または｢強くそう思う｣（292 件）と答えており、9－12 年生の教

師の 95.5％が、トレーニングによって彼らの教師としての実践にプラスの影

響を受けたことに｢そう思う｣または｢強くそう思う｣（292 件）と答えてい

る。ハイスクールのリーダーシップチームは 2 回集まり、すべてのコースに

ついて、学力で期待されることに合っていて、TUSD の多様な生徒が公平に

アクセスできることを確かにするために、コースモデル、コースの進路、お

よび数学の調整について話し合った。 

STEMscopes デジタルコンテンツを提供した。 

支出 

予算 

LCFF 補足 

$250,000 –有資格者の時間給／代行; 

$5,000 –本および備品; 

 

LCFF 基本 

$50,000 –有資格者の時間給／代行   

推定される実際の支出額 

LCFF 補足 

$82,000 –有資格者の時間給／代行 

$1,000 –本および備品 

LCFF 基本 

なし 

  

措置 D Empty Cell Empty Cell 

措置／サービス 

計画 

TUSDの学校、そして K-12年生の生徒に対して、分化学習の機会

を与えるような、コモンコア準拠のオンラインリサーチ・データ

ベースリソース、計画のための資料および情報文の、学校レベル

のライセンスを提供する。 

実際 

以下に関して学校区全体のライセンスを提供した：SIRSデータベース、 

STEMscopes、Reading A-Zのライセンス、Learn 360 オンラインシステム  

支出 

予算 

LCFF 補足 

$75,000 – サービスおよびその他の運用経費   

推定される実際の支出額 

LCFF 補足 

$106,000 – サービスおよびその他の運用経費 
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措置 E Empty Cell Empty Cell 

措置／サービス 

計画 

すべての標的生徒集団および低学力生徒集団に対しての分化指導および段

階１の指導をサポートする努力に関する、すべての研修、ワークショッ

プ、専門職学習コミュニティーの有効性を継続的に組織化し、評価するた

めの、専門能力開発データ管理システムを組み入れる。   

実際 

現在 My Learning Planソフトウェアの組み込みを実施中。すべてのトレーニングとワ

ークショップの後に、Googleサーベイを活用した。  

支出 

予算 

LCFF 補足 

$50,000 – サービスおよびその他の運用経費   

推定される実際の支出額 

LCFF 補足 

$21,500 – サービスおよびその他の運用経費 

  

措置 F Empty Cell Empty Cell 

措置／サービス 

計画 

GATEプログラムおよび優秀な生徒のためのサービスを提供する。これに

は、GATEリソース教師をフルタイム 1名に増員することを含む。   

 3-5年生の生徒対象の GATEテスト  

 3-8年生対象の放課後のワークショップ  

 GATE 保護者カンファレンス 

 各学校リード教師のための GATE 研修  

実際 

小学校とミドルスクールでは、初めの 2－3 の情操教育テーマが完了された（各学校で

の GATE 生徒人数に基づき、各テーマでセッションが繰り返された）。教師リーダー

チームは、1 日の専門研修会 2 回に参加した。これまで、64 名の GATE 転入生に関し

て記録の要請と審査が行われた。GATE リソース教師は数学リソースチームと組んで、

小学校 2 校で、レッスンスタディを通して、分化指導に焦点をおいたサポートを提供し

た。1561 名の 3 年生の生徒が全員対象の GATE テストを受けた。969 名の 4 年生と 5

年生の生徒が春に GATE テストを受ける予定である。  

支出 

予算 

LCFF 基本 

$115,000 – 有資格者給与; 

$30,000 – 有資格者福利厚生; 

$85,000 –有資格者の時間給／代行   

推定される実際の支出額 

LCFF 基本 

$97,900 –有資格者給与; 

$25,700 –有資格者福利厚生; 

$32,300 –有資格者の時間給／代行 

  

措置 G Empty Cell Empty Cell 

措置／サービス 

計画 

小学校の教師が毎週 1時間をコラボレーションおよび専門能力開発にあて

られるように、1-5年生の体育の教師を提供する。 

 

教師の専門能力開発をサポートするために、英語ランゲージアーツと数学

の CCSSリソース教師および各学校の主導教師を提供するとともに、科学

/NGSSリソース教師を提供する。 

  
  

実際 

1－5 年生チームがコラボレーションの時間をもてるよう、7 名（6.4FTE）の小学校の

体育教師を選んだ。リソース教師－ELA６名、数学６名、NGSS 2 名；さらに、

CMAST／サイエンスに関して 17 名の各学校の教師リーダーがいる。 

ELA リソース教師は各小学校の体育の時間を使った学年別 PLC に参加することで、指

導計画に関する定期的な教師のサポートを行っている。さらに、ELA リソース教師は定

期的にミドルスクールの PLC に参加し、教師一人ずつ、および、学年別／教科別チー

ムと、新しいユニットをデザインしたり、生徒が提出した課題の分析をしたりするのを

手伝っている。2 年生のトレーニングでは ELA チームが NGSS チームとパートナーを
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組んだ。ライティングスタディ－30 校のうち 22 校でパートナー関係がある。 

支出 

予算 

強制的経費償還資金 

$1,785,000 –有資格者給与; 

$465,000 –有資格者福利厚生   

推定される実際の支出額 

強制的経費償還資金 

$1,293,459 –有資格者給与 

$372,453 –有資格者福利厚生 

  
 

分析 

必要に応じて、LCFF 評価基準からのデータを含む、実際の年次測定可能結果データを使うこと。 

 

明記された目標を達成するための措置/サービス

の全般的な実施状況について説明せよ。 

すべてのワークショップ（夏期を含む）への参加率が非常に高かったこと、そして、小学校に体育教師を入れること

で PLCの時間ができたことで、小学校全校でのコラボレーションが毎週行われたことによって示されるように、措置

／サービスは効果的に実施された。 

明記された目標に達成するための措置/サービス

の全般的な有効性を、LEAによる測定に基づいて

記述せよ。 

150を超える日、セッション／ワークショップに基づき、教師に、それぞれのトレーニングが自身の指導経験に与える

影響を評価してもらった結果、高い率でプラスの影響が報告されている。さらに、教師の出席率の高さと、教師が教

室を離れる際に代行教員が一日フルに利用されていることで、すべての学校、管理者および教師による、教師の専門

能力向上への尽力が示されている。 

予算と、推定される実際の支出額の間の実体的な

差を説明せよ。 

現在の分析によると、実際の支出と予算の差はあっても少額であることが示されている。特に、夏期の英語ランゲー

ジアーツのトレーニングでは、教科書採用のトレーニングのために参加者数が増え、教師の時間給の実際の支出が

$100,000増加したものの、その他の夏期教師トレーニングが期待されたよりも参加率が低かったために、結果とし

て、教師トレーニング／ワークショップのための補足資金の総合的な活用額は、英語、数学、サイエンスを総合する

と、目標どおりであると思われる。さらに、サイエンスのトレーニングでは、9月に無効となるタイトル II資金の多

額の繰越金があったために、これらのトレーニングに関する経費のうち$200,000は、LCFF資金からの予算の代わりに

連邦資金で賄われた。最後に、小学校の体育教師を新しく何人か雇ったことと、リソース教師のおかげで、この２つ

の領域での有資格者の給与と福利厚生の経費は予算を大きく下回っている。 

該当する場合、この分析および LCFF評価基準の

分析の結果として、この目標に達成するために、

期待される結果、測定基準、または措置やサービ

スに何らかの変更が加えられた場合はそれを説明

せよ。それらの変更が LCAP のどこに見られるか

を特定せよ。 

強制的経費償還資金が終了することで、英語および数学のリソース教師のスタッフ配置を含む、中央事務局でのカリ

キュラムサポートについて、かなりの削減が発生することになる。夏期ワークショップは続けるが、規模が縮小され

る。スタッフの削減および持続については新しい LCAPの目標／措置 2.3、2.6、2.7 で取り上げている。 

デジタルリソースにより、教師や生徒がリソースを利用することが容易となったため、これは引き続き提供していく

可能性が高い。教師リソースに関する 2017－2018年度のデジタルリソースは、新しい LCAPの目標／措置 1.4で取り

上げている。 
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目標 3 
英語ランゲージアーツと数学、科学、社会科、そして職業専門科目や体育といったその他の学科を含む、チャレンジングなカリキュラムにおいて、生徒全員

が熟達以上のレベルに達する。  

この目標により取り組む州/ローカルレベルの優先

項目: 

州  1   2    3    4    5    6    7    8    

郡  9   10 

ローカル ______________________________________ 

年次測定可能結果 

期待された結果 実際の結果 

 CAASPP のデータに関し、2015年から、ELAで 2％、数学で 3％の向上。 

 TUSDローカルレベルの、Response to Intervention (介入への反応) 計画の実施。 

 TUSDローカルレベルの、生徒学力の測定手段の実施。 

 CELDTおよび AMAOによる測定に基づく EL生のレベル変更率および熟達認定率を含

む、EL能力の維持。  

 5年生の PFTの結果で、６つのうち５つの領域において HFZの目標に達する生徒の比

率を 2％向上させる。 

 CTE（職業専門コース）の進路に参加する生徒を増やす。 

 スコア３以上で APテストに合格する生徒の率を増加させる。 

 CSU/UC の a-g要件を満たして卒業する生徒の率を維持または増加させる。 

 ELAと数学の EAPで成功する生徒の率を維持または増加させる。 

 SBAC中間アセスメントおよび TUSDのその他のアセスメントによって測定される、生

徒の成功および熟達。 

 

 TUSDでは、CAASPPの ELAと数学両方において、標準に達するあるいは標準を超

えるレベルの生徒が 3％増加した。 

 TUSD RTI 計画が部分的に実施された（30校のうち 21校） 

 共通形成的アセスメントが、すべての主要科目、全学年レベルで実施された。 

 英語学習生熟達レベルの率は 51％（2015－2016年度の CELDT使用）、熟達認定

率は 10.6％（2016－2017年度）。 

 ５年生の生徒の PFTに関しては、６つのうち５つの領域において HFZの目標に

達している生徒は 6.3％減少した。 

 すべてのハイスクールで、コースセクションが付け加えられ、CTEの進路に参

加する生徒数が増えた。 

 APテストの合格率は 71％（2015－2016年度）。 

 CSU/UCの a-g要件を満たす生徒の率はわずかであるが、.2％増加した。 

 EAPは｢College Ready（大学進学の準備ができている）｣と呼ばれるようになっ

た－大学進学の準備ができている/条件付でできている生徒は ELAで７％、数学

で２％の増加がみられた。 

 SBACの中間アセスメント（IAB）が複数の学年で実施され、数学と ELAの形成

的評価として教師により利用された。結果は報告されていない。 

 

措置 / サービス 
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措置 A Empty Cell Empty Cell 

措置／サービス 

計画 

標的集団および学力の劣る生徒をサポートするための、TUSDの介入への

反応（RtI）計画およびその他の方策の実施。これには、管理者および介

入リソース教師、専門能力開発、テクノロジー/教材、そしてアセスメン

トを含む。 

実際 

コーディネーター－介入と指導、およびリソース教師 8 名－介入と指導で、ニーズが最

も大きい小学校 8 校に配属された。RTI&I リソース教師のポジションは、8 校に設けら

れた。残りの 9 校に対しては、RTI&I の担当者を受けたときに備えて下準備として、現

在の個人介入プログラムとアクティビティを増強するための追加的資金が提供された。 

ハイスクール 4 校で、EL 生、低所得家庭児童、里子、ホームレスの児童、および、学力

の劣る生徒への拡張的サービスを提供するために、副校長が採用された。 

RTI と PBIS のための｢教師コーディネーター｣時限を設定するために、追加的指導時限

（計 3 FTE ）が全ミドルスクールに配分された。 

生徒数の最も多い小学校 3校で、EL生、低所得家庭児童、里子、ホームレスの児童、お

よび、学力の劣る生徒へのサービスとサポートを増強するために、副校長（1 FTE）が

追加採用された。 

Solution Treeを通じて契約提供される、学校ベースの専門学習コミュニティにより、

効果的な RTIの実施についての学校区レベルのトレーニングとコーチングが提供されて

いる。 

支出 

予算 

LCFF 補足 

$2,250,000 – 有資格者給与; 

$380,000 – 有資格者福利厚生; $200,000 – サービスおよびその他の運用

経費  

推定される実際の支出額 

 LCFF 補足 

$1,593,946-有資格者給与; 

$425,864 -有資格者福利厚生;  

$35,000 – 有資格者時給；（夏期 RTI時給） 

$176,200 - サービスおよびその他の運用経費 (Solution Tree) 

  

措置 B Empty Cell Empty Cell 

措置／サービス 

計画 

標的集団の生徒は、通常の授業日以外に、夏の学習機会、ジャン

プスタートプログラムを含む、拡張的学習時間を提供される。 

 

すべての学校および教室で、修繕がゆきとどき、標的集団および

学力の劣る生徒全員の拡張的学習機会をサポートできる状態にあ

ることを確かにする。 

  

実際 

夏の Jump Start プログラムは各地区で 1 校、計 4 校の小学校（アーリント

ン、トーランス、ビクター、ウォルテリア）で 2016 年 8 月に実施された。約

1,131 名の生徒が参加した。2016 年 8 月－ミドルスクール 4 校とハイスクー

ル全校での Jumpstart 

(1) 拡張的学習サポートのグループ分けには EL のステータスが使用された。 

(2) Summer Slide プログラムへの参加。 (3) Jump Start への参加 – 緊急移民

生徒。Summer Slide '16 に参加した生徒には、測定可能な向上がみられた。 

Jump Start サマースクールの間、生徒は授業日は毎日無料で朝食を提供され

た。   

各学校の教室や学習環境施設の維持、改善を提供した。学校公債法案の近代

化プロジェクトと調整して、夏の Jumpstart プログラム、そして、学年度中

Draft 
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に拡張的学習アクティビティが実施される学校で、すべてのサポートが実施

された。 

支出 

予算 

LCFF 補足 

$535,000 – 有資格者時給／代行; $25,000 –有資格者時給;  

$1,250,000 – サービスおよびその他の運用経費; $20,000 – 本および教材 

 

タイトル III 移民 

$60,000 –有資格者時給; $12,000 –本および教材   

推定される実際の支出額 

 LCFF 補足 

$708,100 –有資格者時給／代行 

$46,650 – 一般職員時給 

$1,250,000 – サービスおよびその他の運用経費（施設／維持） 

$32,600 – サービスおよびその他の運用経費（夏の食事、施設管理備品、教室備品）; 

$0 –本および教材  

タイトル III 移民 

$98,300 -有資格者時給 

  

措置 C Empty Cell Empty Cell 

措置／サービス 

計画 

K-3年生の教師対象の、 Fountas & Pinnell および誘導リーディングプログ

ラムの実施。これにはリソース教師の配属、研修、アセスメントキット、

そして、文学的なリソースが含まれる。 

 

新しい介入指導教師を対象としたさらなる F&P研修を提供するとともに、

1年生と 2年生の教師にフォローアップのトレーニングを提供する。 

 
  

実際 

フルタイムのリソース教師 2 名と、学校区レベル教師サポートポジション 1（50％

FTE）。 

Fountas & Pinnell および誘導リーディングに関するトレーニング‐‐TK と K の教師 48

名のうち 47 名、1 年生と 2 年生の教師 8 名、そのさまざまな学年やポジションの教師

13 名、新しい介入教師 9 名。コーチは、教師一人につき、F & P の後に 1 コーチングセ

ッション、そして誘導リーディングトレーニングの後に 1 コーチングセッションを提供

することで、教師リソース開発を続けた；トレーニングを受けた教師は、アセスメント

キットと読み書きのリソースを提供された。以前トレーニングを受けた、1 年生と 2 年

生の教師 90 名あまりに対して引き続きトレーニングを提供するためのウェビナーを開

発した。Daily 5 に関する 1 日ワークショップ。現在、79 名の教師に対して、各教師と

の 3 回のコーチングセッションを含む、誘導リーディングの Days 1-5 についてトレー

ニングを終了しようとしている。 

支出 

予算 

LCFF 補足 

$260,000 –有資格者給与; $70,000 –有資格者福利厚生; $85,000 -有資格者

時給／代行; 

$165,000 – 本および備品; 

 

タイトル III LEP 

$50,000 –本および備品 

 

タイトル I 

$50,000 本および備品   

推定される実際の支出額 

LCFF 補足 

$211,395 –有資格者給与; 

$53,883 –有資格者福利厚生; 

$3,900 -本および備品; 

 

タイトル III LEP 

$47,737 -有資格者給与; 

$12,578 -有資格者福利厚生; 

$18,700 -本および備品 
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タイトル I 

$0 –本および備品   

  

措置 D Empty Cell Empty Cell 

措置／サービス 

計画 

英語学習生やその他の学力の劣る下位集団に焦点をおき、英語ランゲージ

アーツ、リーディング、数学およびテクノロジーに重点をおいた、現在の

介入指導モデルをサポートするための、さらなるスタッフ、専門能力開

発、教材、テクノロジー/ライセンスを全ての学校に提供する。 

 ミドルスクールとハイスクールを通して、より多くの標的集団

生徒が、オナーズや APプログラムの選択を含む、よりチャレン

ジングなコーススケジュールを組むことを促進する。 

 英語学習生、RFEP（英語熟達認定生徒）、低所得家庭生徒、お

よび里子児童の生徒データおよび長期計画の実施をモニターす

る。 

 

実際 

28 名 – 小学校時間給勤務介入教師 

12 – ミドルスクールにおける、介入／標的サポートのための指導時限。 

16 - ハイスクールにおける、iLeadサポートクラスを含む、介入／標的サポートのため

の指導時限。 

30校（K-12）すべてにおいて、始業前および放課後の少人数グループでのリーディン

グと数学のサポートに、時間給勤務教師のサポートが提供された。各学校での介入指導

および個人学習／パワー時間のプログラムをサポートするために、追加的なリーディン

グ教材、分化指導用リーディング教材（Achieve300 & NewsELA）、数学サポート用デー

タベースライセンス（ST Math）、Chromebook やその他の機器／教材を含む生徒用テク

ノロジーが購入された。 

教師に対して、トレーニングおよび専門能力開発が提供された。これには、カンファレ

ンスへの参加、および、分化指導レッスンやユニットをサポートするための、各学校で

のコラボレーションや計画のためのリリースタイムなどが含まれる。 

すべての生徒が、クラスと家庭で、補足的リーディングテクノロジー／教材を利用でき

るように、すべての小学校教師に、Learning A-Zの製品、Reading A-Zおよび RAZ-

Kidsのライセンスが提供された。 

支出 

予算 

LCFF 補足 

$1,500,000 – 有資格者給与および時給; 

$450,000 –有資格者福利厚生; 

$765,000 – サービスおよびその他の運用経費; $450,000 –本および備品   

推定される実際の支出額 

LCFF 補足 

$800,000 –有資格者給与および時給; 

$180,000 –有資格者福利厚生; 

$250,000 –本および備品; 

$550,000 – サービスおよびその他の運用経費  

  

措置 E Empty Cell Empty Cell 

措置／サービス 

計画 

標的集団および学力の劣る下位集団のすべての生徒に対し、さまざまな本

を読む機会を増やすため、そして、分化的学習教材として、さらなるテク

ノロジーおよびシリーズの小説本（フィクション、ノンフィクションを含

む）を提供する。  

実際 

3－12 年生の生徒と教師すべてのために新しい小説本が提供された；新しい小説ユニッ

トに関するトレーニングが提供された。これには、すべての下位集団および学力の劣る

生徒のための分化指導のストラテジーを含み、50 名を超える教師が参加した。 
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支出 

予算 

LCFF 補足 

$350,000 –本および備品; 

$50,000 – サービスおよびその他の運用経費   

推定される実際の支出額 

LCFF 補足 

$271,100 –本および備品; 

$0 – サービスおよびその他の運用経費 

  

措置 F Empty Cell Empty Cell 

措置／サービス 

計画 

すべての EL生が英語熟達に向けて進歩するようモニターする手段

として、スペシャル・プロジェクト事務局、ELDプログラム・ス

ペシャリスト、そして言語評定センターのスタッフを含む、学校

区および中央サービスのスタッフを維持する。EL生の学力達成を

助けるために、ELDフレームワークおよび効果的な統合/指定クラ

スサポートや介入指導についての研修を実施するとともに、RFEP

生徒の進歩のモニターに関して学校を援助する。 
 

EL生のサポートの有効性をさらに調整するために、ミドルスクー

ルのスタッフを増員する。  

実際 

 (1)  分類別資金スペシャリスト 1 名 (2) 州および連邦プログラムディレクタ

ー１名 (3) ELD プログラムスペシャリスト４名 (4) スタッフアシスタント１名 

(5) 翻訳／通訳担当者フルタイム 3 名（3 x FTE）相当 

(1) 翻訳／通訳の利用は義務付けられた学校以外でも増加している。 (2) EL 生

熟達度ステータス： (a) EL ベンチマーク、 (b) Ellevation に統合されたデー

タ、(c) 現在の RFEP のステータス。 (3) EL 生の学力達成を助けるためのト

レーニング： (a) ELD リードとコーディネーターのミーティングを続ける。 

(4) 秋の EL 生ベンチマークデータを収集。 

各ミドルスクールに、ELD コーディネーター時限に指導セクション１  (2 

FTE) 

支出 

予算 

LCFF 補足 

$620,000 –有資格者給与; $150,000 –有資格者福利厚生; $70,000 

– 一般職員給与; $30,000 – 一般職員福利厚生   

推定される実際の支出額 

LCFF 補足 

$715,946 –有資格者給与; 

$158,279 –有資格者福利厚生; 

$62,723 –一般職員給与; 

$23,135 –一般職員福利厚生   

  

措置 G Empty Cell Empty Cell 

措置／サービス 

計画 

小学校の体育の教師増員を利用し、週単位の、1-5年生の活動的

指導時間を増やす。 

実際 

小学校の体育教師（6.4 FTE）のおかげで、1－5 年生の生徒への活動的指導

時間が増加し、さまざまな程度の効果が出ている。   

支出 

予算 

（資金に関しては 2G を参照) 
推定される実際の支出額 

（2G を参照) 
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措置 H Empty Cell Empty Cell 

措置／サービス 

計画 

スタッフ配属、Naviance への加入、PSAT、その他のリソースを含

む、TUSDカウンセリング・モデルを拡張する。 

 

CSU/UC a-gコースの成績向上、単位回復のためのオンラインカリ

キュラムの使用を拡張させる。  

実際 

カウンセリングモデル：ガイダンス・カウンセラー1 名と進学／就職コーディ

ネーター1 名 Naviance:すべてのミドルスクール、ハイスクールで、学校レ

ベルのライセンス PSAT:10 年生の生徒全員を対象に実施 Oddyseyware オ

ンラインコースソフト：夏期の単位回復のため、および、学年度中にハイス

クールで使用。  

支出 

予算 

LCFF 基本 

$265,000 –有資格者給与; $55,000 有資格者福利厚生; $190,000 –

一般職員給与; $40,000 –一般職員福利厚生; $22,000 – サービスお

よびその他の運用経費 

 

LCFF 補足 

$155,000 –有資格者給与; $40,000 有資格者福利厚生; $100,000 –

一般職員給与; $26,000 –一般職員福利厚生; $115,000 – サービス

およびその他の運用経費   

推定される実際の支出額 

LCFF 基本 

$220,000 –有資格者給与; $60,200 –有資格者福利厚生; 

$133,300 –一般職員給与; $52,500 –一般職員福利厚生; 

$37,300 – サービスおよびその他の運用経費 

 

LCFF 補足 

$130,800 –有資格者給与; $35,700 –有資格者福利厚生; 

$79,000 –一般職員給与; $31,100 –一般職員福利厚生; 

$21,000 – サービスおよびその他の運用経費 

  

措置 I Empty Cell Empty Cell 

措置／サービス 

計画 

現在の CTEプログラムを、改善を必要とするエリアに合わせて維持、強化

するとともに、高度のスキルが求められ、高賃金で需要の高い職業が含ま

れる地域の労働需要に合わせ、職業専門コースにおいての工学系および生

物医学系のコースを拡張する。   

実際 

CTE リソース教師／コーディネーター（1 FTE）。 

進路コースを拡張し、エルカミノ・カレッジとの二重登録／連結を強化するために、11

名の中等教育教師が、指導教材やテクノロジー機器の提供を伴う Project Lead the Way 

(PLTW) STEM カリキュラムの専門能力開発を受けた。 

支出 

予算 

資金は CTEIGおよび Carl D. Perkins 助成金を通してサポートされる。 

 

推定される実際の支出額 

CTEIG 助成金資金あ 

$223,300 –有資格者給与; $113,000 –有資格者福利厚生; 

$59,400 –一般職員給与; $30,000 –一般職員福利厚生; 

$721,000 –本および備品; $206,000 – サービスおよびその他の運用経費 

Perkins Grant 

$820 – 一般職員時給; $94,300 –本および備品; 

$2,700 – サービスおよびその他の運用経費 
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分析 

必要に応じて、LCFF 評価基準からのデータを含む、実際の年次測定可能結果データを使うこと。 

Empty Cell 

明記された目標を達成するための措置/サービス

の全般的な実施状況について説明せよ。 

全般的にみて、この目標の措置／サービスに関しては深いところでの組み込みがなされ、成功している。すべてのア

カデミック領域においてすべての学年の生徒とその達成をサポートするのにかなりの重点とリソースがおかれている

ことで、措置とサービスは、実施にかなり時間がかかり、すべての学校で、引き続き確立されている段階である。 

明記された目標に達成するための措置/サービス

の全般的な有効性を、LEAによる測定に基づいて

記述せよ。 

この目標については、夏の Jumpstart プログラムへの生徒の参加率の増加を含み、措置／サービスの成功と有効性が

早くから現れている。RTI計画は学校区レベルで現在実施されており、小学校 8校で、特定のサポートを構築するため

に、RTIリソース教師が採用されている。 

予算と、推定される実際の支出額の間の実体的な

差を説明せよ。 

予算と実際の支出額の間の著しい食い違いは、数箇所で見られる。まず、資格のある応募者の不足から、RTIリソース

教師の採用は 8名に留まり、この特定の措置に今年度必要な資金額が減った。2番目の食い違いは、夏の Jumpstart プ

ログラムの経費である。参加生徒数が増加したため、実際の経費は予算よりも高かった。もうひとつの食い違いは、

措置 Dに関して、有資格者の給与、時給、福利厚生に費やす推定／期待される経費である。これは、指導時限が介入

指導および方策的サポートクラスに割り当てられた、中等教育レベルスタッフの減少によるものである。さらに、す

べてのレベルの学校で、代行教員の不足のために、トレーニング、コラボレーション、ワークショップのために教師

がクラスから解放（リリース）される日が少なかった。 

 

該当する場合、この分析および LCFF評価基準の

分析の結果として、この目標に達成するために、

期待される結果、測定基準、または措置やサービ

スに何らかの変更が加えられた場合はそれを説明

せよ。それらの変更が LCAP のどこに見られるか

を特定せよ。 

TUSDは、RTI計画の実施に関して前進を続けていく。さらに、小学校 17校のキャンパスで提供される生徒のサポート

の開発と、ミドル／ハイスクールの間で引き続きさらなるコーディネーションが行われる。TUSD RTI計画に関する新

しい情報は、新しい LCAPの目標／措置 3.5にみられる。 

TUSDは、小学校 17校全校で、毎週学年別の PLC教師リリースタイムがもてるようにするための、小学校体育教師の持

続について評価していく。体育教師と PLCリリースタイムの割り当ては、新しい LCAP の目標／措置 3.4にみられる。 

TUSDは、3－5年生で必要とされるサポートとトレーニングに対処する、誘導リーディングトレーニング計画を見直

し、必要な変更を加える。誘導リーディングに関する専門能力開発に関する新しい情報は、新しい LCAPの目標／措置

2.3に見られる。  
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目標 4 
全生徒に関する行動面での介入を向上させるため、そして、通常の進歩状況モニタリングの手段として、重層的支援システムプログラムを拡張する。 

この目標により取り組む州/ローカルレベルの優先

項目: 

州  1   2    3    4    5    6    7    8    

郡  9   10 

ローカル ______________________________________ 

年次測定可能結果 

期待された結果 実際の結果 

 全ての学校で、重層的支援システム、積極的行動支援プログラムの改善。  

 積極的行動に関するデータの改善。 

 停学処分率および退学処分率を低く維持する。 

 出席率 96％を維持する。 

 常習的欠席と特定される生徒の率を 2015-2016年度から減少させる。 

 TUSD卒業率を 96％以上に維持する。 

 ミドルスクールの中退率を 0.04％から 0.02％に減少させる。 

 ハイスクールの中退率を 0.18％から 0.10％に減少させる。 

 小学校とミドルスクール全校（26校）で、RTI と PBISのサポートが増強され

た。半数の学校が、PBISのトレーニングの組み込み 1年目で、残りの半数が 2

年目である。 

 照会を受けた事件が 31校のうち 19校で減少したことで示されるように、積極

的行動に関するデータは向上した。 

 停学処分率は 2.28％から 1.98％に減少した。退学処分率は非常に低く、0.1％

である。 

 出席率は 96％。 

 常習的欠席者率は 4.1％から 1.14％に減少した。 

 卒業率は 95％。 

 ミドルスクールの中退率は 0.1％を下回り、ハイスクールの中退率は 0.6％を下

回る。 

 

措置／サービス 

措置 

A Empty Cell Empty Cell 

措置／サービス 

計画 

重層的支援システムプログラムを拡張する。これには、管理者、

カウンセラー、教師、スタッフが生徒を支援するための、積極的

行動介入支援（PBIS）プログラムに関するトレーニングを含む。 

 

実際 

残りの小学校とミドルスクール（13 校）が、ロサンゼルス郡教育局

（LACOE）を通じて、PBIS トレーニングへの参加を開始した‐現在、すべて

の小学校とミドルスクールが登録している。中央的コーディネータが採用さ
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トレーニング、実施を促進し、モニターするための中央的コーデ

ィネーターを増員するとともに、すべてのミドルスクールのスタ

ッフを増員する。 

 

れ、PBIS の実施をサポートするために、心理士やカウンセラーと綿密に協力

しながら取り組んでいる。停学処分率および退学処分率は引き続きモニター

される。出席率は現在モニターされており、保護者との SARB 前ミーティン

グがもたれている。学校レベル情報システム（SWIS）が 2 年目の学校に発注

され、各学校は、第二セメスターの間にその学校の懲戒処分データにアクセ

スできるように、トレーニングが提供される。  

支出 

予算 

LCFF 基本 

$70,000 – 有資格者給与; $17,000 – 有資格者福利厚生; $30,000 – 

サービスおよびその他の運営経費 

 

LCFF 補足 

$165,000 –有資格者給与; $47,000 –有資格者福利厚生; $30,000 – 

サービスおよびその他の運営経費   

推定される実際の支出額 

LCFF 基本 

$55,800 –有資格者給与; $13,100 –有資格者福利厚生; 

$10,000 – サービスおよびその他の運営経費 

 

LCFF 補足 

$167,300 –有資格者給与; $39,300 –有資格者福利厚生; 

$2,200 – 有資格者時給／代行; $3,400 – サービスおよびその他の運営経費 

  

措置 

B Empty Cell Empty Cell 

措置／サービス 

計画 

引き続き、学校区職員を対象とした、緊急/災害時対策、コミュニ

ティの通知システムに関するトレーニング・モジュールについ

て、トーランス警察署、トーランス消防署、およびトーランス市

の各機関と協力していく。  

実際 

警察に関連する緊急時対策について話し合い、計画を立てるために、トーラ

ンス警察署のメンバーと 2 回会合をもった。すべての小学校の管理者は、実

際の緊急時に情報を得るための、Torrance Alerts Everbridge 緊急通知サービ

スに登録されている。学校区レベルでは、Great California Shake Out 地震時

訓練、Shelter-in-Place 訓練および Radio Call Check-in を実施した。また、3

回の学校区緊急時対策ミーティングの最初のミーティングをもち、学校での

工事の安全と保安に関しての最新の情報が提示された。     

支出 

予算 

なし 

推定される実際の支出額 

なし 

  



23 
 

 
  

措置 D Empty Cell Empty Cell 

措置／サービス 

計画 

ホームレスの家族のための委託プロセスを継続し、食べ物、シェルター、

衣服、学用品、カウンセリング、バスのトークンや保護者教育などに関し

て援助を提供する。  

実際 

学校区の職員がサポートの必要な家庭を識別するための、リソース紹介情報

を含むプレゼンテーションが学校区職員に提供された。新しいプレゼンテー

ション、パンフレット、およびアセスメントフォームが作成された。ホーム

レス家庭に提供された学校区のサービス：交通手段＝27、衛生キット＝57、

バックパック＝64、学用品＝68、リソースの紹介＝90、衣服＝21、食料雑貨

＝27、ジャケット＝18、1 対 1 のカウンセリング＝2、ハロウィンコスチュー

ムの支援を受けた家庭＝44、クリスマスなどの祝日の支援を受けた家庭＝3。

ホームレス、里子、アットリスクの生徒集団のニーズに対処するために、コ

ミュニティとのコラボレーションを通じ、学校区レベルの協調的生徒サービ

スを確立した。介入リソース教師が、各学校の校長および TUSD の家庭・コ

ミュニティの教育参加コーディネーターと協力し、２つの主要ホリデーのそ

れぞれに、小学校 1 校から１家庭を受け入れた。 

支出 

予算 

LCFF 補足 

$10,000 - サービスおよびその他の運営経費 

 

タイトル I 

推定される実際の支出額 

LCFF 補足 

$8,500 – サービスおよびその他の運営経費 

タイトル I 

$8,500 – サービスおよびその他の運営経費 

措置 C Empty Cell Empty Cell 

措置／サービス 

計画 

議会法案 490および 167、そして、McKinney-Ventoホームレス援

助向上に関する法律（2001）に従った、里子やホームレス生徒の

識別、および、それらの生徒のためのサービスやサポートの実

施。議会法案 97に従い、カリフォルニア社会福祉局（DCSS）里子

児童データのモニターを継続する。  

実際 

McKinney Vento 生徒を効果的に識別するために、生徒の居住地報告用紙を改

訂した。生徒サービス部は、効率的なサービス提供とコラボレーション（今

は心理・行動衛生療法士コーディネーターも含まれる）を促進するために合

同ミーティングをもっている。 McKinney Vento の生徒が即時に登録されるよ

うに、保護者／コミュニティ教育参加コーディネーターにより、登録時の識

別が合理化された。学年度中間時点で、110 名のホームレス生徒と 98 名の里

子生徒が TUSD に在籍している。里子のデータは、栄養サービス部に毎月提

供される。データは、無料食事プログラムへの申請のための、栄養サービス

生徒データシステムに統合される。 

支出 

予算 

LCFF 補足 

$20,000 – サービスおよびその他の運営経費    

推定される実際の支出額 

LCFF 補足 

$0 – サービスおよびその他の運営経費    
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$10,000 - サービスおよびその他の運営経費   

  

措置 E Empty Cell Empty Cell 

措置／サービス 

計画 

TUSDの懲戒方針と手続き、そして、ロサンゼルス郡教育局およ

び、カリフォルニア教育規定の停学や退学の防止に関する項目の

更新について、歓迎・登録センターのスタッフ、カウンセラー、

学部長および管理者の間でのトレーニングおよびコラボレーショ

ンを継続していく。  

実際 

規律と出席に関するトピックを含む、LACOE ワークショップのオプションが

閲覧できるよう、一年ごとのスケジュールが学校管理者に送られた。FWEC

のスタッフアシスタントおよび 4 名の学校管理者が、LACOE によって開催さ

れた規律に関するワークショップに参加した。さらに、前記のように、26 校

が LACOE を通しての PBIS トレーニングに参加した。 

支出 

予算 

なし 

推定される実際の支出額 

なし 
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分析 

必要に応じて、LCFF 評価基準からのデータを含む、実際の年次測定可能結果データを使うこと。 

Empty Cell 

明記された目標を達成するための措置/サービス

の全般的な実施状況について説明せよ。 

この目標の措置／サービスの実施については明確な証拠がある。特に、すべての小学校およびミドルスクールで PBIS

トレーニングを完了する段階にあり、実施についても初期から中間段階にある。また、２名のコーディネーターのポ

ジションを含む FWECスタッフの増員により、ホームレスおよび里子生徒への重点を強化して、社会情緒的学習に焦点

がおかれている。  

明記された目標に達成するための措置/サービス

の全般的な有効性を、LEAによる測定に基づいて

記述せよ。 

成功は、学校区レベルの職員の増員に起因する、TUSD全体でよりまとまりがあり、一貫した行動介入およびサポート

の形で表れている。さらに、TUSDのホームレスおよび里子生徒に提供されるサポートサービスが増加している。現学

年度の学校区全体の停学件数は、2015－16年度に比べて 40件少ない。また、PBIS の 2年目に参加している学校（K-

8）の 75％について、事件や停学件数の推定数が前年度に比べて減少した。PBIS１年目の学校では 54％について減少

がみられた。学校レベル介入ソフトウェア（SWIS）の導入により、収集されたデータがより効果的にモニターされ、

生徒の行動に関する問題への反応性の向上につながる。 

予算と、推定される実際の支出額の間の実体的な

差を説明せよ。 

予算と、推定される実際の支出額に差があるのは、PBIS実施に関してのみであり、これは、LACOE PBIS トレーニング

の学校 1校あたりの経費が増加したこと、また、全学校の SWISライセンス取得の費用が予想よりも高かったことに起

因する。 

該当する場合、この分析および LCFF評価基準の

分析の結果として、この目標に達成するために、

期待される結果、測定基準、または措置やサービ

スに何らかの変更が加えられた場合はそれを説明

せよ。それらの変更が LCAP のどこに見られるか

を特定せよ。 

PBISシステムの結果として社会情緒的ニーズを自己報告している生徒に対して利用可能なカウンセリングサービスの

ための、スタッフやサポートの増強を求める声が、小学校からの一貫したフィードバックとしてきかれている。PBIS

実施の次のステップは、新しい LCAPの目標／措置 4.2と 4.3で取り上げられている。 

TUSDの常習的欠席者の率は低く、日割り出席率は高いが、SARBのプロセスについては、生徒の出席率を向上させるた

めの最大限の効果を提供できるよう、引き続き評価を続けていく。これらの検討事項は、新しい LCAPの目標／措置

4.4で取り上げられている。 

ハイスクールのレベルで積極的行動サポートを提供する方法については、新しい LCAP の目標／措置 4.4で評価し、検

討している。 
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目標 5 
TUSD全体および全ての学校で保護者への働きかけを向上させ、特に、有意下位集団や低学力下位集団に関して、保護者とのコミュニケーションを保ち、保

護者が貢献し、恩恵を受けられる機会を設ける。 

この目標により取り組む州/ローカルレベルの優先

項目: 

州  1   2    3    4    5    6    7    8    

郡  9   10 

ローカル ______________________________________ 

年次測定可能結果 

期待された結果 実際の結果 

 保護者のアンケートや学校／学校区行事への参加率の向上。 

 中央的に生成されたコミュニケーションの向上：ウェブベース、教育的動画、プレ

スリリース、ソーシャルメディアを含む 

 母国語でのプレゼンテーションや対話の機会の増加 

 学校風紀および保護者参加アンケートに関連する量的結果でベースラインを出し、

保護者参加機会の評価をする 

 学校区の保護者/家族行事での保護者の出席者数を 2015-2016年度から維持/増加さ

せる。 

 

 データによると、学校区が生成したアンケートへの保護者の参加率は似通って

いる。 

 TUSD は、新しいウェブサイト、Facebookのページ、Twitterのアカウントを確

立し、通常のプレスリリースも続けている。 

 スタッフ増員と意識向上の結果、保護者の母国語によるプレゼンテーションや

母国語への翻訳／通訳は 25％上昇した。 

 学校風紀／保護者参加アンケートのデータにより、教育参加の機会や、生徒の

学習面および情緒面でのサポートの多くの機会に、多くの保護者参加があった

ことが示されている。 

 スペイン語を話す保護者のゆうべは、参加者が 50％減少した。DELMACカンファ

レンスの参加者は 253人に減少（15－16年度は 360人）した。 

 GATE 保護者カンファレンスの参加者は前年とほぼ同じ（保護者 600人）であ

った。 

 今年度初めての TUSDウェルネスフェアには、150家族の参加があった。 

 トーランス地区保護者（TAP）を紹介するためのイベントが、TUSD特殊教育部リ

ーダーシップスタッフによって開催された。 
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措置／サービス 

 

措置 A Empty Cell Empty Cell 

措置／サービス 

計画 

人種/民族下位集団の生徒および障害をもつ生徒を含むすべての生徒に関

する、学校区および各学校のサービスやプログラムについての保護者教育

を、歓迎・登録センターを通して提供する。これには、登録手続きの迅速

化、そして、ほかの学校区、学校、コミュニティのサービスやプログラム

間のつながりの提供を含む。  

実際 

保護者／コミュニティの教育参加を向上し、促進するための、学校区の活動の実施と参

加：学校管理者がスタッフに会い、中央的なリソースが利用できるように、FWEC オー

プンハウスを実施し、特殊教育保護者のゆうべおよび Liaison to DCFS に参加した。今

年度登録された McKinney Vento 生徒：46 名（12 月まで）。現在、FWEC では、学

校、学校区、コミュニティの以下のようなサービスについての情報を保護者に提供して

いる：YMCA、SBCHC、211、Fastweb、Covered CA、カリフォルニアのコミュニティ

カレッジ、McKinney Vento に関する権利、トーランス市、図書館、栄養サービス、

CoRec、ファーマーズマーケット、Madrona Marsh、SBCHC、および Cal Fresh。学校

区ウェルネスリソースフェアを 2017 年 5 月 6 日に、学校区ウェルネス委員会と協力し

て計画中。保護者とスタッフのための TUSD リソースガイドを作成中。FWEC での登録

の際に、栄養サービスプログラムおよび無料／減価格の食事プログラムに関するちらし

や情報が提供されている。2016 年 11 月 30 日の保護者のゆうべには 約 50 名の保護者が

参加した。17－20 名の生徒が無料でチャイルドケアを受けた。スペイン語、韓国語、日

本語の通訳が提供された。大量の電話と E メールによるコミュニケーションのために、

InTouch システムが活用された。 

支出 

予算 

LCFF 基本 

$342,000 – 一般職員給与; $108,000 – 一般職員福利厚生; 

 $80,000 – 有資格者給与; $20,000 – 有資格者福利厚生 

 

LCFF 補足 

$221,000 –一般職員給与; $95,000 一般職員福利厚生;  

$50,000 –有資格者給与; $9,000 –有資格者福利厚生   

推定される実際の支出額 

LCFF 基本 

$156,600 –有資格者給与; $38,200 –有資格者福利厚生; 

$152,100 –一般職員給与; $62,300 –一般職員福利厚生 

 

LCFF 補足 

$67,400 –有資格者給与; $15,800 –有資格者福利厚生; 

$181,300 –一般職員給与; $75,200 –一般職員福利厚生 

  

措置 B Empty Cell Empty Cell 

措置／サービス 

計画 

英語学習生の保護者が子供を家庭で支援できるよう、さらなるリソースを

開発し、プレゼンテーションを提供する。これには、リソースの翻訳の提

供、そして、言語評定センターの、日本語、韓国語、スペイン語の翻訳ス

タッフおよびスタッフ・アシスタントの配属継続を含む。  

実際 

スタッフアシスタント 1（FTE）；スペイン語、韓国語、日本語の翻訳／通訳担当者 3

（FTE）。 

(1) 家庭での子供のサポートに関するプレゼンテーションやリソース： (a) DELMAC: ミ

ーティング 4 回, スペイン語を話す保護者のためのゆうべ、およびカンファレンス (b) 

ELMAC ミーティング 4 回。 (2) 日本語、韓国語、スペイン語、その他の言語へのリソ

ースの翻訳／通訳: (a) 保護者懇談会、 (b) IEP、 (c) SST、 (d) DELMAC の行事、 (e) 

ELMAC ミーティング、 (f) その他の学校区／学校に関するイベントやカンファレンス   
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支出 

予算 

LCFF 補足 

$165,000 –一般職員給与;  

$35,000 –一般職員福利厚生   

推定される実際の支出額 

LCFF 補足 

$185,568 –一般職員給与; 

$77,060 –一般職員福利厚生   

  

措置 C Empty Cell Empty Cell 

措置／サービス 

計画 

TUSDの保護者への働きかけに関する計画を実施する。これには、

スタッフ配属、専門能力開発、テクノロジー/教材、そして、特に

標的集団および低学力生徒のための、進歩や保護者の関与をモニ

ターするシステムを含む。  

実際 

保護者・家庭の教育参加コーディネーター(FTE)、心理・カウンセリングコー

ディネーター(FTE)、および Webmaster (FTE)。 

サウスベイ児童健康センター（SBCHC）とその無料歯科検診が Family 

Welcome Enrollment Center と提携した。生徒情報システム、自動電話システ

ム、ウェブサイト、およびさまざまなソーシャルメディアプラットフォーム

を使って、生徒の進歩状況や学校のアクティビティについてコミュニケーシ

ョンをとる。SBCHC と学校区の看護士が、さまざまな学校にて歯科検診を始

めた。学校区や学校のスタッフが保護者やコミュニティの教育参加に関する

素材やリソースを利用できるように、保護者の教育参加に関するウェブサイ

トが作成されている。保護者の教育参加に関する計画を作成中。保護者／コ

ミュニティの教育参加コーディネーターが、パートナーシップを組み、リソ

ース素材を開発するために、コミュニティおよび学校区のリソースにはたら

きかけた。今年度のリソースには以下のものが含まれる：SBCHC、DCFS、

YMCA、エルカミノカレッジ、FosterEd LA、Assistance League、および

LAUSD Migrant Education Program、Student Connect、テクノロジー教育に

関する保護者教育会。 

支出 

予算 

LCFF 補足 

$120,000 – 有資格者給与; $15,000 – 有資格者福利厚生;  

$140,000 – 一般職員給与; $35,000 – 一般職員福利厚生 

 

タイトル III 

$25,000 – サービスおよびその他の運用経費   

推定される実際の支出額 

LCFF 補足 

$167,309 –有資格者給与; 

$39,330 –一般職員福利厚生; 

$71,990 –一般職員給与; 

$25,099 –一般職員福利厚生 

 

タイトル III LEP 

$5,100 - サービスおよびその他の運用経費 

  

措置 D Empty Cell Empty Cell 
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措置／サービス 

計画 

ニーズ・アセスメントに基づいて各学校にガイダンスを提供し、標的集団

の保護者のニーズに沿った保護者教育の機会を提供する。    

実際 

小学校 2 校を、ロータリークラブ主宰で無料の視力スクリーニングと眼鏡を提供する、

Vision to Learn プログラムと連携させた。数人の生徒が無料で眼鏡の提供を受けた。保

護者コミュニティの教育参加コーディネーターが、各学校および保護者に、サポートと

技術上の援助を提供している。コーディネーターが行った、管理者への予備的アンケー

ト結果によると、管理者の 30.77％が、学校をコミュニティのリソースに結び付けるこ

とに関して、少なくとも、「やや不成功」と感じていることが示されている。    

支出 

予算 

 （資金に関しては 3D を参照）  

推定される実際の支出額 

 （資金に関しては 3D を参照） 

  
 

 

分析 

必要に応じて、LCFF 評価基準からのデータを含む、実際の年次測定可能結果データを使うこと。 

Empty Cell 

明記された目標を達成するための措置/サービスの全般

的な実施状況について説明せよ。 

この目標に関する措置／サービスは実施され、保護者・家庭の教育参加コーディネーターを加えたこと、FWECスタッ

フの増員、および、フルタイム翻訳／通訳担当者の増員をしたことに顕著に表れている。他の部門や学校と協働で、

ホームレス、里子、英語学習生、特殊教育生徒に重点をおいた、コミュニケーションの新しい道が作られ、改善され

た。 

明記された目標に達成するための措置/サービスの全般

的な有効性を、LEAによる測定に基づいて記述せよ。 

期待された結果の達成の面からみると、翻訳／通訳サービス提供の増加が、成功の指標のひとつとしてあげられる。

コミュニケーションの方法が追加されたことで、全体的に、保護者へのはたらきかけが強化された。 

予算と、推定される実際の支出額の間の実体的な差を

説明せよ。 

予算と、推定される実際の支出額の間で重大な差はないことが予想される。しかし、措置 Aに関して、FWECで、生徒

が登録の際に必要な学校区やコミュニティのサービスについて助言を提供するために、定期的に契約の下で勤務する

カウンセラー／心理士を追加的に採用する決定がなされた。この決定により、有資格者の給与および福利厚生につい

ての推定される実際の支出額が、当初の予算を超える結果となった。 

該当する場合、この分析および LCFF評価基準の分析の

結果として、この目標に達成するために、期待される

結果、測定基準、または措置やサービスに何らかの変

更が加えられた場合はそれを説明せよ。それらの変更

が LCAPのどこに見られるかを特定せよ。 

保護者の教育参加をサポートするためのスタッフ配属に関しては大きく改善されたが、学校レベルでより直接的に保

護者に情報を提供する必要性がある。現在、各学校での保護者のためのイベントへのサポートを強化するための手

段、そして、デジタル／ソーシャルメディア、また、可能性として保護者教育のクラスなど、保護者が子供の学習を

サポートするのを助けるための代替的な方法を検討中である。  

保護者の教育参加に関する検討中のサポートとサービスは、新しい LCAPの目標／措置 5.1－5.7に記述されている。 
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利害関係者の関与 

LCAP 年度  2017–18    2018–19    2019–20 

Empty Cell 

LCAP および年次更新への関与プロセス 

この LCAP／年次見直しと分析の計画過程の一部として、LEA は、どのように、どこで、そしてだれから助言を求めたか？ 

年次更新ミーティング 2016-2017 

日付 行事 会場 対象グループ  

1/30/2017 管理者全員 THS 管理者  

2/1/2017 TUSD スタッフ 学校区 学校区スタッフ/教師  

2/7/2017 

タイトル I 保護者顧

問 学校区 保護者 

 

2/10/2017 DELMAC Levy EL 生の保護者  

2/27/2017 LCAP 保護者顧問 学校区 保護者  

 

LCAP ミーティング 2016-2017 

日付 行事 会場 対象グループ 

10/14/2016 DELMAC Levy EL 生の保護者 

12/13/2016 

タイトル I 保護者

顧問 学校区 保護者 

12/5 - 15/2016 
ミドルスクール教師

からの意見  ミドルスクール 教師 

1/12 -30/2017 
小学校教師からの意

見 小学校 教師 

1/31/2017 

スペイン語を話す

保護者のゆうべ Hull MS EL 生の保護者 

2/22/2017 

トーランス地区保

護者 Torrance HS 特殊教育保護者 

2/23-3/15/17 
ハイスクール教師か

らの意見 ハイスクール 教師 

2/27/2017 
ミドルスクール生徒

からの意見 Magruder MS 生徒 

3/6/2017 

DELMAC カンファ

レンス Torr. Cult. Arts EL 生の保護者 

3/7/2017 

コンティニュエーシ

ョンスクール生徒か

らの意見 Shery HS 生徒 

3/14/2017 ハイスクール生徒か Torrance HS 生徒 
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らの意見 

3/22/2017 

タイトル I 保護者

顧問 学校区 保護者 

4/3/2017 管理者全員 THS 管理者 

4/17/2017 

トーランス地区保

護者  South HS 特殊教育保護者 

4/19/2017 

トーランス地区保

護者  West HS 特殊教育保護者 

4/25/2017 

LCAP コンサルテー

ション 学校区 Chapter 845 

4/24/2017 LCAP 保護者顧問 学校区 保護者 

5/2/2017 LCAP Consultation 学校区 Chapter 19 

5/10/2017 

トーランス地区保

護者  North HS 特殊教育保護者 

5/10/2017 

LCAP コンサルテー

ション 学校区 Local 99 

*5/12/2017 DELMAC Levy EL 生の保護者(承認) 

*5/22/2017 LCAP 保護者顧問 学校区 保護者 (承認) 

5/23/2017 

LCAP コンサルテー

ション 学校区 TTA – 教師 

6/19/2017 公聴会 Board Room 理事会/コミュニティ 

*6/26/2017 理事会の承認 Board Room 理事会/コミュニティ 

    

プロセスの分析: 

今年度、関与プロセスはある程度更新され、特に、個人やグループから助言を受けるためのミーティングをもつのに、これまでよりも長期にわたる日程が組まれた。特に重点が

置かれたのは、利害関係者とコミュニティグループから助言を得る機会を増やすことであり、具体的には、今年は、30校のキャンパスすべてにおいて教師グループとのミーティ

ングをもった。すべてのセッションを行うのに 2ヶ月近くかかったが、ここで得た意見により、新しい計画で総体的に重点がおかれている領域を実証する、学校区全体の傾向が

明らかになった。さらに、特殊教育生徒の保護者を助言グループとして含めることで、この生徒グループに必要とされる特定の領域のサポートへの対処のし方について、視点が

拡張された。総体的に、新しいグループをプロセスに含める努力により、TUSD LCAP の特定の目標と措置の中で成長するであろう価値のある観点が提供された。 

 

LCAP と年次更新への影響 

このように得られた助言が来年度のための LCAPにどのような影響を与えたか？ 
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いくつかの例において、これらの利害関係者グループから出た具体的な意見が、TUSD の、英語学習生、低所得家庭の生徒、里子生徒、アットリスクの生徒、および障害のある生

徒を含むがこれに限らない、すべての学年、有意／標的生徒グループに関して、生徒の業績を最大限にするためのプログラムやサービスを強化または展開するための資金割り当

ての優先順位に影響した。 
 

保護者からの意見が関与するすべてのケースにおいて、教育長が、個人への直接の手紙という形で、また、委員会のミーティング記録や議事録という形で、書面により回答を提

供する。 
 

TUSD LCAP の中で、利害関係者グループからの意見を取り入れた結果、生徒の業績を最大限にする可能性を高める効果があった。特に、計画自体が簡素化され、目標は、より少な

い数で、より重点をしぼったものになっている。具体的には、LCAP は、前年の６つの目標から、以下のような５つの目標に絞られた： 
 

 教師と管理者を維持し、人材開発を行う。 

 教師と管理者のための、効果的で、持続的な専門能力開発 

 すべての学年で、生徒の学力を高める 

 包括的な生徒の介入指導とサポート 

 保護者との協力とコミュニケーションの向上 
 

教師、管理者、およびその他のスタッフからの意見から生じる具体的な優先的取り組みとしては、教師および管理者のための、CCSS に関連した専門能力開発を 1 年延長するこ

と、さらに、学習面および行動面の介入指導を通じて生徒をサポートする、包括的アプローチに重点をおくことが含まれる。生徒グループおよび一般職員からは、テクノロジー

をアップデートし、強化することの必要性が示唆された。保護者からの直接的な意見には、一貫して、チュータリング、サマースクール、およびその他の、生徒の学力向上を助

けるための通常の授業以外での生徒のサポートを望む声が多かった。さらに、保護者は、より充分な情報を受け、E メール、動画、ソーシャルメディアやワークショップなど、さ

まざまな手段を使って、コミュニケーションが増えることがを望んでいる。 
 

さらに、教師、管理者、およびスタッフから、TUSD LCAP の措置に準じた学校レベルの措置のために、補足的資金の一部を割り当てることを続けてほしいという声があがった。さ

らに、各学校は、学校区の目標、措置および支出について、引き続き意見を提供していく。 

 

上記のミーティングにおいて、LCAP 年次更新について正式に見直しを行ったのに加え、各学校は、2016－2017 年度の 12 月‐5 月の間、教師および顧問グループと、LCAP の見直

しを行った。各学校は鍵となる目標を選び、それぞれの目標についての進歩状況を評価した。各学校の進歩状況評価の書類は、学校区のリーダーシップと共有され、年次更新プ

ロセスへのさらなるインプットとして統合された。さらに、本部のリーダーシップと各学校の管理者は、年次更新作成の一部として、実際のサービスと結果に関する掘り下げた

見直しのミーティングに参加した。 

 

さらに、コモンコア標準（NGSS を含む）に関する教師の専門能力開発とトレーニングの 1 年延長を含む、鍵となる領域での勧告がなされた。また、TUSD が、積極的行動介入とサ

ポート（PBIS）および介入への反応（RtI）プログラムを通じて、困難を抱える生徒に包括的なサポートを提供するとともに、生徒にチャレンジングな学習機会を提供することで、

学力レベルを上げていくことへの努力に引き続き重点をおいていく必要があることが指摘された。PLC のプロセスが、今後、重要な焦点になることは明らかである。 
 

最後に、見直しのプロセスでは、管理者、教師、スタッフおよび保護者を含む、さまざまな利害関係者グループの間での、学校区レベルの計画プロセスが強調された。このプロ

セスでは、一年の目標、そして、各目標と措置の背景にある意図について詳しく考察し、これにより、分析することで多くの調節がなされ、結果として、より焦点をしぼった、

より成果の上がる計画となる。 
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目標、措置、およびサービス 

 

方策的計画の詳細および説明責任 
 

  新規                               修正                                       変更なし 

目標 1 
有能な教師と管理者を効率的に雇用、教育、保持するとともに、施設や十分な教材を含むすべての基本的サービスを維持する。 

Empty Cell 

pty Cell 

この目標により取り組む州／ローカルレベルの優先

項目： 

州  1    2    3    4    5    6    7    8    

郡  9   10 

ローカル ______________________________________ 

特定されたニーズ TUSD はデータ分析を行い、LACOE の監査を最近終え、その結果、教師は全員、指導を認められた領域

での資格をもち、標準準拠の教材を使用しており、学校施設は修繕が行き届いていると判断した。学校区

全体としてのニーズは、引き続き、特殊教育と数学の領域である。   

期待される年次測定可能結果 

測定基準／指標 ベースライン 2017-18 2018-19 2019-20 

完全な資格があり、その分

野で教えている 
100% (2016-17) 100% 100% 100% 

ELD 指導資格を受けた教師

の比率 
100% (2016-17) 100% 100% 100% 

空きポジションをすべて埋

める 
92% (2016-17) 92% 94% 96% 

施設に修繕が行き届いてい

る学校の比率 
100% 100% 100% 100% 

充分な教材をもつ生徒の比

率 
100% 100% 100% 100% 
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計画されている措置／サービス 

 

措置 1.1 Empty Cell Empty Cell 

サービスの増加または向上の要件を満たすことに貢献しているものとして含まれない措置／サービス： 

対象となる生徒  全生徒          障害をもつ生徒       [特定の生徒グループ]___________________  

実施場所  すべての学校          特定の学校:___________________       特定の学年幅:__________________ 

または 

サービスの増加または向上の要件を満たすことに貢献しているものとして含まれる措置／サービス： 

対象となる生徒  英語学習生          里子          低所得 

サービスの範囲  LEA全体          学校レベル         または        非重複生徒グループに限定 

実施場所  すべての学校          特定の学校:___________________       特定の学年幅:__________________ 

措置／サービス 

2017-18 2018-19 2019-20 

 新規     修正     変更なし   新規     修正     変更なし  新規      修正      変更なし 

空きポジションを埋めるためにリクルートフェアに参加したり、資料の準備

や配布を行うことにより、地元の大学とコミュニケーションをとることで、

有能な教師を TUSDに招くためのリクルート／採用のプロセスを開発する。 

空きポジションを埋めるためにリクルートフェ

アに参加したり、資料の準備を行うことによ

り、地元の大学とコミュニケーションをとるこ

とで、有能な教師を TUSDに招くためのリクル

ートのプロセスを向上させる。 

 

予算 Empty Cell Empty Cell 

2017-18 2018-19ｓ 2019-20 

金額 $7300 金額 $7200 金額 $7200 

資金源 LCFF  資金源 LCFF  資金源 LCFF  

予算適用 サービスおよび運用経費 予算適用 サービスおよび運用経費 予算適用 サービスおよび運用経費 
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措置 
1.2 Empty Cell Empty Cell 

サービスの増加または向上の要件を満たすことに貢献しているものとして含まれない措置／サービス： 

対象となる生徒 全生徒          障害をもつ生徒       [特定の生徒グループ]___________________  

実施場所  すべての学校          特定の学校:___________________       特定の学年幅:__________________ 

または 

サービスの増加または向上の要件を満たすことに貢献しているものとして含まれる措置／サービス： 

対象となる生徒  英語学習生          里子          低所得 

サービスの範囲 
 LEA 全体          学校レベル         または          非重複生徒グループに

限定 

実施場所  すべての学校          特定の学校:___________________       特定の学年幅:__________________ 

 

 

措置／サービス 

2017-18 2018-19 2019-20 

 新規     修正     変更なし   新規     修正     変更なし  新規      修正      変更なし 

すべての教師の人材開発と維持のための新任教育プログラムを拡張する。これ

には、新任教育スタッフ（5.0 FTE）、特殊教育プログラムスペシャリスト、夏

期トーランス教師学会、および新任教育プログラム資料、専門能力開発および

教師のリリースタイムが含まれる。 

 特殊教育教師新任教育コホート 

  

 

予算 

Empty Cell Empty Cell 

2017-18 2018-19 2019-20 

金額 
1. $478,000; $142,000 

2. $95,000 
金額 

1. $485,000; $150,000 

2. $95,000 
金額 

1. $485,000; $150,000 

2. $95,000 
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資金源 
1. 教育者有効性包括的補助金  

2. LCFF 
資金源 

1. 教育者有効性包括的補助

金 

2. LCFF 

資金源 

1. 教育者有効性包括的補助

金 

2. LCFF 

予算適用 
1. 有資格者給与; 有資格者福利厚生 

2. サービスおよび運用経費 
予算適用 

1. 有資格者給与; 有資格者

福利厚生 

2. サービスおよび運用経費 

予算適用 

1. 有資格者給与; 有資格者

福利厚生 

2. サービスおよび運用経費 

措置 1.3 Empty Cell Empty Cell 

サービスの増加または向上の要件を満たすことに貢献しているものとして含まれない措置／サービス： 

対象となる生徒 全生徒          障害をもつ生徒       [特定の生徒グループ]___________________  

実施場所  すべての学校          特定の学校:___________________       特定の学年幅:__________________ 

または 

サービスの増加または向上の要件を満たすことに貢献しているものとして含まれる措置／サービス： 

対象となる生徒  英語学習生          里子          低所得 

サービスの範囲  LEA 全体          学校レベル         または          非重複生徒グループに限定 

実施場所  すべての学校          特定の学校:___________________       特定の学年幅:__________________ 

措置／サービス 

2017-18 2018-19 2019-20 

 新規     修正     変更なし   新規     修正     変更なし  新規      修正      変更なし 

学校区は、適切な資格をもった教師と管理者、そして、適切な資格を持っ

たサポートスタッフを維持する。 

  

予算 Empty Cell Empty Cell 

2017-18 2018-19 2019-20 

金額 
1. $86,000,000; $24,000,000 

2. $19,500,000; $6,500,000 
金額 

1. $86,000,000; 
$24,000,000 

2. $19,500,000; $6,500,000 

金額 
1. $86,000,000; $24,000,000 

2. $19,500,000; $6,500,000 
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資金源 
1. LCFF  

2. LCFF 
資金源 

1. LCFF  

2. LCFF 
資金源 

1. LCFF  

2. LCFF 

予算適用 
1. 有資格者給与; 有資格者福利厚生 

2. 一般職員給与; 一般職員福利厚生 
予算適用 

1. 有資格者給与; 有資格者

福利厚生 

2. 一般職員給与; 一般職員

福利厚生 

予算適用 

1. 有資格者給与; 有資格者福利厚

生 

2. 一般職員給与; 一般職員福利厚

生 

措置 1.4 Empty Cell Empty Cell 

サービスの増加または向上の要件を満たすことに貢献しているものとして含まれない措置／サービス： 

対象となる生徒  全生徒          障害をもつ生徒       [特定の生徒グループ]___________________  

実施場所  すべての学校          特定の学校:___________________       特定の学年幅:__________________ 

または 

サービスの増加または向上の要件を満たすことに貢献しているものとして含まれる措置／サービス： 

対象となる生徒  英語学習生          里子          低所得 

サービスの範囲  LEA 全体          学校レベル         または          非重複生徒グループに限定 

実施場所  すべての学校          特定の学校:___________________       特定の学年幅:__________________ 

 

 

措置／サービス 

2017-18 2018-19 2019-20 

 新規     修正     変更なし   新規     修正     変更なし  新規      修正      変更なし 

適切な数の教科書やその他の教材を提供することで、生徒全員に充分な教

材が行き渡ることを確かにするとともに、新しい教材採用に関して新しく

なる可能性のある、カリフォルニア教育局の要件をサポートする。教材選

択と審査プロセスのための教師リリースタイムをサポートする。 

  

 

 

Empty Cell Empty Cell 
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予算 

2017-18 2018-19 2019-20 

金額 
1. $1,035,000 

2. $15,000 
金額 

1. $1,035,000 

2. $15,000 
金額 

1. $1,035,000 

2. $15,000 

資金源 
1. LCFF  

2. タイトル II 
資金源 

1. LCFF  

2. タイトル II 
資金源 

1. LCFF  

2. タイトル II 

予算適用 
1. 本および教材 

2. 有資格者時給および代行教員 
予算適用 

1. 本および教材 

2. 有資格者時給および代行

教員 

予算適用 
1. 本および教材 

2. 有資格者時給および代行教員 

措置 1.5 Empty Cell Empty Cell 

サービスの増加または向上の要件を満たすことに貢献しているものとして含まれない措置／サービス： 

対象となる生徒  全生徒          障害をもつ生徒       [特定の生徒グループ]___________________  

実施場所  すべての学校          特定の学校:___________________       特定の学年幅:__________________ 

または 

サービスの増加または向上の要件を満たすことに貢献しているものとして含まれる措置／サービス： 

対象となる生徒  英語学習生          里子          低所得 

サービスの範囲  LEA 全体          学校レベル         または          非重複生徒グループに限定 

実施場所  すべての学校          特定の学校:___________________       特定の学年幅:__________________ 

措置／サービス 

2017-18 2018-19 2019-20 

新規     修正     変更なし   新規     修正     変更なし  新規      修正      変更なし 

維持管理スタッフを含め、施設に関して、修繕が行き届いており、学

習を助長する環境として適切に維持されていることを確かにする。 

 一般的運用の目的での学校区“間接”（許容最大 5.15％） 

  

予算 Empty Cell Empty Cell 
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2017-18 2018-19 2019-20 

金額 
1. $6,700,000 

2. $400,000 
金額 

1. $6,700,000 

2. $400,000 
金額 

1. $6,700,000 

2. $400,000 

資金源 
1. LCFF  

2. LCFF 
資金源 

1. LCFF  

2. LCFF 
資金源 

1. LCFF  

2. LCFF 

予算適用 
1. サービスおよび運用経費 

2. サービスおよび運用経費 
予算適用 

1. サービスおよび運用経費 

2. サービスおよび運用経費 
予算適用 

1. サービスおよび運用経費 

2. サービスおよび運用経費 
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  新規                               修正                                       変更なし 

目標 2 

TUSD は、カリフォルニア標準／次世代科学標準、ELD 標準およびその他の K-12 年生の学力標準を実施しながら、すべての生徒にとっての学習環境

を最大限に高める、効果的でまとまりがあり、維持できる専門能力開発モデルを実施する。 

Empty Cell 

Empty Cell 

この目標により取り組む州／ローカルレベルの優先

項目： 

州  1    2    3    4    5    6    7    8    

郡  9   10 

ローカル ______________________________________ 

特定されたニーズ カリフォルニア標準の実施には、これまで特別な時間とリソースが注がれてきたが、すべての学年において引き続

き、内容、授業、およびアセスメントの面で、教師の指導実践スキルを洗練する必要性がある。 

 

また、専門能力開発の際に必要となる代行教員の不足が認識されている。学校ベースのコラボレーションや専門能力

開発の際に備え、さらなる代行教員を確保する。 

 

幅広い専門能力開発に活用された一時資金の失効（および、リソース教師の多くが教室に戻ること）に伴い、各学校

で、実践の持続性を確かにする必要性がある。 

 

TUSD内の 16％が EL生であることを考えると、すべての科目および学年を通じて、ELD統合的指導に伴い、ELD指定指

導の提供に特別の焦点をおく必要がある。専門能力開発を改善する必要がある。 

期待される年次測定可能結果 

測定基準／指標 ベースライン 2017-18 2018-19 2019-20 

コラボレーションを強化

するために定期的な専門

能力開発に参加する主要

科目スタッフによって指

導を受ける生徒の比率 

100% 100% 100% 100% 

生徒の学習に焦点をおい

た PLCに参加する教師に

よって指導を受けている

100% 100% 100% 100% 
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生徒の比率 

カリフォルニア標準に準

拠した適切な方策上の指

導についての定期的な専

門能力開発に参加する教

師によって指導を受ける

生徒の比率 

100% 100% 100% 100% 

専門能力開発の、実際の

指導への有効性を報告し

ている教師の比率 

90% 92% 94% 96% 
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計画されている措置／サービス 

 

措置 2.1 Empty Cell Empty Cell 

サービスの増加または向上の要件を満たすことに貢献しているものとして含まれない措置／サービス： 

対象となる生徒  全生徒          障害をもつ生徒       [特定の生徒グループ]___________________  

実施場所  すべての学校          特定の学校:___________________       特定の学年幅:__________________ 

または 

サービスの増加または向上の要件を満たすことに貢献しているものとして含まれる措置／サービス： 

対象となる生徒  英語学習生          里子          低所得 

サービスの範囲  LEA 全体          学校レベル         または          非重複生徒グループに限定 

実施場所  すべての学校          特定の学校:___________________       特定の学年幅:__________________ 

 

措置／サービス 

2017-18 2018-19 2019-20 

 新規     修正     変更なし   新規     修正     変更なし  新規      修正      変更なし 

引き続き、専門能力学習コミュニティ（PLC）を開発、強化していく。こ

れには、Global PD の利用、Solution Tree トレーニング、およびリーダ

ーシップチームが主導する各学校での PD（専門能力開発）が含まれる。 

 二日の専門能力開発が、標的生徒グループの分化的指導に費やさ

れる。 

  

予算 Empty Cell Empty Cell 

2017-18 2018-19 2019-20 

金額 
1. $870,000; $334,000 

2. $75,000 
金額 

1. $800,000; $300,000 

2. $45,000 
金額 

1. $800,000; $300,000 

2. $15,000 

資金源 
1. LCFF  

2. LCFF 
資金源 

1. LCFF  

2. LCFF 
資金源 

1. LCFF  

2. LCFF 
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予算適用 
1. 有資格者給与; 有資格者福利厚生 

2. サービスおよび運用経費 
予算適用 

1. 有資格者給与; 有資格者福利

厚生 

2. サービスおよび運用経費 

予算適用 

1. 有資格者給与; 有資格者福利

厚生 

2. サービスおよび運用経費 

措置 2.2 Empty Cell Empty Cell 

サービスの増加または向上の要件を満たすことに貢献しているものとして含まれない措置／サービス： 

対象となる生徒  全生徒          障害をもつ生徒       [特定の生徒グループ]___________________  

実施場所  すべての学校          特定の学校:___________________       特定の学年幅:__________________ 

または 

サービスの増加または向上の要件を満たすことに貢献しているものとして含まれる措置／サービス： 

対象となる生徒  英語学習生          里子          低所得 

サービスの範囲  LEA 全体          学校レベル         または          非重複生徒グループに限定 

実施場所  すべての学校          特定の学校:___________________       特定の学年幅:__________________ 

措置／サービス 

2017-18 2018-19 2019-20 

 新規     修正     変更なし   新規     修正     変更なし  新規      修正      変更なし 

学校区の以下の４つの本質的質問について検討する能力を引き続き開

発していく‐「生徒に何を学んでほしいか。－生徒が知っているとす

ればそれはどのようにわかるか。－知らないとすればそれはどのよう

にわかるか。－知らないとすれば我々は何をするべきか。－知ってい

るとすれば我々は何をするべきか。」 

o 毎月の管理者対象の PD 

o 毎週の各学校での PLC 

o PLCチームのリリースタイム 

  

 

 

予算 

Empty Cell Empty Cell 
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2017-18 2018-19 2019-20 

金額 なし 金額 なし 金額 なし 

資金源 非適用 資金源 非適用 資金源 非適用 

予算適用 非適用 予算適用 非適用 予算適用 非適用 

措置 2.3 Empty Cell Empty Cell 

サービスの増加または向上の要件を満たすことに貢献しているものとして含まれない措置／サービス： 

対象となる生徒  全生徒          障害をもつ生徒       [特定の生徒グループ]___________________  

実施場所  すべての学校          特定の学校:___________________       特定の学年幅:__________________ 

または 

サービスの増加または向上の要件を満たすことに貢献しているものとして含まれる措置／サービス： 

対象となる生徒  英語学習生          里子          低所得 

サービスの範囲  LEA 全体          学校レベル         または          非重複生徒グループに限定 

実施場所  すべての学校          特定の学校:___________________       特定の学年幅:__________________ 

措置／サービス 

2017-18 
2018-19 

2019
-20 

 新規     修正     変更なし   新規     修正     変更なし  新規      修正      変更なし 

引き続き、英語ランゲージアーツ（ELA）の、分化された学習と指導

をサポートする専門能力開発を提供する。これには、夏の間の、ELA

と誘導リーディングの特徴的な指導実践についての奥深いワークシ

ョップのための教師への報酬も含まれる。 

 州および連邦プロジェクトディレクター  

 リソース教師 (6.33 FTE) 

  

予算 Empty Cell Empty Cell 
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2017-18 2018-19 2019-20 

金額 

1. $610,000; $160,000 

2. $146,000 

3. $116,000; $26,000 

4. $85,000; $26,000 

金額 

1. $610,000; $165,000 

2. $100,000 

3. $120,000; $33,000 

4. $88,000; $28,000 

金額 

1. $615,000; $170,000 

2. $100,000 

3. $123,000; $35,000 

4. $90,000; $30,000 

資金源 

1. LCFF  

2. LCFF 

3. タイトル I 

4. タイトル III-EL 

資金源 

1. LCFF  

2. LCFF 

3. タイトル I 

4. タイトル III-EL 

資金源 

1. LCFF  

2. LCFF 

3. タイトル I 

4. タイトル III-EL 

予算適用 

1. 有資格者給与; 有資格者福利厚生 

2. 有資格者時給および代行教員 

3. 有資格者給与; 有資格者福利厚生 

4. 有資格者給与; 有資格者福利厚生 

予算適用 

1. 有資格者給与; 有資格者

福利厚生 

2. 有資格者時給および代行

教員 

3. 有資格者給与; 有資格者

福利厚生 

4. 有資格者給与; 有資格者

福利厚生 

予算適用 

1. 有資格者給与; 有資格者福利厚

生 

2. 有資格者時給および代行教員 

3. 有資格者給与; 有資格者福利厚

生 

4. 有資格者給与; 有資格者福利厚

生 
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措置 2.4 Empty Cell Empty Cell 

サービスの増加または向上の要件を満たすことに貢献しているものとして含まれない措置／サービス： 

対象となる生徒  全生徒          障害をもつ生徒       [特定の生徒グループ]___________________  

実施場所  すべての学校          特定の学校:___________________       特定の学年幅:__________________ 

または 

サービスの増加または向上の要件を満たすことに貢献しているものとして含まれる措置／サービス： 

対象となる生徒  英語学習生          里子          低所得 

サービスの範囲  LEA 全体          学校レベル         または          非重複生徒グループに限定 

実施場所  すべての学校          特定の学校:___________________       特定の学年幅:__________________ 

措置／サービス 

2017-18 2018-19 2019-20 

 新規     修正     変更なし   新規     修正     変更なし  新規      修正      変更なし 

NGSSおよびその他の内容において、引き続き、英語発達促進指導

の、統合および指定両モデル、フレームワーク、および、分化的

指導をサポートする、各学校への専門能力開発の提供を続ける。 

 月に一度の管理者および ELDコーディネーターのトレー

ニング 

 統合／指定 ELDの各学校での PLCプロトコール 

  

予算 Empty Cell Empty Cell 

2017-18 2018-19 2019-20 

金額 （目標／措置 3.7参照) 金額 （目標／措置 3.7参照) 金額 （目標／措置 3.7参照) 

資金源 非適用 資金源 非適用 資金源 非適用 

予算適用 非適用 予算適用 非適用 予算適用 非適用 
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措置 2.5 Empty Cell Empty Cell 

サービスの増加または向上の要件を満たすことに貢献しているものとして含まれない措置／サービス： 

対象となる生徒  全生徒          障害をもつ生徒       [特定の生徒グループ]___________________  

実施場所  すべての学校          特定の学校:___________________       特定の学年幅:__________________ 

または 

サービスの増加または向上の要件を満たすことに貢献しているものとして含まれる措置／サービス： 

対象となる生徒  英語学習生          里子          低所得 

サービスの範囲  LEA 全体          学校レベル         または          非重複生徒グループに限定 

実施場所  すべての学校          特定の学校:___________________       特定の学年幅:__________________ 

措置／サービス 

2017-18 2018-19 2019-20 

 新規     修正     変更なし   新規     修正     変更なし  新規      修正      変更なし 

歴史‐社会科の新しいカリフォルニア・フレームワークへの準

拠と分化された学習と指導をサポートするために、歴史‐社会

科の教師にトレーニングを提供する。 

  

予算 Empty Cell Empty Cell 

2017-18 2018-19 2019-20 

金額 
1. $50,000 

2. $5,000 
金額 なし 金額 なし 

資金源 
1. LCFF  

2. LCFF 
資金源 非適用 資金源 非適用 

予算適用 
1. 有資格者時給および代行教員 

2. サービスおよび運用経費 
予算適用 非適用 予算適用 非適用 
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措置 2.6 Empty Cell Empty Cell 

サービスの増加または向上の要件を満たすことに貢献しているものとして含まれない措置／サービス： 

対象となる生徒  全生徒          障害をもつ生徒       [特定の生徒グループ]___________________  

実施場所  すべての学校          特定の学校:___________________       特定の学年幅:__________________ 

または 

サービスの増加または向上の要件を満たすことに貢献しているものとして含まれる措置／サービス： 

対象となる生徒  英語学習生          里子          低所得 

サービスの範囲  LEA 全体          学校レベル         または          非重複生徒グループに限定 

実施場所  すべての学校          特定の学校:___________________       特定の学年幅:__________________ 

措置／サービス 

2017-18 2018-19 2019-20 

 新規     修正     変更なし   新規     修正     変更なし  新規      修正      変更なし 

数学に関し、分化された学習と指導をサポートするための専門能力

開発を引き続き提供する。これには、夏の間の、数学の特徴的な指

導実践についての奥深いワークショップのための教師への報酬も含

まれる。 

 カリキュラムディレクター 

 リソース教師(2.17 FTE) 

  

予算 Empty Cell Empty Cell 

2017-18 2018-19 2019-20 

金額 

1. $142,000; $33,000 

2. $235,000; $60,000 

3. $90,000 

金額 

1. $145,000; $35,000 

2. $240,000; $60,000 

3. $90,000 

金額 

1. $147,000; $38,000 

2. $240,000; $65,000 

3. $90,000 

資金源 1. タイトル II 資金源 1. タイトル II 資金源 1. タイトル II 
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2. LCFF 

3. LCFF 

2. LCFF 

3. LCFF 

2. LCFF 

3. LCFF 

予算適用 

1. 有資格者給与; 有資格者福利厚生 

2. 有資格者給与; 有資格者福利厚生 

3. 有資格者時給および代行 

予算適用 

1. 有資格者給与; 有資格者福利厚

生 

2. 有資格者給与; 有資格者福利厚

生 

3. 有資格者時給および代行 

予算適用 

1. 有資格者給与; 有資格者福利厚生 

2. 有資格者給与; 有資格者福利厚生 

3. 有資格者時給および代行 

措置 2.7 Empty Cell Empty Cell 

サービスの増加または向上の要件を満たすことに貢献しているものとして含まれない措置／サービス： 

対象となる生徒  全生徒          障害をもつ生徒       [特定の生徒グループ]___________________  

実施場所  すべての学校          特定の学校:___________________       特定の学年幅:__________________ 

または 

サービスの増加または向上の要件を満たすことに貢献しているものとして含まれる措置／サービス： 

対象となる生徒  英語学習生          里子          低所得 

サービスの範囲  LEA 全体          学校レベル         または          非重複生徒グループに限定 

実施場所  すべての学校          特定の学校:___________________       特定の学年幅:__________________ 

措置／サービス 

2017-18 2018-19 2019-20 

 新規     修正     変更なし   新規     修正     変更なし  新規      修正      変更なし 

科学／NGSSに関し、分化された学習と指導をサポートするための専

門能力開発を引き続き提供する。これには、夏の間の、NGSSの特徴

的な指導実践についての奥深いワークショップのための教師への報酬

も含まれる。 

 リソース教師 (2 FTE) 

  

予算 Empty Cell Empty Cell 

2017-18 2018-19 2019-20 
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金額 
1. $210,000; $55,000 

2. $235,000 
金額 

1. $213,000; $57,000 

2. $90,000 
金額 

1. $215,000; $65,000 

2. $90,000 

資金源 
1. タイトル II 

2. LCFF 
資金源 

1. タイトル II 

2. LCFF 
資金源 

1. タイトル II 

2. LCFF 

予算適用 
1. 有資格者給与; 有資格者福利厚生 

2. 有資格者時給および代行教員 
予算適用 

1. 有資格者給与; 有資格者福利厚

生 

2. 有資格者時給および代行教員 

予算適用 
1. 有資格者給与; 有資格者福利厚生 

2. 有資格者時給および代行教員 
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措置 2.8 Empty Cell Empty Cell 

サービスの増加または向上の要件を満たすことに貢献しているものとして含まれない措置／サービス： 

対象となる生徒  全生徒          障害をもつ生徒       [特定の生徒グループ]___________________  

実施場所  すべての学校          特定の学校:___________________       特定の学年幅:__________________ 

または 

サービスの増加または向上の要件を満たすことに貢献しているものとして含まれる措置／サービス： 

対象となる生徒  英語学習生          里子          低所得 

サービスの範囲  LEA 全体          学校レベル         または          非重複生徒グループに限定 

実施場所  すべての学校          特定の学校:___________________       特定の学年幅:__________________ 

措置／サービス 

2017-18 2018-19 2019-20 

 新規     修正     変更なし   新規     修正     変更なし  新規      修正      変更なし 

カリフォルニア標準へのアクセスが公平になるように、特殊教育

指導サポートに特定した専門能力開発を提供する。これには、奥

深いワークショップのための、夏の教師の報酬や代行によるリリ

ースタイムが含まれる。 

  

予算 Empty Cell Empty Cell 

2017-18 2018-19 2019-20 

金額 $25,000 金額 なし 金額 なし 

資金源 LCFF  資金源 非適用 資金源 非適用 

予算適用 有資格者時給および代行教員 予算適用 非適用 予算適用 非適用 
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措置 2.9 Empty Cell Empty Cell 

サービスの増加または向上の要件を満たすことに貢献しているものとして含まれない措置／サービス： 

対象となる生徒  全生徒          障害をもつ生徒       [特定の生徒グループ]___________________  

実施場所  すべての学校          特定の学校:___________________       特定の学年幅:__________________ 

または 

サービスの増加または向上の要件を満たすことに貢献しているものとして含まれる措置／サービス： 

対象となる生徒  英語学習生          里子          低所得 

サービスの範囲  LEA 全体          学校レベル         または          非重複生徒グループに限定 

実施場所  すべての学校          特定の学校:___________________       特定の学年幅:__________________ 

措置／サービス 

2017-18 2018-19 2019-20 

 新規     修正     変更なし   新規     修正     変更なし  新規      修正      変更なし 

学習のためのテクノロジースペシャリスト（２FTE）からの援

助を得て、TUSD は、21 世紀のテクノロジーとツールの教室で

の活用を開発、統合していく。• 学習管理システム• 基礎構造の

設定• カリキュラムの拡張• テクノロジーの使用の拡張。 

  

予算 Empty Cell Empty Cell 

2017-18 2018-19 2019-20 

金額 
1. $215,000; $60,000 

2. $3,000 
金額 

1. $217,000; $63,000 

2. $3,000 
金額 

1. $220,000; $65,000 

2. $3,000 

資金源 
1. LCFF 

2. LCFF 
資金源 

1. LCFF 

2. LCFF 
資金源 

1. LCFF 

2. LCFF 

予算適用 
1. 有資格者給与; 有資格者福利厚生 

2. 有資格者時給および代行教員 
予算適用 

1. 有資格者給与; 有資格者福利厚生 

2. 有資格者時給および代行教員 
予算適用 

1. 有資格者給与; 有資格者福利厚生 

2. 有資格者時給および代行教員 
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措置 2.10 Empty Cell Empty Cell 

サービスの増加または向上の要件を満たすことに貢献しているものとして含まれない措置／サービス： 

対象となる生徒  全生徒          障害をもつ生徒       [特定の生徒グループ]___________________  

実施場所  すべての学校          特定の学校:___________________       特定の学年幅:__________________ 

または 

サービスの増加または向上の要件を満たすことに貢献しているものとして含まれる措置／サービス： 

対象となる生徒  英語学習生          里子          低所得 

サービスの範囲  LEA 全体          学校レベル         または          非重複生徒グループに限定 

実施場所  すべての学校          特定の学校:___________________       特定の学年幅:__________________ 

措置／サービス 

2017-18 2018-19 2019-20 

 新規     修正     変更なし   新規     修正     変更なし  新規      修正      変更なし 

才能のある生徒の教育（GATE）プログラムの生徒および学力の高い生徒

へのサービスを提供する。これには、主導教師のトレーニング、GATE保

護者カンファレンス、3－5年生の生徒のテスト、および、3－8年生の生

徒のための放課後のワークショップなどが含まれる。 

 GATE リソース教師(1 FTE) 

  

予算 Empty Cell Empty Cell 

2017-18 2018-19 2019-20 

金額 

1. $105,000; $30,000 

2. $45,000 

3. $45,000 

金額 

1. $107,000; $33,000 

2. $45,000 

3. $45,000 

金額 

1. $110,000; $35,000 

2. $45,000 

3. $45,000 

資金源 

1. LCFF 

2. LCFF 

3. LCFF 

資金源 

1. LCFF 

2. LCFF 

3. LCFF 

資金源 

1. LCFF 

2. LCFF 

3. LCFF 
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予算適用 

1. 有資格者給与; 有資格者福利厚生 

2. 有資格者時給および代行教員 

3. サービスおよび運用経費 

予算適用 

1. 有資格者給与; 有資格者福

利厚生 

2. 有資格者時給および代行教

員 

3. サービスおよび運用経費 

予算適用 

1. 有資格者給与; 有資格者福利

厚生 

2. 有資格者時給および代行教

員 

3. サービスおよび運用経費 

措置 2.11 Empty Cell Empty Cell 

サービスの増加または向上の要件を満たすことに貢献しているものとして含まれない措置／サービス： 

対象となる生徒  全生徒          障害をもつ生徒       [特定の生徒グループ]___________________  

実施場所  すべての学校          特定の学校:___________________       特定の学年幅:__________________ 

または 

サービスの増加または向上の要件を満たすことに貢献しているものとして含まれる措置／サービス： 

対象となる生徒  英語学習生          里子          低所得 

サービスの範囲  LEA 全体          学校レベル         または          非重複生徒グループに限定 

実施場所  すべての学校          特定の学校:___________________       特定の学年幅:__________________ 

措置／サービス 

2017-18 2018-19 2019-20 

 新規     修正     変更なし   新規     修正     変更なし  新規      修正      変更なし 

特殊教育の教育補助員をサポートするための専門能力開発を提供す

る。これには、新しく採用された者へのトレーニング、カンファレン

ス、持続的な専門能力開発などが含まれる。 

  

予算 Empty Cell Empty Cell 

2017-18 2018-19 2019-20 

金額 $33,000 金額 なし 金額 なし 

資金源 教育者有効性助成金 資金源 非適用 資金源 非適用 
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予算適用 一般職員時給および代行 予算適用 非適用 予算適用 非適用 

措置 2.12 Empty Cell Empty Cell 

サービスの増加または向上の要件を満たすことに貢献しているものとして含まれない措置／サービス： 

対象となる生徒  全生徒          障害をもつ生徒       [特定の生徒グループ]___________________  

実施場所  すべての学校          特定の学校:___________________       特定の学年幅:__________________ 

または 

サービスの増加または向上の要件を満たすことに貢献しているものとして含まれる措置／サービス： 

対象となる生徒  英語学習生          里子          低所得 

サービスの範囲  LEA 全体          学校レベル         または          非重複生徒グループに限定 

実施場所  すべての学校          特定の学校:___________________       特定の学年幅:__________________ 

措置／サービス 

2017-18 2018-19 2019-20 

 新規     修正     変更なし   新規     修正     変更なし  新規      修正      変更なし 

栄養サービス部スタッフの中の一般職員をサポートするため

の専門能力開発を提供する。 

  

予算 Empty Cell Empty Cell 

2017-18 2018-19 2019-20 

金額 なし 金額 なし 金額 なし 

資金源 非適用 資金源 非適用 資金源 非適用 

予算適用 非適用 予算適用 非適用 予算適用 非適用 

  新規                               修正                                       変更なし 
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目標 3 

英語ランゲージアーツと数学、サイエンス、社会科、および専門技術および体育のようなその他の学科を含む、チャレンジングなカリキュラムにおい

て、すべての生徒が熟達レベル以上に達する。 

Empty Cell 

Empty Cell 

この目標により取り組む州／ローカルレベルの優先

項目： 

州  1    2    3    4    5    6    7    8    

郡  9   10 

ローカル ______________________________________ 

特定ニーズ 新しく公表されたカリフォルニア・ダッシュボード（California Dashboard）によると、トーランスは、卒業率では

最高（非常に高い）レベルで、K-8 年生の ELA と数学に関しては高レベル、英語学習生の進歩においては中レベルと

いう結果が出ている。学校区全体の達成レベルに比べて、１レベルよりも大きく下回っていると認識される下位グル

ープはない。 

 

TUSD が新しい EL アセスメント（ELPAC）に移行するに従い、EL の達成度に焦点をおき、適切な進歩を遂げていな

い生徒のためのサポートを提供する必要がある。  

 

さらに、TUSD は、新しい、大学進学と就職に関する指標（College and Career Indicator）への移行に向けて準備を

する必要がある。 

期待される年次測定可能結果 

測定基準／指標 ベースライン 2017-18 2018-19 2019-20 

ELA CAASPP 63% (達成／超えている) 65% 67% 69% 

数学 CAASPP 55% (達成／超えている) 57% 59% 61% 

ELA   学力
Dashboard (K-8)  

“High（高）”  “High”を維持する “High”を維持する “High”を維持する 

数学  学力
Dashboard (K-8)  

 

“High（高）” 
 “High” を維持する “High”を維持する “High”を維持する 

英語学習生進歩 

Dashboard 
“Medium（中）”  “High”に向上させる “High”を維持する “High”を維持する 

英語学習生熟達度
(CELDT) 

51% (2015-16) 53% 55% 57% 
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EL 熟達認定率 10.6% (2016-17) 12% 14% 15% 

卒業率 “High” (95%) “High”を維持する (96%) “High”を維持する (97%) “High”を維持する (97%) 

AP テスト合格率 71% (2015-16) 72% 73% 74% 

CSU/UC A-G 修了率 55% (2015-16) 57% 59% 60% 

EAP （ELA）; 

EAP （数学） 

72% (2015-16); 

57% (2015-16) 

74%; 

59% 

76%; 

61% 

78%; 

63% 

Healthy Fitness Zone 

(HFZ) （5年生） 
72.9% (2015-16) 75% 76% 77% 
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計画されている措置／サービス 

 

措置 3.1 Empty Cell Empty Cell 

サービスの増加または向上の要件を満たすことに貢献しているものとして含まれない措置／サービス： 

対象となる生徒  全生徒          障害をもつ生徒       [特定の生徒グループ]___________________  

実施場所  すべての学校          特定の学校:___________________       特定の学年幅:__________________ 

または 

サービスの増加または向上の要件を満たすことに貢献しているものとして含まれる措置／サービス： 

対象となる生徒  英語学習生          里子          低所得 

サービスの範囲  LEA 全体          学校レベル         または          非重複生徒グループに限定 

実施場所  すべての学校          特定の学校:___________________       特定の学年幅:__________________ 

措置／サービス 

2017-18 2018-19 2019-20 

 新規     修正     変更なし   新規     修正     変更なし  新規      修正      変更なし 

TUSD は、すべての生徒が各学年で学力進歩を遂げることを確か

にするために引き続きサポートを提供していく。これには、

SchoolCity データベースのライセンス、SPSA開発、PLC などが含

まれる。  

  

予算 Empty Cell Empty Cell 

2017-18 2018-19 2019-20 

金額 $220,000 金額 $220,000 金額 $220,000 

資金源 LCFF  資金源 LCFF  資金源 LCFF  

予算適用 サービスおよび運用経費 予算適用 サービスおよび運用経費 予算適用 サービスおよび運用経費 
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措置 3.2 Empty Cell Empty Cell 

サービスの増加または向上の要件を満たすことに貢献しているものとして含まれない措置／サービス： 

対象となる生徒  全生徒          障害をもつ生徒       [特定の生徒グループ]___________________  

実施場所  すべての学校          特定の学校:___________________       特定の学年幅:__________________ 

または 

サービスの増加または向上の要件を満たすことに貢献しているものとして含まれる措置／サービス： 

対象となる生徒  英語学習生          里子          低所得 

サービスの範囲  LEA 全体          学校レベル         または          非重複生徒グループに限定 

実施場所  すべての学校          特定の学校:___________________       特定の学年幅:__________________ 

措置／サービス 

2017-18 2018-19 2019-20 

 新規     修正     変更なし   新規     修正     変更なし  新規      修正      変更なし 

TUSDでは、生徒が大学進学および就職の準備ができ、“a-g”要

件を修了することを確実にするとともに、AP／オナーズのコース

および上級コースへのアクセスをオープンにする。 

 ハイスクールのカウンセラー(4 FTE) 

 進学／就職コーディネーター(4 FTE)  

 Naviance の活用 

 California College Guidance Initiative（カリフォル

ニア大学進路指導イニシアチブ）(CCGI)の拡張、フ

ィールドトリップ、ゲストスピーカーおよび資料。  

 Pacific Coast High School サマー・エンリッチメン

ト 

  

予算  Empty Cell Empty Cell 

2017-18 2018-19 2019-20 
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金額 

1. $135,000; $35,000 

2. $80,000; $35,000 

3. $136,000 

金額 

1. $138,000; $38,000 

2. $83,000; $38,000 

3. $136,000 

金額 

1. $140,000; $40,000 

2. $88,000; $40,000 

3. $136,000 

資金源 

1. LCFF 

2. LCFF  

3. LCFF 

資金源 

1. LCFF 

2. LCFF  

3. LCFF 

資金源 

1. LCFF 

2. LCFF  

3. LCFF 

予算適用 

1. 有資格者給与; 有資格者福利厚生 

2. 一般職員給与; 一般職員福利厚生  

3. サービスおよび運用経費 

予算適用 

1. 有資格者給与; 有資格者福利厚生 

2. 一般職員給与; 一般職員福利厚生  

3. サービスおよび運用経費 

予算適用 

1. 有資格者給与; 有資格者福利厚生 

2. 一般職員給与; 一般職員福利厚生  

3. サービスおよび運用経費 
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措置 3.3 Empty Cell Empty Cell 

サービスの増加または向上の要件を満たすことに貢献しているものとして含まれない措置／サービス： 

対象となる生徒  全生徒          障害をもつ生徒       [特定の生徒グループ]___________________  

実施場所  すべての学校          特定の学校:___________________       特定の学年幅:__________________ 

または 

サービスの増加または向上の要件を満たすことに貢献しているものとして含まれる措置／サービス： 

対象となる生徒  英語学習生          里子          低所得 

サービスの範囲  LEA 全体          学校レベル         または          非重複生徒グループに限定 

実施場所  すべての学校          特定の学校:___________________       特定の学年幅:__________________ 

措置／サービス 

2017-18 2018-19 2019-20 

 新規     修正     変更なし   新規     修正     変更なし  新規      修正      変更なし 

TUSDは、現在の CTEプログラムの特定の領域の維持と強化、コミュ

ニティとの提携、二校登録、機器、教材、トレーニングのためのプ

ログラム資金により、生徒に Linked Learning（学業を実社会での

経験に結びつける）の機会を提供する。 

 職業技術教育コーディネーター (1.0 FTE) 

TUSDは、現在の CTEプログラムの特定の領域の維

持と強化、コミュニティとの提携、二校登録、機

器、教材、トレーニングのためのプログラム資金

により、生徒に Linked Learning（学業を実社会で

の経験に結びつける）の機会を提供する。 

 

予算 Empty Cell Empty Cell 

2017-18 2018-19 2019-20 

金額 
1. $135,000; $35,000 

2. $80,000; $35,000 
金額 $91,000 金額 $91,000 

資金源 
1. CTEIG 助成金 

2. パーキンス助成金 
資金源 パーキンス助成金 資金源 パーキンス助成金 

予算適用 1. 有資格者給与; 有資格者福利厚生 予算適用 サービスおよび運用経費 予算適用 サービスおよび運用経費 
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2. サービスおよび運用経費 

措置 3.4 Empty Cell Empty Cell 

サービスの増加または向上の要件を満たすことに貢献しているものとして含まれない措置／サービス： 

対象となる生徒  全生徒          障害をもつ生徒       [特定の生徒グループ]___________________  

実施場所  すべての学校          特定の学校:___________________       特定の学年幅:__________________ 

または 

サービスの増加または向上の要件を満たすことに貢献しているものとして含まれる措置／サービス： 

対象となる生徒  英語学習生          里子          低所得 

サービスの範囲  LEA 全体          学校レベル         または          非重複生徒グループに限定 

実施場所  すべての学校          特定の学校:___________________       特定の学年幅:__________________ 

措置／サービス 

2017-18 2018-19 2019-20 

 新規     修正     変更なし   新規     修正     変更なし  新規      修正      変更なし 

TUSDは、生徒全員の健康を促進するために、引き続き、体育教師

の PLCミーティングを通して、学校区の体育教育プログラムを見

直していく。 

  

予算 Empty Cell Empty Cell 

2017-18 2018-19 2019-20 

金額 なし 金額 なし 金額 なし 

資金源 非適用 資金源 非適用 資金源 非適用 

予算適用 非適用 予算適用 非適用 予算適用 非適用 
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措置 3.5 Empty Cell Empty Cell 

サービスの増加または向上の要件を満たすことに貢献しているものとして含まれない措置／サービス： 

対象となる生徒  全生徒          障害をもつ生徒       [特定の生徒グループ]___________________  

実施場所  すべての学校          特定の学校:___________________       特定の学年幅:__________________ 

または 

サービスの増加または向上の要件を満たすことに貢献しているものとして含まれる措置／サービス： 

対象となる生徒  英語学習生          里子          低所得 

サービスの範囲  LEA 全体          学校レベル         または          非重複生徒グループに限定 

実施場所  すべての学校          特定の学校:___________________       特定の学年幅:__________________ 

措置／サービス 

2017-18 2018-19 2019-20 

 新規     修正     変更なし   新規     修正     変更なし  新規      修正      変更なし 

TUSDは引き続き、すべての生徒に対し、授業中、通常授業時間

以外、そして、学年度延長（サマースクール）の学習機会を含

む、生徒の成功を確かにするための学校レベルの介入へのサポー

トを提供していく。 

o ハイスクール副校長(4 FTE) 

o ８つのミドルスクールとコンティニュエーション・

ハイスクールにおいて、RTI、PBISおよび ELコー

ディネーションの 50％の教師のポジション。 (4.5 

FTE) 

o 小学校 RTI スペシャリスト(8 FTE) および中央 RTI

コーディネーター(1 FTE) 

o 非重複生徒の在籍率が最も高い小学校 3校で、33% 

小学校副校長のポジション(1 FTE) 

o K-12 年生のための Jumpstart サマースクールプロ

グラム 

o 延長学年度のための、施設の維持修繕 
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o ハイスクール単位回復のための OddysseyWare の

ライセンス 

予算 Empty Cell Empty Cell 

2017-18 2018-19 2019-20 

金額 

1. $1,780,000; $325,000 

2. $453,000 

3. $20,000; $10,000 

4. $1,300,000 

5. $18,000 

金額 

1. $1,810,000; $340,000 

2. $405,000 

3. $20,000; $10,000 

4. $1,300,000 

5. $15,000 

金額 

1. $1,780,000; $325,000 

2. $375,000 

3. $10,000; $5,000 

4. $1,300,000 

5. $10,000 

資金源 

1. LCFF 

2. LCFF  

3. LCFF 

4. LCFF 

5. LCFF 

資金源 

1. LCFF 

2. LCFF  

3. LCFF 

4. LCFF 

5. LCFF 

資金源 

1. LCFF 

2. LCFF  

3. LCFF 

4. LCFF 

5. LCFF 

予算適用 

1. 有資格者給与; 有資格者福利厚生 

2. 有資格者時給および代行教員 

3. 一般職員給与; 一般職員福利厚生  

4. サービスおよび運用経費 

5. 本および教材 

予算適用 

1. 有資格者給与; 有資格者福利厚生 

2. 有資格者時給および代行教員 

3. 一般職員給与; 一般職員福利厚生  

4. サービスおよび運用経費 

5. 本および教材 

予算適用 

1. 有資格者給与; 有資格者福利厚生 

2. 有資格者時給および代行教員 

3. 一般職員給与; 一般職員福利厚生  

4. サービスおよび運用経費 

5. 本および教材 
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措置 3.6 Empty Cell Empty Cell 

サービスの増加または向上の要件を満たすことに貢献しているものとして含まれない措置／サービス： 

対象となる生徒  全生徒          障害をもつ生徒       [特定の生徒グループ]___________________  

実施場所  すべての学校          特定の学校:___________________       特定の学年幅:__________________ 

または 

サービスの増加または向上の要件を満たすことに貢献しているものとして含まれる措置／サービス： 

対象となる生徒  英語学習生          里子          低所得 

サービスの範囲  LEA 全体          学校レベル         または          非重複生徒グループに限定 

実施場所  すべての学校          特定の学校:___________________       特定の学年幅:__________________ 

措置／サービス 

2017-18 2018-19 2019-20 

 新規     修正     変更なし   新規     修正     変更なし  新規      修正      変更なし 

TUSDは、引き続き、EL生および熟達認定を受けた（RFEP）生徒

のサポートを続け、介入サポートを提供していく。 

o ELD プログラム・スペシャリスト (4 FTE) 

o 特別プロジェクトおよび ELDスタッフ・アシスタント 

(2.0 FTE) 

o ELD 統合／指定サポート 

o EL“Newcomer Academy”を含む、EL サポートクラスお

よび介入クラス。 

  

予算 Empty Cell Empty Cell 

2017-18 2018-19 2019-20 

金額 

1. $445,000; $115,000 

2. $115,000; $45,000 

3. $100,000 

4. $5,000 

金額 

1. $450,000; $120,000 

2. $115,000; $45,000 

3. $10,000 

4. $5,000 

金額 

1. $455,000; $120,000 

2. $120,000; $50,000 

3. $10,000 

4. $5,000 
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資金源 

1. LCFF 

2. LCFF  

3. LCFF 

4. タイトル III – 移民 

5. タイトル III -移民 

資金源 

1. LCFF 

2. LCFF  

3. LCFF 

4. タイトル III -移民 

5. タイトル III -移民 

資金源 

1. LCFF 

2. LCFF  

3. LCFF 

4. タイトル III -移民 

5. タイトル III -移民 

予算適用 

1. 有資格者給与; 有資格者福利厚生 

2. 一般職員給与; 一般職員福利厚生 

3. 有資格者時給および代行教員 

4. 本および教材 

5. 有資格者時給および代行教員 

予算適用 

1. 有資格者給与; 有資格者福利厚生 

2. 一般職員給与; 一般職員福利厚生 

3. 有資格者時給および代行教員 

4. 本および教材 

5. 有資格者時給および代行教員 

予算適用 

1. 有資格者給与; 有資格者福利厚生 

2. 一般職員給与; 一般職員福利厚生 

3. 有資格者時給および代行教員 

4. 本および教材 

5. 有資格者時給および代行教員 
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措置 3.7 Empty Cell Empty Cell 

サービスの増加または向上の要件を満たすことに貢献しているものとして含まれない措置／サービス： 

対象となる生徒  全生徒          障害をもつ生徒       [特定の生徒グループ]___________________  

実施場所  すべての学校          特定の学校:___________________       特定の学年幅:__________________ 

または 

サービスの増加または向上の要件を満たすことに貢献しているものとして含まれる措置／サービス： 

対象となる生徒  英語学習生          里子          低所得 

サービスの範囲  LEA 全体          学校レベル         または          非重複生徒グループに限定 

実施場所  すべての学校          特定の学校:___________________       特定の学年幅:__________________ 

措置／サービス 

2017-18 2018-19 2019-20 

 新規     修正     変更なし   新規     修正     変更なし  新規      修正      変更なし 

TUSDは、英語学習生およびその他の低学力グループに焦点をし

ぼった ELA、リーディング、数学、およびテクノロジーに重点を

おいた、現在の介入モデルをサポートするために、各学校に対

し、学校が判断した補足的ニーズに応じて、スタッフ増員、専

門能力開発、教材、およびテクノロジー／ライセンスを提供す

る。 

  

予算 Empty Cell Empty Cell 

2017-18 2018-19 2019-20 

金額 

1. $1,500,000; $500,000 

2. $400,000 

3. $300,000 

4. $600,000 

金額 

1. $1,500,000; $500,000 

2. $400,000 

3. $300,000 

4. $600,000 

金額 

1. $1,500,000; $500,000 

2. $400,000 

3. $300,000 

4. $600,000 

資金源 
1. LCFF 

2. LCFF  
資金源 

1. LCFF 

2. LCFF  
資金源 

1. LCFF 

2. LCFF  
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3. LCFF 

4. LCFF 

3. LCFF 

4. LCFF 

3. LCFF 

4. LCFF 

予算適用 

1. 有資格者給与; 有資格者福利厚生 

2. 有資格者時給および代行教員 

3. 本および教材 

4. サービスおよび運用経費  

予算適用 

1. 有資格者給与; 有資格者福利厚生 

2. 有資格者時給および代行教員 

3. 本および教材 

4. サービスおよび運用経費  

予算適用 

1. 有資格者給与; 有資格者福利厚生 

2. 有資格者時給および代行教員 

3. 本および教材 

4. サービスおよび運用経費  
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措置 3.8 Empty Cell Empty Cell 

サービスの増加または向上の要件を満たすことに貢献しているものとして含まれない措置／サービス： 

対象となる生徒  全生徒          障害をもつ生徒       [特定の生徒グループ]___________________  

実施場所  すべての学校          特定の学校:___________________       特定の学年幅:__________________ 

または 

サービスの増加または向上の要件を満たすことに貢献しているものとして含まれる措置／サービス： 

対象となる生徒  英語学習生          里子          低所得 

サービスの範囲  LEA 全体          学校レベル         または          非重複生徒グループに限定 

実施場所  すべての学校          特定の学校:___________________       特定の学年幅:__________________ 

措置／サービス 

2017-18 2018-19 2019-20 

 新規     修正     変更なし   新規     修正     変更なし  新規      修正      変更なし 

印刷物および 21世紀のツールやテクノロジーを含む、補足的補

助および教材を提供する。 

o Learning A-Z (RAZ-Kids) のライセンス 

o Proquest および Learn360 データベース 

o 主要小説セットの追加 

印刷物および 21世紀のツールやテクノロジーを含

む、補足的補助および教材を提供する。 

o Learning A-Z (RAZ-Kids) のライセンス 

o Proquest および Learn360 データベース 

 

 

予算 Empty Cell Empty Cell 

2017-18 2018-19 2019-20 

金額 1. $250,000               2. $110,000 金額 $110,000 金額 $110,000 

資金源 
1. LCFF 

2. LCFF 
資金源 LCFF 資金源 LCFF 

予算適用 
1. 本および教材 

2. サービスおよび運用経費 
予算適用 サービスおよび運用経費 予算適用 サービスおよび運用経費 
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措置 3.9 Empty Cell Empty Cell 

サービスの増加または向上の要件を満たすことに貢献しているものとして含まれない措置／サービス： 

対象となる生徒  全生徒          障害をもつ生徒       [特定の生徒グループ]___________________  

実施場所  すべての学校          特定の学校:___________________       特定の学年幅:__________________ 

または 

サービスの増加または向上の要件を満たすことに貢献しているものとして含まれる措置／サービス： 

対象となる生徒  英語学習生          里子          低所得 

サービスの範囲  LEA 全体          学校レベル         または          非重複生徒グループに限定 

実施場所  すべての学校          特定の学校:___________________       特定の学年幅:__________________ 

措置／サービス 

2017-18 2018-19 2019-20 

 新規     修正     変更なし   新規     修正     変更なし  新規      修正      変更なし 

TUSDは、進度の速いカリキュラムやオープンアクセスを提供する

ことで、すべての生徒が大学進学／就職の準備ができることを確

かにする。 

o ミドルスクールの生徒の加速カリキュラムをサポートす

るための交通手段、連結、割り当て 

o サイエンスと数学の進路分析 

o PACT および PSAT テストの実施 

o GATE 情操教育の機会および教材 

o ハイスクールのセクション増加 

  

予算 Empty Cell Empty Cell 

2017-18 2018-19 2019-20 

金額 なし 金額 なし 金額 なし 
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資金源 非適用 資金源 非適用 資金源 非適用 

予算適用 非適用 予算適用 非適用 予算適用 非適用 

措置 3.10 Empty Cell Empty Cell 

サービスの増加または向上の要件を満たすことに貢献しているものとして含まれない措置／サービス： 

対象となる生徒  全生徒          障害をもつ生徒       [特定の生徒グループ]___________________  

実施場所  すべての学校          特定の学校:___________________       特定の学年幅:__________________ 

または 

サービスの増加または向上の要件を満たすことに貢献しているものとして含まれる措置／サービス： 

対象となる生徒  英語学習生          里子          低所得 

サービスの範囲  LEA 全体          学校レベル         または          非重複生徒グループに限定 

実施場所  すべての学校          特定の学校:___________________       特定の学年幅:__________________ 

措置／サービス 

2017-18 2018-19 2019-20 

 新規     修正     変更なし   新規     修正     変更なし  新規      修正      変更なし 

TUSDは、視覚芸術、ダンス、音楽、演劇、メディア芸術を含む、順

次的で統合されたプログラムでの芸術教育に、すべての生徒がアク

セスできるようにする。 

  

予算 Empty Cell Empty Cell 

2017-18 2018-19 2019-20 

金額 なし 金額 なし 金額 なし 

資金源 非適用 資金源 非適用 資金源 非適用 

予算適用 非適用 予算適用 非適用 予算適用 非適用 
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  新規                               修正                                       変更なし 

目標 4 

身体的安全を確保し、情緒的安心感を育て、責任ある決定を促進するとともに、生徒が学校へのつながりや関りを感じることができるような学校環

境を提供する。 

Empty Cell 

Empty Cell 

この目標により取り組む州／ローカルレベルの優先

項目： 

州  1    2    3    4    5    6    7    8    

郡  9   10 

ローカル ______________________________________ 

特定ニーズ 積極的行動介入とサポート（PBIS）のトレーニングの 2 年目に参加している学校 13 校のうち、7 校で停学率が低下

し、5 校がダッシュボードの区別で、low（低い）または very low（非常に低い）に留まった。1 校に関して、停学率

が増加した。多くの学校で、行動面での進歩状況をモニターするために、学校レベル介入システム（SWIS）のデータ

収集が利用されている。 

 

停学率は過去三年で多少減少している（3.5 から 1.9）が、これから公表される停学率は、2015－2016 年度の増加

（主にハイスクールレベル）を示している。学校区全体では、アメリカ先住民の停学率がその他の下位集団に比べて

高く、検討する必要がある。 

 

何校かにおいては、学校区レベルより 2 レベル低い下位集団があり、各学校の学校計画を通じて具体的な対策が講じ

られる。 

期待される年次測定可能結果 

測定基準／指標 ベースライン 2017-18 2018-19 2019-20 

出席率 96% 96% 以上を維持 96% 以上を維持 96% 以上を維持 

停学率 1.9% 1.9%以下を維持 1.9%以下を維持 1.9%以下を維持 

退学率 0.1% 0.1%以下を維持 0.1%以下を維持 0.1%以下を維持 

慢性的不登校 0.5% 0.5%以下を維持 0.5%以下を維持 0.5%以下を維持 

ミドルスクール中退 0.04% 0.04%以下を維持 0.04%以下を維持 0.04%以下を維持 

ハイスクール中退 0.18% 0.18%以下を維持 0.18%以下を維持 0.18%以下を維持 
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SWIS 行動測定基準 K-8 年生の測定基準の確立  ベースラインの確立 ベースラインから向上 ベースラインから向上 

生徒の学校活動への参加

に関するアンケート 
全学年について測定基準の確立 ベースラインの確立 ベースラインから向上 ベースラインから向上 
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計画されている措置／サービス 

 

措置 4.1 Empty Cell Empty Cell 

サービスの増加または向上の要件を満たすことに貢献しているものとして含まれない措置／サービス： 

対象となる生徒  全生徒          障害をもつ生徒       [特定の生徒グループ]___________________  

実施場所  すべての学校          特定の学校:___________________       特定の学年幅:__________________ 

または 

サービスの増加または向上の要件を満たすことに貢献しているものとして含まれる措置／サービス： 

対象となる生徒  英語学習生          里子          低所得 

サービスの範囲  LEA 全体          学校レベル         または          非重複生徒グループに限定 

実施場所  すべての学校          特定の学校:___________________       特定の学年幅:__________________ 

措置／サービス 

2017-18 2018-19 2019-20 

 新規     修正     変更なし   新規     修正     変更なし  新規      修正      変更なし 

情緒的な安心感および学校活動への参加意欲を促進するため

に、TUSDは、生徒がミドルスクールおよびハイスクールに入る

際に、各学校での集会、オリエンテーション、発足会、歓迎イ

ベントなどを通して、帰属感を促進する。 

  

予算 Empty Cell Empty Cell 

2017-18 2018-19 2019-20 

金額 （目標／措置 3.7を参照） 金額 （目標／措置 3.7を参照） 金額 （目標／措置 3.7を参照） 

資金源 非適用 資金源 非適用 資金源 非適用 

予算適用 非適用 予算適用 非適用 予算適用 非適用 
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措

置 4.2 Empty Cell Empty Cell 

サービスの増加または向上の要件を満たすことに貢献しているものとして含まれない措置／サービス： 

対象となる生徒  全生徒          障害をもつ生徒       [特定の生徒グループ]___________________  

実施場所  すべての学校          特定の学校:___________________       特定の学年幅:__________________ 

または 

サービスの増加または向上の要件を満たすことに貢献しているものとして含まれる措置／サービス： 

対象となる生徒  英語学習生          里子          低所得 

サービスの範囲 
 LEA 全体          学校レベル         または          非

重複生徒グループに限定 

実施場所  すべての学校          特定の学校:___________________       特定の学年幅:__________________ 

措置／サービス 

2017-18 2018-19 2019-20 

 新規     修正     変更なし   新規     修正     変更なし 
 新規      修正      変更

なし 

重層サポートシステム（MTSS）プログラムを拡張し、現在行われている PBISプログラムのサ

ポート、学校レベルの懲戒とカウンセリングスタッフのためのトレーニングを提供するとと

もに、現存の本部のサポートスタッフおよび SWISライセンスを維持する。 

o 家族歓迎／登録センター（FWEC）ディレクター (.5 FTE) 

  

予算 Empty Cell Empty Cell 

2017-18 2018-19 2019-20 

金額 
1. $60,000; $20,000 

2. $125,000 
金額 

1. $62,000; $23,000 

2. $125,000 
金額 

1. $65,000; 
$25,000 

2. $125,000 

資金源 
1. LCFF  

2. LCFF  
資金源 

1. LCFF  

2. LCFF  
資金源 

1. LCFF  

2. LCFF  
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予算適用 
1. 有資格者給与; 有資格者福利厚生  

2. サービスおよび運用経費 
予算適用 

1. 有資格者給与; 有

資格者福利厚生  

2. サービスおよび運

用経費 

予算適用 

1. 有資格者給与; 

有資格者福利厚

生  

2. サービスおよ

び運用経費 

措

置 4.3 Empty Cell Empty Cell 

サービスの増加または向上の要件を満たすことに貢献しているものとして含まれない措置／サービス： 

対象となる生徒  全生徒          障害をもつ生徒       [特定の生徒グループ]___________________  

実施場所  すべての学校          特定の学校:___________________       特定の学年幅:__________________ 

または 

サービスの増加または向上の要件を満たすことに貢献しているものとして含まれる措置／サービス： 

対象となる生徒  英語学習生          里子          低所得 

サービスの範囲 
 LEA 全体          学校レベル         または          非重複

生徒グループに限定 

実施場所  すべての学校          特定の学校:___________________       特定の学年幅:__________________ 

措置／サービス 

2017-18 2018-19 2019-20 

 新規     修正     変更なし   新規     修正     変更なし 
 新規      修正      

変更なし 

TUSDは、ホームレス、里子、および低収入家庭の家族と生徒のためのサポートサービスを、個人の

ニーズを評価し、対処することにより、拡張していく。 

 家族／コミュニティの教育参加コーディネーター (1 FTE) 

  

予算 Empty Cell Empty Cell 

2017-18 2018-19 2019-20 

金額 
1. $113,000; $27,000 

2. $10,000 
金額 

1. $115,000; 
$30,000 

金額 
1. $118,000; 
$32,000 
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3. $10,000 2. $10,000 

3. $10,000 

2. $10,000 

3. $10,000 

資金源 

1. LCFF  

2. LCFF  

3. タイトル I 

資金源 

1. LCFF  

2. LCFF  

3. タイトル I 

資金源 

1. LCFF  

2. LCFF  

3. タイトル I 

予算適用 

1. 有資格者給与; 有資格者福利厚生  

2. サービスおよび運用経費 

3. サービスおよび運用経費 

予算適用 

1. 有資格者給与; 有

資格者福利厚生  

2. サービスおよび

運用経費 

3. サービスおよび

運用経費 

予算適用 

1. 有資格者給

与; 有資格者

福利厚生  

2. サービスお

よび運用経費 

3. サービスお

よび運用経費 

措

置 4.4 Empty Cell Empty Cell 

サービスの増加または向上の要件を満たすことに貢献しているものとして含まれない措置／サービス： 

対象となる生徒  全生徒          障害をもつ生徒       [特定の生徒グループ]___________________  

実施場所  すべての学校          特定の学校:___________________       特定の学年幅:__________________ 

または 

サービスの増加または向上の要件を満たすことに貢献しているものとして含まれる措置／サービス： 

対象となる生徒  英語学習生          里子          低所得 

サービスの範囲 
 LEA 全体          学校レベル         または          非重複生

徒グループに限定 

実施場所  すべての学校          特定の学校:___________________       特定の学年幅:__________________ 

措置／サービス 

2017-18 2018-19 2019-20 

 新規     修正     変更なし   新規     修正     変更なし 
 新規      修正      変更な

し 
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学校区は、生徒の成功や出席率を高め、中退率を減少させるために、代替的教育プロ

グラムを活用していく。これには、Shery HS、Drevno Community Day School、イン

ディペンデント・スタディ、ホームホスピタルが含まれる。 

  

予算 Empty Cell Empty Cell 

2017-18 2018-19 2019-20 

金額 なし 金額 なし 金額 なし 

資金源 非適用 資金源 非適用 資金源 非適用 

予算適用 非適用 予算適用 非適用 予算適用 非適用 

措

置 4.5 Empty Cell Empty Cell 

サービスの増加または向上の要件を満たすことに貢献しているものとして含まれない措置／サービス： 

対象となる生徒  全生徒          障害をもつ生徒       [特定の生徒グループ]___________________  

実施場所  すべての学校          特定の学校:___________________       特定の学年幅:__________________ 

または 

サービスの増加または向上の要件を満たすことに貢献しているものとして含まれる措置／サービス： 

対象となる生徒  英語学習生          里子          低所得 

サービスの範囲 
 LEA 全体          学校レベル         または          非重複生徒グルー

プに限定 

実施場所  すべての学校          特定の学校:___________________       特定の学年幅:__________________ 

措置／サービス 

2017-18 2018-19 2019-20 

 新規     修正     変更なし   新規     修正     変更なし  新規      修正      変更なし 

TUSDは、生徒をサポートするための活動における学校区の役割を再定義し、生徒の

ニーズを評価し、それに対応していくことにより、家庭と生徒のサポートのための

サービスを拡張していく。これには、危機介入、精神衛生サービス、医療健康サー
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ビス、学校カウンセリング、および、家庭への社会サービスの紹介が含まれる。 

 心理士およびカウンセリングのコーディネーター(0.5 FTE) 

 心理士(0.2 FTE) 

予算 Empty Cell Empty Cell 

2017-18 2018-19 2019-20 

金額 
1. $75,000; $25,000 

2. $25,000 
金額 

1. $80,000; $25,000 

2. $25,000 
金額 

1. $80,000; $30,000 

2. $25,000 

資金源 
1. LCFF 

2. LCFF  
資金源 

1. LCFF 

2. LCFF 
資金源 

1. LCFF 

2. LCFF 

予算適用 
1. 有資格者給与; 有資格者福利厚生 

2. サービスおよび運用経費 
予算適用 

1. 有資格者給与; 有資格

者福利厚生 

2. サービスおよび運用

経費 

予算適用 

1. 有資格者給与; 有資格

者福利厚生 

2. サービスおよび運用

経費 

措

置 4.6 Empty Cell Empty Cell 

サービスの増加または向上の要件を満たすことに貢献しているものとして含まれない措置／サービス： 

対象となる生徒  全生徒          障害をもつ生徒       [特定の生徒グループ]___________________  

実施場所  すべての学校          特定の学校:___________________       特定の学年幅:__________________ 

または 

サービスの増加または向上の要件を満たすことに貢献しているものとして含まれる措置／サービス： 

対象となる生徒  英語学習生          里子          低所得 

サービスの範囲 
 LEA 全体          学校レベル         または          非重複生徒グループに限

定 

実施場所  すべての学校          特定の学校:___________________       特定の学年幅:__________________ 

措置／サービス 

2017-18 2018-19 2019-20 
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 新規     修正     変更なし   新規     修正     変更なし  新規      修正      変更なし 

出入り口の管理、セキュリティスタッフの配置、ゲート監視システム、および

PAシステムを通じて、安全で安心できる環境を提供する。 

  

予算 Empty Cell Empty Cell 

2017-18 2018-19 2019-20 

金額 なし 金額 なし 金額 なし 

資金源 非適用 資金源 非適用 資金源 非適用 

予算適用 非適用 予算適用 非適用 予算適用 非適用 

措置 4.7 Empty Cell Empty Cell 

サービスの増加または向上の要件を満たすことに貢献しているものとして含まれない措置／サービス： 

対象となる生徒  全生徒          障害をもつ生徒       [特定の生徒グループ]___________________  

実施場所  すべての学校          特定の学校:___________________       特定の学年幅:__________________ 

または 

サービスの増加または向上の要件を満たすことに貢献しているものとして含まれる措置／サービス： 

対象となる生徒  英語学習生          里子          低所得 

サービスの範囲  LEA 全体          学校レベル         または          非重複生徒グループに限定 

実施場所  すべての学校          特定の学校:___________________       特定の学年幅:__________________ 

措置／サービス 

2017-18 2018-19 2019-20 

 新規     修正     変更なし   新規     修正     変更なし  新規      修正      変更なし 

トーランス警察署、トーランス消防署およびトーランス市の諸機

関と協働して、緊急／災害時対策についての学校区職員へのトレ

ーニングモジュールおよびコミュニティ通知システムに引き続き
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取り組んでいく。 

予算 Empty Cell Empty Cell 

2017-18 2018-19 2019-20 

金額 なし 金額 なし 金額 なし 

資金源 非適用 資金源 非適用 資金源 非適用 

予算適用 非適用 予算適用 非適用 
予算適

用 
非適用 
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措置 4.8 Empty Cell Empty Cell 

サービスの増加または向上の要件を満たすことに貢献しているものとして含まれない措置／サービス： 

対象となる生徒  全生徒          障害をもつ生徒       [特定の生徒グループ]___________________  

実施場所  すべての学校          特定の学校:___________________       特定の学年幅:__________________ 

または 

サービスの増加または向上の要件を満たすことに貢献しているものとして含まれる措置／サービス： 

対象となる生徒  英語学習生          里子          低所得 

サービスの範囲  LEA 全体          学校レベル         または          非重複生徒グループに限定 

実施場所  すべての学校          特定の学校:___________________       特定の学年幅:__________________ 

措置／サービス 

2017-18 2018-19 2019-20 

 新規     修正     変更なし   新規     修正     変更なし  新規      修正      変更なし 

学校区は、義務付けられている無料／減価格ランチの要件を満

たすほかに、栄養教育、始業前／後の食事やスナックの機会、

学校での朝食のオプションの増加、および夏の Jumpstart での

ランチなど、栄養に関するサービスを拡張していく。 

  

予算 Empty Cell Empty Cell 

2017-18 2018-19 2019-20 

金額 なし 金額 なし 金額 なし 

資金源 非適用 資金源 非適用 資金源 非適用 

予算適用 非適用 予算適用 非適用 予算適用 非適用 
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  新規                               修正                                       変更なし 

目標 5 

TUSD 全体のすべての学校で、保護者へのはたらきかけを改善し、特に有意および低学力の下位集団に関して、保護者が貢献し、恩恵を受けること

ができる機会を増やすことによって、コミュニケーションを一貫させる。 

Empty Cell 

Empty Cell 

この目標により取り組む州／ローカルレベルの優先

項目： 

州  1    2    3    4    5    6    7    8    

郡  9   10 

ローカル ______________________________________ 

特定ニーズ 家庭およびコミュニティの教育参加コーディネーターの導入により、TUSD は、保護者へのサポートおよびはたらき

かけをの拡張を始めた。 

 

翻訳／通訳サービスが学校区中央システムに統合され、すべての学校が、保護者のニーズに対処するために、公平で

効率的なサービスが利用できるようになった。 

 

TUSD は、学校や学校区の諸委員会ミーティングへの保護者の参加に関する測定を始めており、今後、サービスが欠

乏している領域を識別するためにこの測定基準を拡張していく計画である。 

期待される年次測定可能結果 

測定基準／指標 ベースライン 2017-18 2018-19 2019-2020 

学校よび学校区の顧問委

員会ミーティング／行事

への保護者の参加 

ベースラインの参加測定基準を

確立する 
ベースラインの確立 参加率を維持または増加させる 参加率を維持または増加させる 

翻訳および通訳サービス

の保護者の利用状況 

995 件 – 文書翻訳; 400 件の通訳

の提供 

文書翻訳と通訳件数を 10％増加さ

せる 

文書翻訳と通訳件数を 5％増加さ

せる 

文書翻訳と通訳件数を 2％増加させ

る 
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計画されている措置／サービス 

 

措置 5.1 Empty Cell Empty Cell 

サービスの増加または向上の要件を満たすことに貢献しているものとして含まれない措置／サービス： 

対象となる生徒  全生徒          障害をもつ生徒       [特定の生徒グループ]___________________  

実施場所  すべての学校          特定の学校:___________________       特定の学年幅:__________________ 

または 

サービスの増加または向上の要件を満たすことに貢献しているものとして含まれる措置／サービス： 

対象となる生徒  英語学習生          里子          低所得 

サービスの範囲  LEA 全体          学校レベル         または          非重複生徒グループに限定 

実施場所  すべての学校          特定の学校:___________________       特定の学年幅:__________________ 

措置／サービス 

2017-18 2018-19 2019-20 

 新規     修正     変更なし   新規     修正     変更なし  新規      修正      変更なし 

すべての学校で、家庭から学校への保護者とのコミュニケーシ

ョンを改善し、引き続き、保護者からの意見を求めていく。こ

れには、TUSD 電話／Eメール／ウェブサイト／デジタルコミュ

ニケーションシステムの改善、および、学校レベルおよび学校

区レベルでの、保護者教育のリソース／行事が含まれる。 

  

予算 Empty Cell Empty Cell 

2017-18 2018-19 2019-20 

金額 $2,125,000 金額 $450,000 金額 $450,000 

資金源 LCFF  資金源 LCFF  資金源 LCFF  

予算適用 サービスおよび運用経費 予算適用 サービスおよび運用経費 予算適用 サービスおよび運用経費 
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措置 5.2 Empty Cell Empty Cell 

サービスの増加または向上の要件を満たすことに貢献しているものとして含まれない措置／サービス： 

対象となる生徒  全生徒          障害をもつ生徒       [特定の生徒グループ]___________________  

実施場所  すべての学校          特定の学校:___________________       特定の学年幅:__________________ 

または 

サービスの増加または向上の要件を満たすことに貢献しているものとして含まれる措置／サービス： 

対象となる生徒  英語学習生          里子          低所得 

サービスの範囲  LEA全体          学校レベル         または          非重複生徒グループに限定 

実施場所  すべての学校          特定の学校:___________________       特定の学年幅:__________________ 

措置／サービス 

2017-18 2018-19 2019-20 

 新規     修正     変更なし   新規     修正     変更なし  新規      修正      変更なし 

学校区は、保護者や家族とのコミュニケーション、サポート、サ

ービス、および教育を強化するために、引き続き家族歓迎登録セ

ンターでのサービスを拡張していく。これには、登録プロセスの

迅速化、近隣の学校区、コミュニティサービスおよびプログラム

に関しての援助が含まれる。 

 FWEC のスタッフ (7.0 のうち 3.5 FTE または 50%) 

 保護者教育参加イベントおよび TUSD ウェルネス・フェア 

  

予算 Empty Cell Empty Cell 

2017-18 2018-19 2019-20 

金額 
1. $140,000; $96,000 

2. $12,000 
金額 

1. $142,000; $99,000 

2. $12,000 
金額 

1. $145,000; $102,000 

2. $12,000 

資金源 
1. LCFF  

2. LCFF  
資金源 

1. LCFF  

2. LCFF  
資金源 

1. LCFF  

2. LCFF  
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予算適用 
1. 一般職員給与; 一般職員福利厚生 

2. サービスおよび運用経費 
予算適用 

1. 一般職員給与; 一般職員福利厚

生 

2. サービスおよび運用経費 

予算適用 
1. 一般職員給与; 一般職員福利厚生 

2. サービスおよび運用経費 

措置 5.3 Empty Cell Empty Cell 

サービスの増加または向上の要件を満たすことに貢献しているものとして含まれない措置／サービス： 

対象となる生徒  全生徒          障害をもつ生徒       [特定の生徒グループ]___________________  

実施場所  すべての学校          特定の学校:___________________       特定の学年幅:__________________ 

または 

サービスの増加または向上の要件を満たすことに貢献しているものとして含まれる措置／サービス： 

対象となる生徒  英語学習生          里子          低所得 

サービスの範囲  LEA全体          学校レベル         または          非重複生徒グループに限定 

実施場所  すべての学校          特定の学校:___________________       特定の学年幅:__________________ 

措置／サービス 

2017-18 2018-19 2019-20 

 新規     修正     変更なし   新規     修正     変更なし  新規      修正      変更なし 

各学校での、標的生徒グループの保護者のニーズに沿った保護者教

育の機会提供に関してガイダンスを提供し、Partners in Education 

Framework、Linked to Learning の機会（家庭を指導／学習目標に

結びつける）を活用する。これには学習ストラテジー、大学進学と

就職、および健康維持などのトピックが含まれる。 

 GATE 保護者シンポジウム 

 SPSAにより決定された、学校レベルでの保護者のためのアク

ティビティ 

  

予算 Empty Cell Empty Cell 

2017-18 2018-19 2019-20 

金額 （目標／措置 2.10 & 3.7 参照) 金額 （目標／措置 2.10 & 3.7 参照) 金額 （目標／措置 2.10 & 3.7 参照) 
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資金源 非適用 資金源 非適用 資金源 非適用 

予算適用 非適用 予算適用 非適用 予算適用 非適用 

 

措置 5.4 Empty Cell Empty Cell 

サービスの増加または向上の要件を満たすことに貢献しているものとして含まれない措置／サービス： 

対象となる生徒  全生徒          障害をもつ生徒       [特定の生徒グループ]___________________  

実施場所  すべての学校          特定の学校:___________________       特定の学年幅:__________________ 

または 

サービスの増加または向上の要件を満たすことに貢献しているものとして含まれる措置／サービス： 

対象となる生徒  英語学習生          里子          低所得 

サービスの範囲  LEA 全体          学校レベル         または          非重複生徒グループに限定 

実施場所  すべての学校          特定の学校:___________________       特定の学年幅:__________________ 

措置／サービス 

2017-18 2018-19 2019-20 

 新規     修正     変更なし   新規     修正     変更なし  新規      修正      変更なし 

LCAP保護者顧問委員会、ELMAC／DELMAC、タイトル I保護者顧問委員

会、トーランス地区保護者顧問委員会（TAP）、および TUSD ウェルネ

ス委員会を含む、学校区および学校の各種顧問委員会での、保護者リ

ーダーシップおよび意見／フィードバック提出の機会を複数提供す

る。 

  

予算 Empty Cell Empty Cell 

2017-18 2018-19 2019-20 

金額 なし 金額 なし 金額 なし 

資金源 非適用 資金源 非適用 資金源 非適用 
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予算適用 

非適用 

 

 

予算適用 非適用 予算適用 非適用 

措置 5.5 Empty Cell Empty Cell 

サービスの増加または向上の要件を満たすことに貢献しているものとして含まれない措置／サービス： 

対象となる生徒  全生徒          障害をもつ生徒       [特定の生徒グループ]___________________  

実施場所  すべての学校          特定の学校:___________________       特定の学年幅:__________________ 

または 

サービスの増加または向上の要件を満たすことに貢献しているものとして含まれる措置／サービス： 

対象となる生徒  英語学習生          里子          低所得 

サービスの範囲  LEA 全体          学校レベル         または          非重複生徒グループに限定 

実施場所  すべての学校          特定の学校:___________________       特定の学年幅:__________________ 

措置／サービス 

2017-18 2018-19 2019-20 

 新規     修正     変更なし   新規     修正     変更なし  新規      修正      変更なし 

EL生の家族への保護者教育を引き続き提供する。これには、家庭で

保護者がどのように子供をサポートできるかに関するリソースの開発

を含む。 

 学校区翻訳／通訳スタッフ (3.0 FTE) 

 EL生の保護者を対象とした年次 DELMAC カンファレンス 

 Summer Slide リーディングプログラム 

 スペイン語を話す保護者のための夕べ 

  

予算 Empty Cell Empty Cell 

2017-18 2018-19 2019-20 

金額 
1. $138,000; $60,000 

2. $10,000 
金額 

1. $140,000; $62,000 

2. $10,000 
金額 

1. $142,000; $65,000 

2. $10,000 
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3. $20,000 

4. $10,000 

3. $20,000 

4. $10,000 

3. $20,000 

4. $10,000 

資金源 

1. LCFF  

2. LCFF  

3. タイトル I  

4. タイトル III 

資金源 

1. LCFF  

2. LCFF  

3. タイトル I  

4. タイトル III 

資金源 

1. LCFF  

2. LCFF  

3. タイトル I  

4. タイトル III 

予算適用 

1. 一般職員給与; 一般職員福利厚生 

2. サービスおよび運用経費 

3. サービスおよび運用経費 

4. サービスおよび運用経費 

予算適用 

1. 一般職員給与; 一般職員福利厚

生 

2. サービスおよび運用経費 

3. サービスおよび運用経費 

4. サービスおよび運用経費 

予算適用 

1. 一般職員給与; 一般職員福利厚生 

2. サービスおよび運用経費 

3. サービスおよび運用経費 

4. サービスおよび運用経費 
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措置 5.6 Empty Cell Empty Cell 

サービスの増加または向上の要件を満たすことに貢献しているものとして含まれない措置／サービス： 

対象となる生徒  全生徒          障害をもつ生徒       [特定の生徒グループ]___________________  

実施場所  すべての学校          特定の学校:___________________       特定の学年幅:__________________ 

または 

サービスの増加または向上の要件を満たすことに貢献しているものとして含まれる措置／サービス： 

対象となる生徒  英語学習生          里子          低所得 

サービスの範囲  LEA 全体          学校レベル         または          非重複生徒グループに限定 

実施場所  すべての学校          特定の学校:___________________       特定の学年幅:__________________ 

措置／サービス 

2017-18 2018-19 2019-20 

 新規     修正     変更なし   新規     修正     変更なし  新規      修正      変更なし 

引き続き、低収入家庭および里子の家族のための保護者教育を

提供する。これには、学校レベルおよび学校区レベルで提供さ

れる保護者教育参加のリソースを含む。 

  

予算 Empty Cell Empty Cell 

2017-18 2018-19 2019-20 

金額 なし 金額 なし 金額 なし 

資金源 非適用 資金源 非適用 資金源 非適用 

予算適用 非適用 予算適用 非適用 予算適用 非適用 
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措置 5.7 Empty Cell Empty Cell 

サービスの増加または向上の要件を満たすことに貢献しているものとして含まれない措置／サービス： 

対象となる生徒  全生徒          障害をもつ生徒       [特定の生徒グループ]___________________  

実施場所  すべての学校          特定の学校:___________________       特定の学年幅:__________________ 

または 

サービスの増加または向上の要件を満たすことに貢献しているものとして含まれる措置／サービス： 

対象となる生徒  英語学習生          里子          低所得 

サービスの範囲  LEA 全体          学校レベル         または          非重複生徒グループに限定 

実施場所  すべての学校          特定の学校:___________________       特定の学年幅:__________________ 

措置／サービス 

2017-18 2018-19 2019-20 

 新規     修正     変更なし   新規     修正     変更なし  新規      修正      変更なし 

保護者への働きかけに関する TUSD の計画を実施する。これに

は、特に標的生徒および低学力生徒に関して、スタッフ配属、

専門能力開発、テクノロジーや資料、および、進歩状況や保護

者の教育参加状況をモニターするためのシステムが含まれる。 

 保護者教育オンラインリソースシリーズ 

 ウェブコミュニケーション・スペシャリスト(1.0 FTE) 

  

予算 Empty Cell Empty Cell 

2017-18 2018-19 2019-20 

金額 $73,000; $27,000 金額 $75,000; $30,000 金額 $78,000; $32,000 

資金源 LCFF 資金源 LCFF 資金源 LCFF 

予算適用 一般職員給与; 一般職員福利厚生 予算適用 一般職員給与; 一般職員福利厚生 予算適用 一般職員給与; 一般職員福利厚生 
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非重複生徒のためのサービスの増加または向上の実証 

LCAP 年度  2017–18    2018–19    2019–20 

 

補足的および集中的助成金の推定額: $ 12,933,000 
サービス増加または向上のパーセンテー

ジ: 
7.1 % 

非重複生徒に提供されるサービスが、LCAP 年度にすべての生徒に提供されたサービスと比較して、質的または量的に、上記に特定されたパーセンテージ分、ど

のように増加または向上させられるかを説明せよ。 

 

学校または LEA レベルで資金供給され、提供される措置／サービスをすべて特定せよ。学校または LEA レベルでの資金の用途を支持する、必要とされる説明を含

めること。(ガイドを参照) 

2017-2018会計年度の TUSDの補足的助成金は推定（$12,933,000）である。非重複生徒をサポートし、プログラムを提供するための 2016-2017会計年度の支出が（$11,958,000）

であるため、2017-2018年度の歳出増加は（$975,000）と推定される。資金提供を受けるプログラム領域は、この資料の「目標、措置およびサービス」で提供されている。 

 

利害関係者から広く意見を聞き、深いリサーチを行った結果、TUSDは、補足資金のもっとも有効な用途は、資金を学校レベル、学校区全体の用途に充てることであると判断し

た。専門能力開発、および、専門職学習コミュニティ（Professional Learning Communities）を学校に組み込むことの有効性についての研究は広く行われている (Partnership 

for 21st Century Schools, 2013)。WestEd (2000)は、生徒の学習を向上させる上での専門職学習コミュニティの重要性に言及している。教育とアメリカの未来に関する全米委

員会（National Commission on Teaching & America’s Future －NCTAF）および WestEdは、専門職学習コミュニティの与える影響に関して 200 近くの研究を分析した結果、専

門職学習コミュニティは、｢指導のインパクトを高め、生徒の学習を深める｣（2012）という結論に達している。シカゴ大学学校改革センターおよび、全米教育的達成センター

は、協力的な指導環境は、｢堅固な内部コミュニケーションと、問題を抱えるもの（特に低所得家庭の生徒）を援助する｣ことができる（2013）ことを強調している。PLCの忠実性

をサポートするために、TUSDは、専門能力開発や指導コーチングを主導し、さらに、カリキュラムマップ、標準の実施、および共通の形成的アセスメントやベンチマークのアセ

スメントの準備を援助する、学校区本部ベースのカリキュラム専門家を引き続き提供していく。このような本部のサポートポジションには、州および連邦プロジェクトディレク

ター、2.33 FTE の ELAリソース教師、2.17 FTEの数学リソース教師、2 FTEの誘導リーディングリソース教師、そして、連邦資金によるカリキュラムディレクター、およびサイ

エンスとリテラシーのリソース教師が含まれる。 

 

さらに、Visible Learning (2008)において、ジョン・ハッティーは、｢達成は強化され、生徒と教師が適切、具体的、チャレンジングな目標を設定してコミュニケーションをと

るまでになる｣としている。この研究に基づき、TUSDは、生徒の学力成果を主体とする、効果的な PLCおよび専門的学習を開発することに焦点をおいている。当計画における、こ

れらの不可欠な要素の１つは、包括的な Responso to Intervention（介入指導への反応） (RTI)プログラムの開発である。以下の要素は、RTIアクション・ネットワークによ

り、RTIプログラムに不可欠であると特定されている：a)学力的および社会的なベンチマークに照らし合わせてステータスを判断するための、全生徒の普遍的スクリーニング；b)

全生徒への、科学的に立証された指導（第一段階）；c)第一段階の指導に適切に反応していない生徒のための、二次的防止介入（第二段階）；d)生徒の進歩状況のモニター、そ

して e)第二段階の指導への反応での進歩が不十分な生徒に対する、第三次防止指導。当計画書では、これらの領域全てについて対処している。LCAPで明記される TUSDの RTIの

努力には、以下を含む多くの人的および物質的リソースが含まれる：RTI&Iのコーディネーター、RTIリソース教師 9名、ミドルスクールのハーフタイムの教師ポジション 8、お

よび、ハイスクールおよび人数が一番多い小学校 3校の副校長。  
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当学校区の総括的 LCAPのもう一つの要素は、研究に基づいた、積極的行動介入とサポート（Positive Behavior Interventions and Supports (PBIS)）プログラムの実施を継続

することである。これは、学校における安全で効果的な学習環境を作り上げ、維持するための、システムを通した積極的なフレームワークで、すべての生徒が学校で、また、学

校を終えたあと成功するために必要な社会的スキルを身につけることを確かにするためのものである。PBISは、適切な行動が標準的である学校環境を作り上げることを目的とす

る。学校レベルでの PBIS実施は、採用忠実度が高い点で成功であり、学校内での｢組織の健康｣を向上させたことが研究により支持されている。TUSD全体の停学発生率は、ロサン

ゼルス郡の平均より低いが、学校によっては平均を超えるものがある。それらの標的校で PBISを実施することは、学校のすべての児童が社会面および学習面での成功をおさめる

ために必要な、社会文化的および行動的なサポートを確立するアプローチをサポートすることとなる。当学校区の重層的ニーズを完全にサポートするために、TUSDには、これら

の努力を主導するスタッフがおり、これには、FWECディレクター、家族とコミュニティの教育参加コーディネーター、心理士サービスコーディネーター、さらに、フルタイムの

FWECスタッフ７名が含まれる。家族や保護者をサポートするさらなる努力としては、フルタイムのウェブ管理者、FWECのパートタイム学校心理士、および、TUSDウェルネスフェ

ア、スペイン語を話す保護者のためのゆうべ、DELMACカンファレンスのような、保護者のための年間行事の拡張があげられる。 

 

2017年の夏、TUSDでは、標的集団（低所得家庭、英語学習生、里子児童）の小学生全員を対象に、ジャンプスタート・プログラムを実施する。このプログラムは学校内の４つの

地区それぞれで 1校ずつ、小学校４校、ミドルスクール４校、ハイスクール４校で実施される。生徒は夏休みの間に、学習したことを忘れたり、学力が退行したりすることが、

多くの研究により示されている（Cooper, 1996）。この、｢夏休み中の学力低下｣は、1ヶ月あるいはそれ以上の学習量に値し、生徒の学習成果に支障をもたらすことがある。当学

校区のほとんどの生徒、特に、標的集団生徒が利用できる無料のサマープログラムがなく、このような生徒の保護者は、有料のサマープログラムや教材/経験に参加させる経済的

余裕がない。ジャンプスタートはこのようなニーズを満たすものである。低所得家庭生徒（Graham, 2011）および EL生（Kuryan and Kim, 2010）は、その他の生徒に比べてリソ

ースに欠けることが多く、通常授業以外の教育の機会が少ないという研究がある。ジャンプスタートは、ランゲージアーツと数学の両方に重点をおいているため、どちらかの科

目あるいは両方の科目において援助を必要とする生徒が援助を受けられる。 ハイスクールの生徒でコースを再履修する必要がある生徒のために、オンラインでのインディペンデ

ント・スタディのための Oddyseyware のライセンスも夏の間と学年度中有効である。さらに、通常授業時間外および年間を通しての使用のために、施設の維持および改修もサポ

ートされる。 

 

TUSDは、新しいカウンセリングモデルにより、カウンセラー1人に対する生徒数を減らし、進学/就職カウンセラー1名を各ハイスクールに置き、Navianceへのアクセス、そし

て、PSAT（または類似の大学入学試験）実施の資金を提供した。標的集団生徒は、進学に関して不利な状況にあり、中等教育後の選択に備えるために必要なガイダンスとサポー

トに欠けることが多い。カウンセラーは、一貫して頻繁に、生徒に直接的なサービスを提供することで、生徒の熱意、成果、学資援助の知識などに関して、よい影響を与える。

Naviance へのアクセスと PSATの実施は、コース計画および APコース履修に適した生徒の識別に役立つ。これらのサービスは、当学校区の標的集団生徒に直接的なインパクトが

ある。さらに、Pacific Coast High School でのサマークラスの機会、大学からのプレゼンター、キャンパス訪問、資料などにより、進学／就職の進展を拡張する努力が強化され

る。 

 

最後に、意見交換プロセスを通して言及されているように、利害関係者は、生徒へのサービスを向上させるために、各学校間で共有できるように追加的な中央的リソースを作る

ことにより、補足的資金がそれぞれの恩恵を最大限にするように利用されることを要請した。教師、管理者およびスタッフ間の要望に応え、補足的資金の一部は、TUSD LCAP の措

置に一致する、学校特定の措置のために利用される。さらに、各学校で、TUSD LCAP の中での目標、措置、支出に対し、学校ベースのインプットを提供する。この補足的資金の使

用実践には、引き続き、学校区の広範囲のモニタリングと承認が必要であり、TUSDの標的集団生徒すべてに対するサポートとサービスを増加させ、最大限に利用するために、補

足的資金の用途がさらに局所化されることとなる。 

 

サービス増加と向上のその他の手段としては、専門学習の努力の拡張があり、これには、2日の生徒不在の日（student free days）が含まれ、この日には、教師は、分化的指導

に焦点をおき、非重複生徒および低学力の生徒への一貫していて焦点をしぼったサポートプランをたてることに費やされる。教師が自由に使えるものとして、指導補足用の現代

の本や小説があり、さらに、コンピュータでのリーディングサポートに Learning A-Z、および、Proquest および Learn360のリサーチ用データベースがある。さらに、英語学習

生のためのサービスの増加と向上の具体的なサポートとしては、4名の ELDプログラムスペシャリスト、翻訳／通訳スタッフ、ELサポートおよび介入クラス、および、米国に来

て 3年以下の EL生が対象の、夏の Newcomer Academy があげられる。 
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ローカルコントロールと教育的説明責任に関する計画および年次更新テンプレート作成に関する説明 

補遺 

ローカルコントロールと説明責任に関する計画（LCAP）および年次更新テンプレートは、地方教育機関（LEA）が生徒
の成果や総合的な業績をサポートするための措置および支出を記録し、伝えるものである。LCAP は三年計画で、毎年見
直しと更新が行われることが義務付けられている。チャーター校（特別認可校）は、そのチャーター校の予算期間に合わ
せて（一般的には 1 年）LCAP を作成することができ、学校の認可者に提出される。LCAP および年次更新テンプレート
は、すべての LEA により毎年記入されなければならない。 

学校区の場合は、LCAP では、学校区および学校区内の各学校に関して、州優先項目およびローカルレベルで特定され
た優先項目のそれぞれについて、目標、および、すべての生徒およびローカルコントロール資金配分方式（LCFF）に

よって識別されている生徒グループ（民族、社会経済的に不利な、英語学習生、里子、障害のある生徒、ホームレスの児
童）それぞれについてそれらの目標を達成するための具体的な措置を記述しなければならない。  

郡教育局は LCAPの中で、各群教育局が運営する学校およびプログラムについて、生徒全員そして、郡教育局をとおして
資金を受けている生徒（少年裁判所の学校に通う生徒、保護観察期間中の生徒、あるいは特定の条件の下で退学処分を受
けた生徒）のそれぞれに関して、州優先項目およびローカルレベルで特定された優先項目のそれぞれについて、目標、お
よびそれらの目標を達成するための具体的措置を記述しなければならない。学校区および郡教育局はさらに、それぞれの
LCAPの中で、特殊教育プログラムを含む、学校区によって資金提供されるが、郡により運営されている学校やプログラ
ムに在籍している生徒に提供されるサービスを、統合し、記述することができる。 

郡教育長が、一校のみの学校区をその管轄下にもつ場合は、郡の教育理事会とその学校区の理事会は、教育規定（EC）
の第 52060、52062、52066、52068 および 52070 項の要件に合った単一の LCAP を採用し、評価と承認のために提出す
ることができる。LCAP では、すべての予算および実際の支出がどちらの組織の予算（学校区または郡教育長）に沿って
いるのかを明確にしなければならない。 

チャーター校（特別認可校）は、生徒全員そして、障害をもつ生徒とホームレスの生徒を含む生徒集団それぞれに
関して、その学校の学年レベルまたはチャーター校により運営されるプログラムの性質に合った州優先項目および
ローカルレベルで特定された優先項目のそれぞれについて、目標およびそれらの目標を達成するための具体的措置
を記述しなければならない。チャーター校は、LCAPの中で州優先項目についての目標に何をどのように記載するか
は、各学校の学年レベル、提供されるプログラムの本質に合わせて修正することができる。これには、教育規定に
おいて明確にチャーター校に適用される法定要件のみを反映させるという修正を含む。チャーター校の LCAPの目標

および措置／サービスに関する変更が年次更新プロセスの結果である場合は、その変更は必ずしも学校のチャータ
ー請願書の素材改訂にはあたらない。  
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テンプレートの特定のセクションに関連する質問に関しては、以下の説明を参照のこと： 

説明: リンク付き目次 

 

計画書の概要 

年次更新 

利害関係者の関与 

目標、措置、およびサービス 

計画されている措置／サービス 

非重複生徒のためのサービスの増加または向上の実証 
 

LCAP テンプレートへの記入に関してさらなる質問がある、あるいは技術上の援助が必要な場合は、地元の郡教育局また
は CDE の Local Agency Systems Support Office まで電話 916-319-0809 または E メール lcff@cde.ca.gov でお問い合わ
せください。 

計画書の概要 

LCAPは、3年計画周期の LEAの年間の目標、措置、サービスおよび支出を反映するものである。LEAは毎年 LCAPの計画書の概要を含

めなければならない。 

LCAPの作成の際には、適切な LCAP年度に印をつけ、それぞれのセクションで提示されているプロンプトに従うこと。  

2年目と３年目の LCAPを作成するときには、該当する LCAP年度に印をつけ、以前の概要を、現年度の LCAP に関連した情報と入れ替

えてること。 

このセクションでは、与えられたプロンプトに簡潔に答えること。ここでのプロンプトは制限ではない。LEAは、ローカルレベルのプ

ログラム、コミュニティの人口統計、LEAの総括的な展望などを含めることができる。LEAはまた、所望する場合は、資料（例：LCFF

評価基準データ報告）を添付したり、目標、計画される結果、実際の結果、または関連する予算および実際の支出などを表す図表など

を含めることもできる。 

LEAは、計画書の概要には、各プロンプトで指定された情報と予算をまとめた表が含まれる限り、別のフォーマットを使うことができ

る。 

LCFF評価基準とは、EC第 52064.5項の下で州教育理事会によって採用された評価基準を意味する。   

予算概要 

LEAは、LCAP予算概要表を以下に従って完成すること： 

 LCAP年度の LEA一般資金予算支出合計: この金額は、該当する LCAP年度に、LEAの合計予算に組み込まれた一般資金の

支出である。LCAP年度とは、LCAPが７月１日までに採用または更新される会計年度である。一般資金は、LEAの主な運

用資金で、別の資金で賄われないすべての活動を賄うものであり、別の資金により賄われるという説得力のある理由がな

い限り、すべての活動は一般資金の中で報告される。さらに詳しいことについては、California School Accounting 

Manual（カリフォルニア学校会計マニュアル） (http://www.cde.ca.gov/fg/ac/sa/)を参照のこと。(注：政府の資金会計に

従うチャーター校によっては、この金額は、チャーター校特別歳入資金の合計予算支出となる。非営利会計モデルに従う

チャーター校については、この金額は、チャーター校事業資金で予算計上されたもののような、合計予算支出に当た

る。) 

 LCAP年度に LCAP中の目標に達成するために計画された措置／サービスのための資金予算の合計: この金額は、LCAP年度

に含まれる措置／サービスに関連する、LCAPの中で反映されている、すべての資金源からの予算支出の合計である。措

置／サービスや支出が LCAP の中で複数の目標の下で記載されている場合は、支出は１回のみ数えること。 

 
 LCAP年度に関して上記で特定された一般資金予算支出の用途で LCAP に含まれていないものの説明: 一般資金支出合計に

含まれる支出で、LCAP 年度の計画された措置／サービスの予算合計に含まれていないものを簡単に説明すること。

（注：計画された措置／サービスの資金予算合計には、一般資金支出以外の資金も含めることができる。） 

 
 
 
 
 

 

http://www.cde.ca.gov/fg/ac/sa/
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 LCAP年度の推定 LCFF 歳入合計: この金額は、EC第 42238.02項（学校区とチャーター校）と第 2574項（群教育局）に従

って、それぞれ EC第 42238.03項と 2575によって LCAP年度にそれぞれ実施されることで、LEAが受け取ると推定する

LCFF資金の合計額である。  

 

年次更新 

計画された目標、期待された結果、措置／サービス、および予算支出は、前年の承認をうけた LCAPから逐語的にコピーされなければ

ならない。誤字脱字などは直してもよい。   

* 例えば、2017/18 – 2019/20 LCAP の LCAP 2017/18 年度の部分では、2016/17 LCAP の目標を見る。その後は、最も最近の

LCAP 年度からの目標を見直す。例えば、LCAP 2020/21 年度には、2017/18 – 2019/20 LCAP の最後の年である、2019/20 LCAP 

年度からの目標を見直すことになる。  

年次測定可能結果 

前年の目標それぞれについて、実際の測定可能結果を割り出し、前年の、その目標に関しての期待される測定可能結果と比

較して評価 する。  

措置／サービス 

記述された目標に向けて計画される措置／サービスおよび、それらの措置を実施するための予算支出を割り出す。記述され

た目標に達成するために実際に実施された措置／サービス、および、その措置／サービスを実施するための実際の年間支出

の推定金額を割り出す。該当する場合は、対象となる生徒または生徒グループ、あるいは、提供される措置／サービスの実

施場所に変更があればそれを示すこと。   

分析 

LCFF評価基準からのデータを含む、実際の年間測定可能結果のデータを使い、計画された措置／サービスが、目標を達成す

るうえで効果的であったかどうかを分析する。指示に従うこと。 

 該当する目標を達成するための措置／サービスの実施について説明すること。実施過程において困難であった点や成功

的な経験を含めること。  

 該当する目標に達成するための措置／サービスの全体的な有効性について、LEAの測定に基づいて記述すること。 

 予算支出と実際の支出の推定金額の間の差について説明すること。支出に関する僅かな相違や１ドル単位の正確な会計

は必要ない。 

 この目標、期待される結果、測定基準、または、この目標を達成するための措置とサービスに対して、この分析および

LCFF評価基準で提供されるデータの分析の結果として変更がなされた場合は、それを説明すること。それらの変更が

LCAPの中のどこに見られるかを特定すること。 

利害関係者の関与 

LCFFによって特定されている生徒グループを代表する者を含む、保護者、生徒、その他の利害関係者の、意義のある参加は、LCAPお

よび予算計画過程において不可欠である。EC では、LCAP の作成にあたり、学校区および郡教育局の最低限の諮問要件を、教師、校長、

管理者、その他の学校職員、学校区の団体交渉支部、保護者、および生徒との諮問としている。ECでは、チャーター校に関しては、

LCAPの作成にあたり、教師、校長、管理者、その他の学校職員、保護者、および生徒への諮問が義務付けられている。さらに、ECの
第 48985 項では、保護者に送られる告知、報告、声明、または記録の翻訳についての要件が特定されている。 

 

LCAPは、学校レベルの目標と措置を学校区レベルのそれに合わせるために、学校レベルの適切な諮問グループ（例：学校委員会、英

語学習生顧問委員会、生徒顧問グループなど）と共有され、LEAはそのようなグループからの意見を要請するべきである。LEAは、特

定の目標を達成するために実施されている、その他の計画書で記述されている措置を統合したり、それに言及したりすることができる。 

   

記入方法: 利害関係者の関与は、持続的な年間プロセスである。このセクションの要件は、LCAPの３年間毎年同じである。LCAP

作成時、該当する LCAP年度に印をつけ、LCAPおよび年次更新を作成するにあたって使われた利害関係者関与プロセスについて

説明せよ。２年目、３年目の LCAP 作成時には、該当する LCAP年度に印をつけ、前年の利害関係者に関する説明を入れ替え、そ

の年の LCAPと年次更新の作成に使われた利害関係者関与プロセスについて説明すること。 
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学校区と郡教育局: LCAP の作成および該当 LCAP 年度の年次見直しと分析について、保護者諮問委員会、英語学習生

保護者顧問委員会、保護者、生徒、学校職員、LEA の団体交渉支部、およびコミュニティへの諮問に使われた過程を記

述すること。 

チャーター校: LCAP の作成および該当 LCAP 年度の年次見直しと分析について、教師、校長、管理者、その他の学校

職員、保護者、および生徒への諮問に使われた過程を記述すること。 

諮問過程が、該当年度の LCAPと年次更新を作成するうえで、目標、措置、サービス、支出などにどのように影響を与えたかを

説明すること。  

目標、措置、およびサービス 

LEAは、LEAの種類に該当する州優先項目のそれぞれに関して、全生徒および LCFFで識別される生徒グループのそれぞれについて達成

されるべき年次目標の説明を含めなければならない。LEAは、ローカルレベルの優先項目を追加的に含めることもできる。このセクシ

ョンには、特定の目標に到達するために LEAがとる、特定の計画された措置の説明、および、特定の措置を実施するために必要とされ

る支出の説明が含まれるものとする。 

学校区および郡教育局：LCAPは三年計画で、毎年一度規定に従って見直し、更新が行われる。   

チャーター校: LCAPの対象年数は、チャーター校の予算期間（一般的には一年）に合わせることができ、学校の承認者に提出

される。二年目、三年目が該当しない場合は、チャーター校は、そのことを明記しなければならない。   

新規、修正、変更なし 

LCAPの作成過程には年次更新および利害関係者の関与が含まれるが、その過程の一部として、現在の LCAP年度または来年以

降の LCAP年度に関して、目標、特定されたニーズ、関連する州／ローカルレベルの優先項目、および／または、期待される

年次測定可能結果が、前年度の LCAPからの修正であるか、または変更なしであるかどうかを示すこと；または、新規の目標

である場合はそのことを明記すること。  

目標 

目標を述べる。LEAは、参照しやすくするために、「目標＃」の欄を使って目標に番号をつけてもよい。目標は、すべての措

置／サービスがめざすところの望まれる結果を説明する、広義の声明文である。目標は、「LEAは何を達成することを求めて

いるか？」という質問への答えである。   

関連する州および／またはローカルレベルの優先項目 

目標により取り組む、州および／またはローカルレベルの優先項目を識別し、該当する優先項目（複数可）の横にチェックマ

ークを入れる。LCAPには、LEAの種類に適切な、州優先項目、および、あれば、ローカルレベルの優先項目のそれぞれに取り

組むための目標が含まれなければならない。しかし、１つの目標が複数の優先項目に該当してもよい。 (州の優先項目へのリ

ンク) 

特定ニーズ 

目標を設定することにつながったニーズを説明する。特定ニーズは量的または質的な情報に基づくことができる。このような

情報には、該当する場合、年次更新過程や LCFF評価基準からの業績データからの結果を含むがこれに限るものではない。  

期待される年次測定可能結果 

各 LCAP年度について、LEAが、期待される結果に向かっての進歩を追跡するために使う、測定基準または指標を特定する。

LEAは、特定の生徒グループについて測定基準を決めることができる。ベースラインの欄には、この測定基準または指標に関

連して、三年計画の一年目の LCAP 採用時点に利用できる最新のデータを記入する。測定基準または指標に関連した最新のデ

ータには、三年計画の前年の LCAP の年次更新で報告されているデータを含む。ベースラインのデータは、三年の LCAPを通じ

て変わらないものとする。次の、各年度欄には、LCAPの三年周期の各年度で達成されるべき進歩を特定する。それぞれの年

度での期待される結果が、翌年以降の期待される結果にどのように関連付けられるかを考慮すること。 

測定基準は量的でも質的でもよいが、最低限、LEAは、LCAPの各年度において、関連する州優先項目について、LEAの種類に

従い、該当する決められた測定基準を使わなければならない。生徒の関与に関する優先測定基準に関しては、LEAは、LCAP 

テンプレート付録、セクション (a) から(d)に記述されているように、比率を計算しなければならない。 
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計画される措置／サービス 

各措置／サービスについて、LEA は、「サービスの増加または向上の条件を満たすのに貢献しない措置／サービス」のセクシ

ョン、あるいは、「サービスの増加または向上の条件を満たすのに貢献する措置／サービス」のセクションに記入しなければ

ならない。LEAは、一つの措置について、両方のセクションに記入することはないものとする。 

 
サービスの増加または向上の条件を満たすのに貢献しない措置／サービスについて 

対象となる生徒 

「対象となる生徒」の欄は、非重複生徒のサービスを増加または向上させるという条件を満たすのに貢献しているとして LEA

により含まれているものを除き、すべての措置／サービスについて記入されなければならない。この欄では、「すべて」、

「障害のある生徒」、または「特定の生徒グループ」をチェックすることで、その措置／サービスより恩恵を受ける生徒グル

ープを示す。「特定の生徒グループ」にチェックした場合は、該当する生徒グループを識別する。 

実施場所 

措置／サービスが提供される場所を特定する。サービスが LEA内のすべての学校に提供される場合は、LEAは「すべての学

校」を示さなければならない。サービスが、LEA内の特定の学校、あるいは、特定の学年幅のみに対して提供される場合は、

LEAは、「特定の学校」または「特定の学年幅」に印をつけなければならない。該当する学校または学校グループ、あるいは

学年幅（例：ハイスクールすべて、または K-5年生）を特定すること。 

チャーター校で、複数のキャンパスがあり、同じチャーター請願書で承認されているものは、「特定の学校」を選択し、

措置／サービスが提供されるキャンパスを識別することにより、キャンパスを区別することができる。１つのキャンパ

スのみで運営されるチャーター校の場合は、「すべての学校」と「特定の学校」は同じ意味となり、どちらでも適切と

なる。チャーター校は、LCAP 全体で一貫している限り、どちらの用語を使ってもよい。 

 

サービスの増加または向上の条件を満たすのに貢献する措置／サービスについて:  
 

対象となる生徒 

LEAが、すべての生徒に提供される措置／サービスに加えて、非重複生徒に提供されるサービスを増加または向上したことを

総括的に示すのに貢献している措置／サービスについては（以下の、非重複生徒のためのサービスの増加または改善を示すを

参照）、LEAは、対象となる非重複生徒を特定しなければならない。   

サービスの範囲 

サービスの増加または向上の条件を満たすのに貢献している措置／サービスのそれぞれについて、「LEA全体」、「学

校レベル」、または「非重複生徒グループに限定」を示すことにより、サービスの範囲を特定する。LEAは、以下の３

つのオプションから１つを選ばなければならない： 

 措置／サービスが、LEAの教育プログラム全体を改善するために資金提供を受け、提供されるならば、「LEA全体」

に印をつける。 

 措置／サービスが、特定の学校（複数可）の教育プログラム全体を改善するために資金提供を受け、提供されるなら

ば、「学校レベル」に印をつける。  

 資金提供を受け、提供される措置／サービスが、「対象となる生徒」で特定された非重複生徒に限られている場合は、

「生徒グループに限定」に印をつける。  

チャーター校および単一校からなる学校区に関しては、「LEA全体」と「学校レベル」は、同義となるため、どちらで

も適切となる。１つのチャーターの下で複数の学校を運営するチャーター校（独自の CDSコードで判定される）につい

ては、チャーター下のすべての学校を指すには「LEA全体」を使い、同じチャーター請願書の中で承認されている１つ

の学校を指すには、「学校レベル」を使う。一校のみを運営するチャーター校は、LCAP全体で一貫して使われている限

り、「LEA全体」と「学校レベル」のどちらの用語を使ってもよい。 
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実施場所 

措置／サービスが提供される場所を特定する。サービスが LEA内のすべての学校に提供される場合は、LEAは、「すべての学

校」に印をつけなければならない。サービスが LEA内の特定の学校または特定の学年幅のみに提供される場合は、LEAは、

「特定の学校」または「特定の学年幅」に印をつけなければならない。学校また学校グループまたは学年幅（例：ハイスクー

ルすべて、K-5年生、など）を適宜に特定すること。 

チャーター校で、複数のキャンパスを運営していて、同じチャーター請願書で承認されているものは、「特定の学校」

を選んで、措置／サービスが提供される学校を特定することで、キャンパスを区別することができる。一校のみを運営

するチャーター校の場合は、「すべての学校」と「特定の学校」は同義であり、どちらでも適切となる。チャーター校

は、LCAP全体で一貫して使われている限りどちらの用語を使ってもよい。 

措置／サービス 

LCAPの各年度について、記述された目標に達成するために実施される措置および提供されるサービスを特定する。特定の目

標を達成するために実施される措置やサービスは、いくつかをまとめてもよい。LEAは、参照しやすくするために、「措置

＃」を使って、措置／サービスに番号をつけてもよい。 

 

新規／修正／変更なし:  

 LCAPの 3年のいずれの年度においても、記述された目標に達成するためにその措置／サービスが追加された場

合は「新規」にチェックする。  

 その措置／サービスが、記述された目標に達成するために含まれ、前年の記述から、変更または修正したもの

である場合は、「修正」にチェックする。 

 その措置／サービスが、記述された目標に達成するために含まれ、前年の記述から変更や修正がなく、まった

く同じである場合は「変更なし」にチェックする。   

o 計画されている措置／サービスが、計画の対象年度の間中、変更が加えられないことが予想される場

合は、LEAは、「変更なし」にチェックし、翌年度以降の欄にコピー／ペーストする替わりに、翌年

度以降の欄を空白にしておいてもよい。予算支出に関しても、適宜に、同様に処理してもよい。 

注: 前年からの目標は、現在の三年 LCAPに含んでも含まなくてもよい。例えば、LCAPの一年目を作成中、一つ前の三年

LCAPの三年目で示された目標が、前年度からの目標となる。 

チャーター校は、そのチャーター校の承認者に提出される予算期間に準じて LCAP を作成してもよい。従って、一年の予算

を承認者に提出するチャーター校は、テンプレートの「目標、措置、およびサービス」の二年目と三年目については記入しな

くてもよい。二年目および／または三年目が該当しない場合は、チャーター校は、そのように特定しなければならない。  

 

予算支出 

措置／サービスのそれぞれについて、これらの措置を実施するうえでの各学年度の予算支出を列記し、説明する。これには、

そのような支出が LEAの予算のどこから来るかが含まれる。LEAは、提案される支出のそれぞれについて、すべての資金源を

参照しなければならない。支出は、ECの第 52061 項、52067 項、および 47606.5 項で義務付けられているように、カリフォ

ルニア学校会計マニュアルを使って分類されなければならない。  

LCAPの中で複数回含まれる支出は、重複支出として示されなければならず、その支出が LCAPの中で最初に現れている目標と

措置／サービスへの参照を含まなければならない。 

郡教育長が単一の学校からなる学校区を管轄内にもち、単一の LCAP を作成することを選択する場合は、その LCAPは、すべて

の予算支出が、どちらの機関の予算（学校区または郡教育長）に沿っているのかを明確にしなければならない。  

 

 

 

 

 



 

Page 7 of 13 

 

非重複生徒のためのサービスの増加または改善の立証 

このセクションは、LCAPの各年度について記入されなければならない。LCAP の二年目または三年目を作成する際には、「非重複生徒

のためのサービスの増加または改善の立証」の表をコピーし、適切な LCAP 年度に印をつける。表のコピーを使って、その年の LCAPに

決められたとおりに表に記入する。LCAP 内の三年各年度について、このセクションの前年の表はすべて残す。 
 

補足助成金および集中助成金資金の推定額 

カリフォルニア規則コード、タイトル５（5 CCR）第 15496(a)(5)項に従って決められる、低収入、里子、および英語学習生

である生徒の人数と密度に基づいて計算された、LCAP年度の資金額を記入する。  

 

サービスの増加または向上の率 

5 CCR 第 15496(a)(7)項に従った計算により、非重複生徒のためのサービスが、LCAP年度にすべての生徒に提供されるサービ

スと比較して、増加または向上しなければならない率を割り出す。 

 

5 CCR 第 15496項の要件に従い、どのように、非重複生徒に提供されるサービスが、LCAP年度にすべての生徒に提供されたサービス

と比較して、計算されたパーセンテージ以上増加または向上したかを説明する。サービスの向上とは、サービスが質的に成長すること

を意味し、サービスの増加とは、サービスが量的に成長することを意味する。ここでの記述では、１つまたは複数の非重複生徒グルー

プに限定された措置／サービス、および、該当する記述によりサポートされる、学校レベルまたは学校区全体の措置／サービスが、総

合してどのように、非重複生徒のためのサービスの、義務付けられた比率の増加または向上につながるかについてふれなければならな

い。 

全体的に増加または向上したサービスが、学校レベルまたは学校区全体で資金提供され、提供されている措置／サービスを含む場合は、

そのような措置／サービスを特定し、それぞれの措置／サービスをサポートするのに必要とされる、以下のような記述を含めるものと

する。  

LEA 全体で提供されるサービスに関して： 

 非重複生徒の比率が 55％以上の学校区、および、チャーター校および郡教育局：そのようなサービスが、州およびローカルレ

ベルの優先項目に関する、非重複生徒のための目標に達成することに、どのように、主として向けられ、効果的であるかを記

述する。 

 非重複生徒の比率が 55％未満の学校区：そのようなサービスが、州およびローカルレベルの優先項目に関する、非重複生徒の

ための目標に達成することに、どのように、主として向けられ、効果的であるかを記述する。また、これらのサービスが、非

重複生徒のためのこれらの目標に到達するために、いかに、最も有効な資金の使い道であるかを記述する。 選択肢として考慮

したその他の使い道、サポートする研究、経験や教育的理論など、その判断の根拠となるもの提供すること。 

学校区に関してのみ、学校レベルで資金提供され、提供されるサービスを、記述の中で識別し、学校レベルでの資金の使用をサポート

する、必要な記述を含めること： 

 

 非重複生徒の在籍率が 40％以上である学校：そのようなサービスが、州およびローカルレベルの優先項目に関する、非重複生

徒のための目標に達成することに、どのように、主として向けられ、効果的であるかを記述する。 

 

 非重複生徒の在籍率が 40％未満である学校で、学校レベルで資金を費やしている学校区：そのようなサービスが、州およびロ

ーカルレベルでの優先項目に関する、英語学習生、低収入生徒および里子生徒のための目標に達成することに、どのように、

主として向けられ、いかに、最も有効な資金の使い道であるかを説明すること。 
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州最優先項目 

優先項目 1: 基本的サービスは、以下のことに対処するものである： 

A. LEA内の教師が適切なクラスを受け持ち、その科目、および、指導する生徒に対して、完全な資格をもってい

る； 

B. 学校区内の生徒に、標準に準拠した教材が充分ゆきわたっている；そして、 

C. 学校の施設に修繕がゆきとどいている。 

優先項目 2: 州標準の実施は以下のことに対処するものである： 

A. 州の教育理事会が採用した学習内容および学力標準を、生徒全員に実施すること。これには以下を含む：  

a. 英語ランゲージアーツ– コモンコア州標準（CCSS）英語ランゲージアーツ 

b. 数学– CCSS 数学 

c. 英語発達 (ELD) 

d. 職業技術教育 

e. 保健教育内容標準 

f. 歴史‐社会科 

g. モデルとなる学校図書館の標準 

h. 体育のモデルとなる内容標準 

i. 次世代科学標準 

j. 視覚芸術および舞台芸術 

k. 外国語；および 

B. 英語学習者が学習内容の知識および英語能力を獲得するために、CCSSやELD標準にアクセスできることを、プロ

グラムやサービスがいかに可能にするか。 

優先項目 3: 保護者の教育関与は、以下のことに対処するものである： 

A. 学校区が、学校区や各学校に関するさまざまな決定をするうえで、保護者の意見を得るためにする努力； 

B. 非重複生徒のためのプログラムへの保護者の関与を、学校区がどのように促進するか；そして、  

C. 特別のニーズのある生徒のためのプログラムへの保護者の関与を、学校区がどのように促進するか。 

優先項目 4: 適宜に、以下のすべてで測定される生徒の業績: 

A. 州標準アセスメント； 

B. 学業成績指数; 

C. カリフォルニア大学（UC）またはカリフォルニア州立大学（CSU）への入学条件を満たすコース、または、州理

事会が承認した、職業技術教育標準およびフレームワークに準じた学習プログラムを充分な成績で修了した生徒

の比率; 

D. カリフォルニア英語発達度テスト（CELDT）による測定に基づき、英語熟達に向けて進歩を遂げている英語学習

生の比率; 

E. 英語学習生熟達認定率; 

F. APテストに３以上のスコアで合格した生徒の比率；および、 

G. 早期アセスメントプログラム（Early Assessment Program）、または、それ以降の、大学進学準備状況を測るそ

の他のアセスメントに参加し、それによって、大学進学の準備ができていることが示される生徒の比率 

優先項目 5: 適宜に以下のすべてによる測定に基づく生徒の学校参加: 

A. 学校出席率; 

B. 常習的不登校の生徒の率; 

C. ミドルスクール中退率; 

D. ハイスクール中退率；および 

E. ハイスクール卒業率; 

優先項目 6: 適宜に以下のすべてによる測定に基づく学校風紀: 

A. 生徒の停学発生率; 

B. 生徒の退学処分発生率; および 

C. 生徒、保護者、教師の安心感や学校との連帯感に関するアンケートを含む、その他のローカルレベルでの手段。 

優先項目 7: コースアクセスは、生徒が以下のものにアクセスでき、登録されている度合いに対処するものである： 

A. 適宜、EC第51210項および51220(a)-(i)の下に記述されたコースを含む、広い範囲にわたる学習コース; 

B. 非重複生徒のために開発され、提供されるプログラムおよびサービス; および 

C. 特別なニーズのある生徒のために開発され、提供されるプログラムおよびサービス。 
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優先項目 8: 生徒の結果は、適宜、EC 第 51210 項および 51220(a)-(i)の下に記述されたコースがあれば、それに関しての

生徒の結果に対処するものである。  

優先項目 9: 退学処分を受けた生徒の指導の調整（COE のみ）は、郡教育長が、退学処分を受けた生徒の指導をどのよう

に調整していくかに対処するものである。 

優先項目 10. 里子生徒のためのサービスの調整（COEのみ）は、郡教育長が、里子生徒のためのサービスをどのように調

整していくかに対処するもので、以下を含む： 

A. 郡児童福祉機関と協力して、生徒の転校を最小限にする。  

B. 里子児童へのサービス実施を助けるために、教育関連の情報を郡児童福祉機関に提供する。これには、裁判所の

報告書に必要とされる、教育ステータスや進歩に関する情報を含む; 

C. 少年裁判所からの情報の要請に応え、少年裁判所と協力して、必要な教育サービスの提供と調整を確かにする；

そして、 

D. 健康と教育に関する記録および教育パスポートの効率的で迅速な移動のためのシステムを確立する。 

ローカルレベルの優先項目は、以下のことに対処するものである：  

A. ローカルレベルの優先項目の目標；および 

B. ローカルレベルの目標に向けての進歩を測る方法。 
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付録 A: 優先項目５と６の比率計算の方法 

 

LEAの種類に応じて EC のセクション 52060 と 52066 の下で、州優先項目に関連して LCAPを作成する目的で、以下のこと

を適用するものとする: 
 

(a) ｢常習的欠席率｣ は以下のように算出されるものとする: 

 

(1) 学年度中（7月 1日－6月 30 日）、小学校、中等教育、または短期の登録をした生徒で、常習的に欠席をし

た生徒の数。ここでの｢常習的欠席｣とは、授業日の 10 パーセント以上欠席をした生徒で、これは、生徒の欠

席日数を、土曜日と日曜日を除き、生徒が在籍し、授業が行われた学校区通常授業日の日数で割ることによ

り算出される。  

 

(2) 学年度中（7月 1日－6月 30 日）の、小学校、中等教育、または短期に在籍した生徒の非重複数。 

 

(3)  (1) を(2)で割る。 

 

(b) ｢ミドルスクール中退率｣は、5 CCRセクション 1039.1 に従って算出されるもとする。 

  

(c) ｢高校中退率｣は、以下のように算出されるものとする： 

 

(1) 4 年目の終わりまでに中退した｢コホート｣の生徒の数。｢コホート｣とは、1年目に初めて 9年生に入った生徒

数（当初コホート）に、１、２、３、４年目の間に転入した生徒数を足し、転出、国外に移住、または死亡

した生徒数を引いた生徒数。 

 

(2) コホートの生徒総数。 
 

(3) (1) を(2)で割る。 

 

(d) ｢高校卒業率｣は、以下のように算出されるものとする： 

 

(1) コホートの 4年目の終わりまでに、通常の高校卒業証書（ディプロマ）を取得した〔または、成人教育で高

校卒業のディプロマを取得した、あるいは、カリフォルニアハイスクール学力テストに合格した〕コホート

生徒数。｢コホート｣とは、コホート 1年目に初めて 9年生に入る生徒数（当初コホート）に、１、２、３、

４年目の間に、転入した生徒数を足し、転出、国外に移住、または死亡した生徒数を引いた生徒数。 

 

(2) コホートの生徒総数。 

 

(3) (1) を(2)で割る。 

 

(e) 「停学率」は、以下のように算出されるものとする: 

 

(1) 学年度内（7月 1 日－6月 30 日）に、一度以上、停学処分を受けた生徒の非重複数。 

 

(2) 学年度（7月 1日－6月 30 日）に小学校、中等教育、または短期に在籍した生徒の非重複数。 

 

(3) (1) を(2)で割る。 

 

(f) 「退学率」は、以下のように算出されるものとする： 

 

(1) 学年度内（7月 1日－6月 30 日）に、一度以上、退学処分を受けた生徒の非重複数。 

 

(2) 学年度（7月 1日－6月 30日）に小学校、中等教育、または短期に在籍した生徒の非重複数。 
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(3) (1) を(2)で割る。 

 
 

注：典拠：教育規定セクション 42238.07 および 52064。参照：セクション 2574、2575、42238.01、42238.02、

42238.03、42238.07、47605、47605.6、47606.5、48926、52052、52060、52061、52062、52063、52064、52066、

52067、52068、52069、52070、52070.5、および 64001、; 20 U.S.C. セクション 6312 および 6314. 
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付録 B: 指針となる質問 

指針となる質問: 年次見直しと分析 

1)  措置／サービスは、すべての生徒のニーズにどのように対処したか、そして、それらのサービスを提供したこと

で、望ましい結果が得られたか。 

2) 措置／サービスは、EC セクション 52052に従い特定される、英語学習生、低収入生徒、里子生徒を含むがこれに

限らない、下位生徒集団すべてのニーズにどのように対処したか；そして、それらのサービスを提供したことで、

望ましい結果が得られたか。  

3)  措置／サービスは、特定の学校の特定されたニーズにどのように対処したか、また、それらの措置／サービス

は、望ましい結果を達成する上で効果的であったか。 

4) 年次見直しで目標に向けての進歩を評価するために、どのような情報（例：量的および質的データ／測定基準）

が考慮されたか。 

5) 目標および期待される測定可能結果に向けて、どのような進歩が達成されたか。措置やサービスは、目標に向け

て進歩を遂げる上でどの程度効果的であったか。進歩状況を振り返り、措置やサービスの有効性を評価した結果

として、LCAPの目標、措置、サービス、および支出にどのような変更が加えられているか。  

6) 予算支出と実際の年間支出の推定額の間にどの程度の差があるか。差があるとすれば、理由は何か。  

 

指針となる質問: 利害関係者の関与 

1) 該当する利害関係者（ECセクション 42238.01 で特定された非重複生徒およびその保護者を含む、生徒と保護

者；一般市民；地域の交渉単位；LEA職員；郡児童福祉機関；郡教育局里子サービスプログラム、裁判所が任命

した特別擁護人、およびその他の里子児童利害関係者；英語学習生を代表する地域団体；およびその他該当する

者）は、LCAPの開発、検討、実施のサポートにどのように参加、関与してきたか。  

2) 利害関係者は、LCAPの作成に参加できるように、時宜に即して LEAのプロセスにどのように組み入れられてきた

か。 

3) 州優先項目に関係し、どのような情報（量的および質的データ/測定基準）が利害関係者に対して提供され、ま

た、目標設定プロセスを知らせるために、LEA によって使用されたか。その情報は、どのような形で提供された

か。 

4)  LEAの利害関係者関与促進プロセスを通じて LEA が受け取った文書によるコメントまたはフィードバックの結果

として、LCAPの採用前にどのような変更（もしあれば）が加えられたか。 

5) EC セクション 42238.01 で特定された生徒の保護者代表の関与を含み、EC セクション 52062、52068、または

47606.5 で定められた利害関係者参加の法定要件を満たすために、具体的にどのような措置がとられたか。 

6)  要件 5 CCR セクション 15495(a) を満たすために、生徒の意見を求めるのに具体的にどのような措置がとられ

たか。 

7) 利害関係者の参加はどのように継続、サポートされてきたか。このような利害関係者の参加は、州優先項目に関

連して、非重複生徒を含む生徒の成果を向上させるのにどのように役立ったか。 
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指針となる質問: 目標、措置、およびサービス 

1) 「学習の環境」に関する以下の州優先項目に対処する LEAの目標は何か：基本的サービス（優先項目１）、州標

準の実施（優先項目２）、およびコースアクセス（優先項目７） 

2) 「生徒の業績」に関する以下の州優先項目に対処する LEAの目標は何か：生徒の学力達成（優先項目４）、生徒

の業績（優先項目８）、退学処分を受けた生徒の指導の調整（優先項目９－COEのみ）、および、里子生徒のた

めのサービスの調整（優先項目 10－COEのみ）  

3) 保護者と生徒の「教育従事」に関する以下の州優先項目に対処する LEAの目標は何か：保護者の教育参加（優先

項目３）、生徒の教育従事（優先項目５）、および学校風紀（優先項目６） 

4) ローカルレベルで特定された優先項目があれば、それに対処する LEA の目標は何か  

5) 学校区の、および／または学校レベルでの意味のある目標の設定について知らせるために、学校レベルの特異な

ニーズがどのように評価されたか。（例：各学校の諮問グループ、スタッフ、保護者、コミュニティ、生徒から

の意見；学校レベルの計画の見直し；学校レベルのデータの詳細な分析）  

6) LEAのすべての生徒のための目標と異なる、EC セクション 42238.01 での定義による非重複生徒、および、EC セ

クション 52052 での定義によるグループのための特異な目標は何か。 

7) 毎年、そして、LCAPが対象とする期間の目標に関連付けられる、具体的な期待される測定可能結果はどのような

ものか。 

8) 州またはローカルレベルの優先項目に対処する目標を作成するうえで、どのような情報（例：量的および質的デ

ータ／測定基準）が考慮されたか。 

9) 各学校に関しては、どのような情報が考慮されたか。 

10) EC セクション 52052 で特定されている下位グループに関しては、どのような情報が考慮されたか。 

11) すべての生徒、EC セクション 52052 に従って識別された下位グループの生徒、特定の学校、英語学習生、低収

入生徒、および／または里子生徒に対して、LCAP で特定された目標を達成するために、どのような措置／サービ

スが提供されるか。 

12) このような措置／サービスは、特定の目標および期待される測定可能結果にどのように結び付けられるか。  

13) どの支出が、特定の目標の結果としての措置／サービスへの変更をサポートしているか。そのような支出は、

LEAの予算のどこから支給できるか。 
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