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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。 
 

特定されたニーズ: 

 

TUSD はデータ分析を行い、2017 年の 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。特殊教育と数学、および科学の領域で、比較的空きを埋めにくいポジションがある。   
 

2016-2017 年度は、生徒にとってどのような違い／改善があるか。  

 

資格をもつ分野で教えている教師の比率は 100％に維持される。 

ELD 指導資格をもつ教師の比率は 100％に維持される。 

学校区の空きポジションを埋める率は、92％以上に維持される。 

TUSD の生徒が、州によって採用されたカリキュラムを主要教材として使う率は 100％に維持される。 

TUSD の施設で修繕がゆきとどいている率は、維持管理部のガイドラインによる判断に基づき、100％に維持される。 

 

1.1 – 措置とサービス: TUSD に有能な教師を招くために、持続的なリクルートのプロセスを開発する。 

支出 2017-2018 2018-2019 2019-2020 資金源 注 

リクルートフェア経

費 
200 100 100 基本 

地元の大学との現存の関係を強化する。

これには、College Connections への参加

やキャリアフェアへの参加が含まれる。 

雇用要員の拡張 追加費用なし 追加費用なし 追加費用なし 基本 可能であれば実習生の候補者を含める 

EdJoin メンバーシッ

プ 
3600 3600 3600 基本 より広範囲での求人が可能となる  

面接パネル 3500 3500 3500 基本 
力量のある面接パネルを確実にするため

の代行教員経費 

 

1.2 - 措置とサービス: すべての教師の人材開発と維持のために新任教育プログラムを拡張する 

支出 2017-2018 2018-2019 2019-2020 資金源 注 

5.0 FTE’s 620,000 625,000 650,000 
教育者有効性

& 基本 

新任教育スタッフ （教育者有効性包括的補

助金は 17－18 年度の支出のうち 400,000 

をカバー） 

プログラム・スペシ

ャリスト 
追加費用なし 追加費用なし 追加費用なし 基本 

SPED プログラム・スペシャリストが、新

しい Education Specialist Credential 

Induction（教育スペシャリスト資格導入） 



2 

（措置 1.3 を最小）のためのサポートを提

供する。 

その他の有資格スタ

ッフ 
45,000 45,000 45,000 基本 

パートタイムのコーチ、顧問委員会、プレ

ゼンター、および代行教師 

委託サービス 49,000 49,000 49,000 基本 
教育スペシャリスト、認証評価、およびク

ラスター会費 

トーランス教師学会 85,000 85,000 85,000 基本 
学年度開始前に、新任教師すべてに、一週

間のサポートを提供する（目標２参照） 

新任教育プログラム

のサポート 
152,000 152,000 152,000 基本 

教科書／プリント類、消耗品、機器、備

品、マイル数およびカンファレンス 

 

1.3 - 措置とサービス: 学校区は、適切な資格を持つ教師、管理者、およびサポートスタッフを維持する。  

支出 2017-2018 2018-2019 2019-2020 資金源 注 

有資格職員 110,000,000 110,000,000 110,000,000 基本 
福利厚生を含む、学校区の有資格職員の経

費。 

一般職員 26,000,000 26,000,000 26,000,000 基本 
福利厚生を含む、学校区の一般職員の経費

（MOT は除く） 

 

1.4 充分な量の教科書やその他の教材を提供することにより、生徒全員に充分な教材が行き渡ることを確かにする。 

支出 2017-2018 2018-2019 2019-2020 資金源 注 

採用 
中等教育 

ELA 
科学 歴史 基本 

科学、歴史、および保健の採用は結果待

ち。eTUSD での教科書注文表を適宜更新す

る。 

 

 現在の教科書およ

び採用の消耗経費 
1,035,000 1,035,000 1,035,0 00 基本 

ウィリアムズ法に起因する年間予算項目、

および、追加や補充のための教科書、およ

び、STEMscopes のような、デジタルテキ

スト／リソース. 

教科書選択委員会 15,000 15,000 15,000 基本 リリースタイムの代行教員  

 

1.5 - 措置とサービス: 学習を助長する環境として、施設に修繕が行き届き、適切に管理されていることを確かにする。 
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支出 2017-2018 2018-2019 2019-2020 資金源 注 

維持管理 6,700,000 6,700,000 6,700,000 基本 維持管理および運輸の現在の経費  

施設公債 TBD TBD TBD 公債 
学校区全体の施設改善のために承認された

公債 

TUSD 間接 400,000 400,000 400,000 補足 
学校区経費の一般資金のうち 5.15%が割り

当て可能  

 
 

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。 

 

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。 
 

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。 
 

2016-2017 年度は、生徒にとってどのような違い／改善があるか。   

 

● PLC を通じて、すべての教師が、クラスですべての標準を実施することに関しての、定期的で持続的な専門能力開発（PD）に参加する。 

● PLC を通じて、すべての生徒が、カリフォルニア標準に沿った効果的な指導についての定期的な専門能力開発の機会に参加している主要教科教師によって指

導を受ける。  

● 生徒の学習に重点を置いた PLC に参加する教師によって指導を受ける生徒の比率は 100％に維持される。  

● 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教科教師によって指導を受ける生徒の比率は 100％に維持される。 

● 専門能力開発の実際の指導への有効性を報告する教師の比率は 90％以上に維持される。 

 

2.1 - 措置とサービス: 引き続き、専門能力学習コミュニティ（PLC）を開発、強化、維持していく。  

支出 2017-2018 2018-2019 2019-2020 資金源 注 

管理者 PD（専門能 25,000 20,000 15,000 補足 コーチング PD、Global PD 契約、およ
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力開発） び、毎月の管理者 PLC PD （エクイティを

含む） 

学校リーダーシッ

プ・チーム PD 
50,000 25,000 0 Sig Dis  

Solution Tree を通じての分化指導 PD とサ

ポート 

学校区全体の専門能

力開発の日 
1,100,000 1,100,000 1,100,000 補足 

PLC と RTI により、標的グループの生徒に

重点をおいた、学校区全体の専門能力開発

を維持する。 

PLC PD 追加費用なし 追加費用なし 追加費用なし 費用なし 
各学校で、管理者とリーダーシップチーム

による指導 

 

2.2 - 措置とサービス: 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。 

支出 2017-2018 2018-2019 2019-2020 資金源 注 

毎月の管理者 PLC 追加費用なし 追加費用なし 追加費用なし 費用なし 

校長は本質的標準と CFA を持参し、協働

して４つの質問の実施の向上のために協調

をすすめる。 

毎週の専門職学習コ

ミュニティ 
追加費用なし 追加費用なし 追加費用なし 費用なし PLC が毎週各学校で実施される。 

PLC リリースタイム 
（ 措置 3.7 

参照） 

（ 措置 3.7 

参照） 

（ 措置 3.7 

参照） 

学校レベル補

足/sig dis 

必要であれば、PLC チームがデータを見

直すためのリリースタイム 

RTI 追加費用なし 追加費用なし 追加費用なし 費用なし 

各学校で、主要科目の指導時間外での授業

時間内で、介入指導と情操教育を提供す

る。 

 

2.3 - 措置とサービス: 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。 

支出 2017-2018 2018-2019 2019-2020 資金源 注 

州および連邦プロジ

ェクトディレクター 
180,000 185,000 190,000 補足 

カリキュラムのサポートを提供するととも

に、すべての州および連邦プログラムをモ

ニターする。 
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リソース教師 315,000 320,000 325,000 補足 

コモンコアの実施から分化的指導に移行す

るについて、EL と LI の生徒グループをサ

ポートするための資金源は基本から補足へ

と移行する。(2.33 FTE). 

誘導リーディング教

師 
275,000 280,000 285,000 補足 2 FTE リソース教師 

EL と低収入生徒の

ための、読み書きに

関する拡張的サポー

ト 

257,000 未定 未定 タイトル I & III 2 FTE リソース教師 

誘導リーディングト

レーニング 
70,000 20,000 20,000 補足 

すべての新任教師および 3－5 年生ｘ5

日、夏の間と、学年度中を含む。 

中等教育 PD (6-12

年生) 
36,000 30,000 20,000 補足 

すべての新任教師に 7 X ½ 日。オプショ

ン X (2 日) 全員 

ELA の特徴的実践に

ついての掘り下げた

ワークショップ 

15,000 10,000 10,000 補足 

夏と学年度中、各学校は、夏のワークショ

ップでの追加的トレーニングを含み、教師

の夏の時給をサポートする。 

 

2.4 - 措置とサービス: 各学校に対し、引き続き、統合および指定両モデル、フレームワークに引き続き触れること、そして分化

的な支援をサポートする、英語発達促進指導の専門能力開発の提供を続ける。 

支出 2017-2018 2018-2019 2019-2020 資金源 注 

プログラム・スペシャ

リスト 
0.00 0.0.0 0.00 補足 資金は目標３ 

全学校での、統合／指

定 PD 

（ 措置 3.7 

参照） 

（ 措置 3.7 

参照） 

（ 措置 3.7 

参照） 

学校レベル補

足 
全教師が、学校ベースの PD に参加する。 

NGSS トレーニングへ

の ELD フレームワー

クの統合 

措置 2.7 参

照 

(措置 2.7 参

照) 

(措置 2.7 参

照) 
補足 

 統合 PD は、内容領域トレーニング全体

に組み込まれる。 

 

2.5 - 措置とサービス: 歴史‐社会科の教師にトレーニングを提供する。 

支出 2017-2018 2018-2019 2019-2020 資金源 注 
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フレームワークの習

熟と調整 
25,000 25,000 25,000 補足 

中等教育のすべての社会科の教師は、1 日

の PD に参加する。 

分化的学習と指導 
（ 措置 3.7 

参照） 

（ 措置 3.7 

参照） 

（ 措置 3.7 

参照） 

学校レベル補

足 

小学校教師のための、オプショナルのユニ

ット計画 

 
 
 
 

2.6 - 措置とサービス: 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。 

支出 2017-2018 2018-2019 2019-2020 資金源 注 

カリキュラムディレ

クター 
175,000 180,000 185,000 タイトル II 

カリキュラムのサポートを提供すると共

に、すべての教科書および教材のニーズを

モニターする 

リソース教師 295,000 300,000 305,000 補足 

生徒のニーズに基づき、コモンコア PD か

ら分化指導への移行につれ、資金は補足に

移行する。2.17 FTE 

小学校特徴的実践
PD 

25,000 25,000 25,000 補足 
すべての新任教師に対し、4 日の CGI に関

するトレーニング  

中等教育特徴的実践
PD 

25,000 25,000 25,000 補足 
すべての新任教師に対し、4 日の数学標準

に関するトレーニング  

数学の特徴的実践に

関する掘り下げたワ

ークショップ 

15,000 15,000 15,000 補足 

夏と学年度を通して。夏のワークショップ

のための、追加的トレーニングスタッフを

含む。 

 

2.7 - 措置とサービス: 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。 

支出 2017-2018 2018-2019 2019-2020 資金源 注 

リソース教師 265,000 270,000 275,000 タイトル II 2 FTE   2017-2018 年度 

小学校 Framework 

Rollout 
91,000 25,000 25,000 補足 

TK/K-1 X 4 日 

2-5 新任教師 X 4 日 
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中等教育
Framework Rollout 

91,000 25,000 25,000 補足 

8 年生 X 4 日 

9-12 年生 X 4 日  

6-7 年生 新任教師 X 4 日 

科学／NGSSの掘り下

げたワークショップ

特徴的実践 

35,000 15,000 15,000 補足 
夏と学年度を通して。夏のワークショップ

の追加的トレーニングを含む。 

SCALE (スタンフォ

ード評価・学習・公

平センター)への参

加 

15,000 TBD TBD 補足 
夏に 1 日、学年度中、代行教員提供により

3 日のリリース日 

 

2.8 - 措置とサービス: 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。 

支出 2017-2018 2018-2019 2019-2020 資金源 注 

すべての学校での

SPED（特殊教育） 

トレーニング 

(目標 3.7 

参照) 

(目標 3.7 

参照) 

(目標 3.7 

参照) 

学校レベル補

足 
一般教育教師と管理者対象のトレーニング 

SEIS-2、3P につい

ての SPED 教師の

トレーニング 

25,000 0 0 基本/SPED 100 X 3 ½ 日 

複数の議題を扱うミ

ーティング 
0 0 0 なし 毎月 

 

2.9 - 措置とサービス: 学習のためのテクノロジースペシャリストからの援助を得て、TUSD は、21 世紀のテクノロジーと学習ツールの教室

での利用を開発、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。  

支出 2017-2018 2018-2019 2019-2020 資金源 注 

テクノロジー・スペ

シャリスト  
275,000 280,000 285,000 基本 2 FTE リソース教師 

LMS 0 0 0 なし Moodle または PowerSchool Learning 

専門能力開発 
(目標 3.7 

参照) 

(目標 3.7 

参照) 

(目標 3.7 

参照) 

学校レベル補

足 

教師や指導アシスタントに給付金やサポー

トを提供する。 

ミニ TUSD CUE カ 3,000 3,000 3,000 基本 TUSD の教師が対象、TUSD 教師による 
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ンファレンス 

デジタル・リソース 0 0 0 なし デジタル・リソースを選択し、組み込む。 

テクノロジー計画 0 0 0 なし テクノロジー計画を改善し、実施する。 

テクノロジー機器 0 0 0 なし 
教室での生徒のテクノロジーへのアクセス

を増加させる。 

 
 
 
 

2.10 - 措置とサービス: 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。 

支出 2017-2018 2018-2019 2019-2020 資金源 注 

リソース教師 117,000 122,000 127,000 基本 1 FTE リソース教師 

専門能力開発 30,000 30,000 30,000 基本 分化的指導／レッスンスタディ 3－8 年生 

生徒へのテスト実施 37,000 37,000 37,000 基本 3-5 年生、郵送料、採点、事務を含む 

ワークショップと教

師トレーニング 
21,000 21,000 21,000 基本 専門能力開発とカンファレンス  

教材と備品 5,000 5,000 5,000 基本 プログラムの教材と備品、マイル数を含む 

GATE 保護者カンフ

ァレンス 
15,000 15,000 15,000 基本 

GATE 生徒と学力の高い生徒の保護者をサ

ポートするためのワークショップ 

 

2.11 - 措置とサービス: 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。 

支出 2017-2018 2018-2019 2019-2020 資金源 注 

2 日の新任教育補助

員トレーニング 
0 0 0 なし 

教育補助員に対して、生徒指導の有効性を

サポートするワークショップ 
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生徒休日（Pupil 

Free Day）のカンフ

ァレンス 

33,000 0 0 
教育者有効性

助成金 

10 月のミニカンファレンス、新任は 2 日／

以前にトレーニングを受けた Tier 2 教育補

助員は 1 日の補習  

持続的 PD 0 0 0 なし 

学校レベルおよび生徒個人のニーズに基づ

いた複数のトピックについての、学校レベ

ルまたは地域レベルでの持続的なトレーニ

ング。 

 

2.12 - 措置とサービス: 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。  

支出 2017-2018 2018-2019 2019-2020 資金源 注 

栄養サービス 0 0 0 なし 
栄養サービスのスタッフは、年次の、およ

び継続的な専門能力開発を受ける。 

 
 
 
 
 
 

目標 3:英語ランゲージアーツと数学、サイエンス、社会科、および専門技術や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。 
 

特定されたニーズ: 

 
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。 
 

2016-2017 年度は、生徒にとってどのような違い／改善があるか。    

 

● ダッシュボード ELA のスコアを、（ステータス）高い（変化）維持の緑レベルから、これを維持するか、（ステータス）高い／非常に高い（変化）維持／

増加の青レベルへと増加させる 

● ダッシュボード数学のスコアを、（ステータス）高い（変化）増加の緑レベルから、これを維持するか、（ステータス）高い／非常に高い（変化）増加／大

幅に増加の青レベルへと増加させる 

● 英語学習生の進歩状況を「中」から「高」に増加させる 

● 卒業率「とても良い」（95％を超える）を維持する 

● A-G を 53%  から 54% に増加させる（秋に進学就職準備指標（CCI）に替わる） 
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● HFZ の目標に達成する生徒数が、73% から 75%へと 2％増加する。 

 

3.1 - 措置とサービス: 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。 

支出 2017-2018 2018-2019 2019-2020 資金源 注 

生徒学業達成 学校割り当

て 
235,000 235,000 235,000 基本 

各学校は、この措置に合わせて資金がどのように割り

当てられるかを特定するために、生徒学業達成のため

の単一計画を作成する。 

データ分析ソフトウェア 225,000 225,000 225,000 補足 

スタッフがすべての標的生徒グループと、学力が劣る

生徒グループに関するデータ分析を行うのを助けるた

めに SchoolCity または類似のプログラムを活用する。 

専門学習コミュニティ (目標 2.1 参照) (目標 2.1 参照) (目標 2.1 参照) 基本 

学年と学科領域のチームが、生徒の学力をサポートす

るために、学力達成データの結果を活用する(目標 2 参

照) 

 
 
 
 
 

3.2 - 措置とサービス: 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。 

支出 2017-2018 2018-2019 2019-2020 資金源 注 

進学および就職に関する

計画 
未定 未定 未定 

進学準備度助成

金 
2019 年まで助成金を実施 

大学ウィーク (目標 3.7 参照) (目標 3.7 参照) (目標 3.7 参照) 学校レベル補足 9－12 年生対象の、大学進学を奨励する週 

iLEAD (目標 3.7 参照) (目標 3.7 参照) (目標 3.7 参照) 学校レベル 補足 6-12 年生の参加を奨励する 

Naviance 40,000 40,000 40,000 補足 ミドルスクールからハイスクールの 6 年間計画の調整 

大学進学コーディネータ

ー 
115,000 115,000 115,000 補足 資金の 37%  4 FTE (基本を分ける) 

単位回復 73,000 73,000 73,000 
補足 (夏期) & 学

校レベル補足 

夏の、オレンジ郡教育局（Pacific Coast HS）登録のた

めの ADA 収集；TUSD ハイスクールにおける、学校レ

ベルのオンラインカリキュラムと教師 

カウンセラー増員 170,000 170,000 170,000 補足 資金の 37%  4 FTE (基本を分ける) 
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3.3 - 措置とサービス: TUSDは、特定領域のニーズを満たすために、現在の CTEプログラムを維持、強化することで、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。 

支出 2017-2018 2018-2019 2019-2020 資金源 注 

就職技術コーディネータ

ー 
116,000 未定 未定 CTEIG 1.0 FTE 

中等教育後の教育と就職

への進路開発 

90,943; 949,619; 
20,000; 93,000; 

60,000 
90,943; 0; 10,000 90,943; 0; 0 

Perkins; CTEIG; 

PLTW, Inc 助成

金, AMETLL, 

HSCBP 

CTE プログラムを実施、改善し、教師の PD を提供す

るための資金は引き続き割り当てられる。すべての進

路の拡張、洗練および維持。4 から 6 回の PD セッショ

ンで、生徒全員が大学進学および／または就職の準備

ができるようにするための方策に関して、コーディネ

ーターを提供する。 

企業、産業、労務、中等

教育後教育、コミュニテ

ィとの協力を強化する  

0 0 0 なし 
生徒のための、労働ベースの学習機会(特に pathway お

よび Capstone の生徒) 

南カリフォルニア ROC 800,000 800,000 800,000 基本 生徒のための授業時間外の CTE の機会 

生徒が収入のよい仕事に

つくための準備機会を提

供する 

0 0 0 なし 
サウスベイ労働力投資委員会 

CTE 顧問委員会 

AB 288 本の配分 (目標 1.4 参照) (目標 1.4 参照) (目標 1.4 参照) 基本 

二重登録プログラム（ハイスクールの卒業条件を満た

すと同時に、資格、ディプロマ、または大学学位に通

じる大学のまたは職業的な単位を取得する） 

 

3.4 - 措置とサービス: TUSDは、生徒全員の健康を促進するために、引き続き、学校区の体育教育と健康に関するプログラムを見直していく。 

支出 2017-2018 2018-2019 2019-2020 資金源 注 

小学校 PE 教師 500,000 500,000  一時助成金 小学校の生徒に補足的 PE を提供する (6.4 FTE 教師) 

保健 4,500 4,500 4,500 基本 

ミドルスクールとハイスクールの保健教師(および管理

者)に AB 329 PD (一日)を提供し、5 年生の主任教師 1

名（および管理者）に保健に関する PD を提供する 

*現在利用できる資金はない 

3.5 - 措置とサービス: 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。 
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支出 2017-2018 2018-2019 2019-2020 資金源 注 

4.0 FTE  455,000 465,000 475,000 補足 

総合的ハイスクール 4 校すべてで、RTI の実施と介入を

サポートするための副校長配属 

教材 50,000 50,000 50,000 補足 中等教育単位回復のための OdysseyWare  

4.5 FTE 430,000 440,000 450,000 補足/sig dis 

ミドルスクール 8 校すべてと Shery コンティニュエー

ション・ハイスクールに、PBIS、RTI、EL 介入調整の

ための.5 FTE  

1.0 FTE 155,000 160,000 165,000 補足 小学校 RTI コーディネーター 

小学校 RTI スペシャリス

ト 
935,000 950,000 965,000 補足/sig dis 

PLC タイムを含む、小学校のサポートに関しての最良

の実践を見直し、改善し、実施する。 

有資格者夏期時給、教材

と備品 
453,000 450,000 400,000 補足 Jumpstart サマースクール・プログラム K-12 年生 

3.0 FTE 130,000 135,000 140,000 補足 

生徒数が最も多い小学校 3 校で、3 名の小学校副校長の

33％が、標的生徒と識別される生徒への取り組みを行

う   

データ収集と分析 0 0 0 なし 
RTI の次のステップについて指導を提供するための、

SST が主導するデータ収集(sig dis 要件)  

施設費 1,250,000 1,250,000 1,250,000 補足 

通常授業時間外や学年度延長時に使う施設が、すべての生徒

のサポートを助長するように修繕が行き届いていることを確

かにする。 

 

3.6 - 措置とサービス: 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。 

生徒グループ: 英語学習生；熟達認定を受けた生徒 

支出 2017-2018 2018-2019 2019-2020 資金源 注 

スペシャルプロジェクト

オフィス、ELD プログラ

ムスペシャリスト 4 名と

スタッフを提供する  

720,000 730,000 745,000 補足 6.0 FTE 

CELDT/ELPAC の言語テ

スト 
100,000 100,000 100,000 補足 

CELD 初期テストおよび ELPAC 年次テストのための、

トレーニングを含む、教師代行および時給 
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IEP および学校区の書類

の翻訳 
275,000 275,000 275,000 基本 

翻訳／通訳部門時給スタッフ、CELDT／ELPAC テス

ト、IEP、および特殊教育で必要とされる翻訳／通訳お

よび契約サービス 

EL サポートクラスと介入

指導 
(目標 3.7 参照) (目標 3.7 参照) (目標 3.7 参照) 補足 生徒をサポートするために介入サポートとを提供する 

Newcomer Academy 80,000 80,000 80,000 タイトル III EI 新しい EL 生のための、通常授業時間外のサポート 

 

3.7 - 措置とサービス: TUSDは、各学校で判断した補足的ニーズに応じて、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、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。 

生徒グループ: 低収入および里子  

支出 2017-2018 2018-2019 2019-2020 資金源 注 

(学校レベル補足金) 3,300,000 3,300,000 3,300,000 補足 
各学校の SPSA に関連して、各学校の計画への資金提

供。 

 

3.8 - 措置とサービス: 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。 

生徒グループ: 英語学習生；熟達認定を受けた生徒; 低収入; 里子 

支出 2017-2018 2018-2019 2019-2020 資金源 注 

学校レベルライセンス 110,000 110,000 110,000 補足 
Learning A-Z (RAZ-Kids)、Proquest、Discovery (現在

の LCAP の目標２より)、Learn360 

主要小説セット 250,000 250,000 0.00 補足  

  
 
 
 
 
 
 

3.9 - 措置とサービス: 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。 

支出 2017-2018 2018-2019 2019-2020 資金源 注 

学習進路の開発 0 0 0 なし サイエンスと数学の学習進路分析 
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ミドルスクール加速クラ

ス 
0 0 0 なし ハイスクールのセクション増加 

交通機関 38,000 38,000 38,000 基本 
ミドルスクールの生徒をハイスクールからミドルスク

ールに移動させる手段 

GATE 情操教育教材 ( 目標 2.10 参照) ( 目標 2.10 参照) ( 目標 2.10 参照) 基本 GATE 生徒に情操教育の機会を提供する。 

 
 

3.10 - 措置とサービス: 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。  

支出 2017-2018 2018-2019 2019-2020 資金源 注 

歌や楽器を使った音楽、

演劇／映画、視覚芸術、

ダンス 

0 0 0 なし 
TUSD での芸術教育の長期計画を含む、現在のプログ

ラムを検討するためのリーダーシップチームを作る。 
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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。 

 

特定されたニーズ: 

 
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）（カリフォルニア学力ダッシュボードレベル）に留まった。1 校に関して、停学率が増加した。  

 
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。 
 
 

2017-2018 年度は、生徒にとってどのような違い／改善があるか。 

 

カリフォルニア学力ダッシュボードによる測定に基づき、学校区全体の低い停学率を維持する。(2015 年の率 1.9%) 

常習的欠席者の率を 1％未満に維持する 

K-8 年生の SWIS 行動モニタリングプログラムを実施し、基礎的測定基準を確立する（LACOE PBIS モニタリング・ツール） 

生徒の学校への関与に関するアンケートを導入し、基礎的測定基準を確立する 

 

4.1 - 措置とサービス: 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、帰属感を促進する。 

支出 2017-2018 2018-2019 2019-2020 資金源 注 

入学にあたる歓迎 (目標/措置 3.7 参照) (目標/措置 3.7 参照) 
(目標/措置 3.7 参

照) 
学校レベル補足 

生徒や家族のためにウェルカム・ナイトや学校見学会を

実施する（各学校の資金） 

オリエンテーション (目標/措置 3.7 参照) (目標/措置 3.7 参照) 
(目標/措置 3.7 参

照) 
学校レベル補足 

各学校で、新 6 年生と新 9 年生のための夏のオリエンテ

ーションを実施する 

特殊教育トランジション なし なし なし 非適用 

小学校からミドルスクール、および、ミドルスクールか

らハイスクールへあがる特殊教育生徒（と保護者）のた

めの TAP トランジション・ナイト（説明会） 

Back to School Kickoff (目標/措置 3.7 参照) (目標/措置 3.7 参照) 
(目標/措置 3.7 参

照) 
学校レベル補足 

Back to School Kickoff の行事を実施する（各学校の資

金） 

クラブのオリエンテーシ

ョン 
(目標/措置 3.7 参照) (目標/措置 3.7 参照) 

(目標/措置 3.7 参

照) 
学校レベル補足 

生徒がキャンパスでのさまざまなクラブについて知り、

参加できるよう、オリエンテーションの時間を提供する

（各学校の資金） 

 

4.2 - 措置とサービス: 重層サポートシステム（MTSS）プログラムを拡張する 

支出 2017-2018 2018-2019 2019-2020 資金源 注 

生徒サービスおよび家族

歓迎・登録センターディ
80,000 
80,000 

82,500 
82,500 

85,000 
85,000 

基本 

補足  
1.0 FTE 
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レクター  
 

肯定的な学校文化 
(目標/措置 3.7 参

照) 

(目標/措置 3.7 参

照) 

(目標/措置 3.7 参

照) 
学校レベル補足 

生徒アンケートの結果を活用し、各学校で持続的な PD

を提供する 

行動/教室管理に関するト

レーニング 

(目標/措置 3.7 参

照) 

(目標/措置 3.7 参

照) 

(目標/措置 3.7 参

照) 
学校レベル補足 

有意な不均衡に関する要件の一部として、文化 的考慮

をした実践を確かにする PD を提供する必要がある。 

PBIS 3 年目 チーム/SWIS 

ライセンス 
42,000 未定 未定 

補足および Sig 

Dis 

教材やカリキュラムの拡張のための有意な不均衡の資

金を含む 

PBIS 2 年目 チーム/SWIS 

ライセンス 
42,000 未定 未定 

補足および Sig 

Dis 

教材やカリキュラムの拡張のための有意な不均衡の資

金を含む 

中等教育 PD/PLC 0 0 0 Sig Dis 
学生部長、副校長、学校心理士および法執行機関を含

む、中等教育での行動介入の拡張 

LACOE ワークショップ 41,000 未定 未定 補足 
規律、出席、および生徒のサポートに関するトレーニ

ング 

 

4.3 - 措置とサービス: 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。 

支出 2017-2018 2018-2019 2019-2020 資金源 注 

家族/コミュニティ教育参

加コーディネーター 
 

140,000 145,000 150,000 補足 

技術的な援助と相談 

ホームレスや里子生徒の登録 

コミュニティのつながりを助長する 

McKinney-Vento 援助 10,000 10,000 10,000 タイトル 1 

技術的な援助と相談 

交通手段 

教育経費 

追加的援助 10,000 10,000 10,000 補足 

保護者の関与への早期介入 

8 年生トランジション・グループ 

保護者アカデミー 

行動健康療法士 (目標 1.3 参照) (目標 1.3 参照) (目標 1.3 参照) 基本 学校のサポート (Tier 2 と 3) 
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4.4 - 措置とサービス: 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。 

支出 2017-2018 2018-2019 2019-2020 資金源 注 

Shery (目標 1.3 参照) (目標 1.3 参照) (目標 1.3 参照) 基本 代替的教育プログラムを提供するためのスタッフ配属 

DCDS (目標 1.3 参照) (目標 1.3 参照) (目標 1.3 参照) 基本 代替的教育プログラムを提供するためのスタッフ配属 

Independent Study (目標 1.3 参照) (目標 1.3 参照) (目標 1.3 参照) 基本 代替的教育プログラムを提供するためのスタッフ配属 

Home Hospital (目標 1.3 参照) (目標 1.3 参照) (目標 1.3 参照) 基本 代替的教育プログラムを提供するためのスタッフ配属 

 

4.5- 措置とサービス: 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。  

支出 2017-2018 2018-2019 2019-2020 資金源 注 

心理士・カウンセリング

コーディネーター 

70,000 
70,000 

72,000 
73,000 

75,000 
75,000 

ERICS 

補足 

行動健康療法士とインターンの監督 

学校カウンセラー K-8 年生 

学校心理士 

精神衛生サービス 

危機対応チームの監督 

自殺防止トレーニング 0 0 0 非適用 
コーチを含む K-12 年生のスタッフを対象に、家族間の

コミュニケーションの構成要素を含むトレーニング  

危機介入 PD 0 0 0 非適用 

PREPaRE カリキュラムを効率化し、TUSD が、訓練を

受けた、効果的な危機対応チームをもつことを確かにす

るために、Trainer of Trainers を 3 名 

行動衛保健療法士 (目標 1.3 参照) (目標 1.3 参照) (目標 1.3 参照) 基本  

FWEC の、IEP と新しく

入ってくる生徒のサポー

ト  

30,000 30,000 30,000 補足 .2 FTE 

 

4.6 - 措置とサービス: 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。  
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支出 2017-2018 2018-2019 2019-2020 資金源 注 

  セキュリティ N/A N/A N/A 公債 監視カメラの購入、設置、および維持  

キャンパス・セキュリテ

ィ 
   基本 学校のセキュリティスタッフ 

境界フェンス $0 $0 $0 公債 
コミュニケーションを確実にするための新しい電話シ

ステムを購入する(経費は目標 5) 

 

4.7 - 措置とサービス: 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取り組んでいく。 

支出 2017-2018 2018-2019 2019-2020 資金源 注 

トレーニングと専門能力

開発 
0 0 0 非適用 

緊急時に生徒とスタッフ全員の安全を確実にするため

に、学校安全計画を見直し、改正する 

 
 

4.8 - 措置とサービス: 学校区は、栄養ガイダンス、始業前／放課後のサービス、および低収入生徒に重点をおいての継続的コミュニケーションを含む、栄養に

関するサービスを拡張する。  

支出 2017-2018 2018-2019 2019-2020 資金源 注 

栄養 $0 $0 $0 基本 

すべての学校で、サラダバーや、新鮮な果物や野菜を含

む、ヘルシーなオプションを提供する。栄養についての

教育を生徒に行う。 

無料／減価格での朝食お

よびランチ提供プログラ

ム 

非適用 非適用 非適用 連邦資金 

タイトル１の小学校およびミドルスクールとハイスクー

ルの生徒では追加的オプション（朝食）を、すべての K-

12 年生の学校でランチを提供する。 

始業前／放課後の栄養サ

ービス 
$0 $0 $0 助成金／補足 

学校区は、通常就業時間外にも食べ物を提供する（放課

後のスナックプログラムや夏のジャンプスタート・プロ

グラムなど） 

Healthy Ever After  0 0 0 非適用 
Torrance Memorial Medical Center と提携し、栄養サー

ビス部は、小学校でのプログラム実施を援助する。 

食事の質を確実にする 0 0 0 非適用 
新しい食品を生徒に試食させたり、よりよい食品を求め

て供給業者に働きかける 

夏のランチプログラム $0 $0 $0 連邦資金 学校区は生徒に夏のランチプログラムを提供する  
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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。 

 

特定されたニーズ:  家族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で、TUSD は、保護者へのサポートとはたらきかけの拡張を始めた。 

 

翻訳／通訳サービスは、保護者へのサービスを改善するために、すべての学校で利用でき、公平で効率的にサービスを提供できるように、学校区の一元管理システ

ムに統合された。 

 

TUSD は、学校や学校区の各種顧問委員会での保護者の参加度を測定し始め、サービスが欠如しているところを識別するために、この測定基準を今後拡張していく

計画である。 

 

2017 -2018 年度は、生徒にとってどのような違い／改善があるか。   

 

保護者の学校や学校区の各種顧問委員会への参加が 10％増加する。 

学校レベルでの平均参加は、ELMAC 323; 学校委員会 244。 

学校区レベルでの平均参加は DELMAC 30; タイトル１顧問委員会８：トーランス地区保護者顧問委員会８：LCAP 顧問委員会６； 

学校区レベルの行事で、今年度の参加は DELMAC カンファレンス 250；GATE 保護者カンファレンス 500；TUSD ウェルネスフェア 150；スペイン語を話

す保護者のためのゆうべ 100 

 

翻訳および通訳サービスが 10％増加する。  

 2016-2017 = 995 件の 翻訳  

 2016-2017 = 400 件の通訳サービス 

(学校区の 62 の学校またはオフィスからの要請) 

 

5.1 - 措置とサービス: 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。 

支出 2017-2018 2018-2019 2019-2020 資金源 注 

電話システム 1,500,000 100,000 100,000 基本 電話システムを改善、拡張する 

コミュニケーションプロ

グラム 
24,000 24,000 24,000 基本 

生徒情報システムと直接つなっがったプログラムで、

保護者や生徒に E メール（一般的コミュニケーショ

ン）、電話（出欠）、およびテキスト（危機および緊

急事態）によるコミュニケーションを提供する。 

E メールシステム 0 0 0 基本 
家庭と学校のコミュニケーションを円滑にするため

に、すべての職員が E メールを利用できる。 

保護者教育 – 学校レベル 220,000 220,000 220,000 基本 
生徒情報システム。保護者教育や Parent Portal へのア

クセスを含む。  

学校から保護者へのコミ

ュニケーション 

（目標／措置 3.7

を参照） 

（目標／措置 3.7

を参照） 

（目標／措置 3.7

を参照） 
学校レベル補足 

学校レベルの活動は、生徒のための単一計画により特

定される。 
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5.2 - 措置とサービス: 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。 

支出 2017-2018 2018-2019 2019-2020 資金源 注 

保護者へのはたらきかけ 0 0 0 非適用 
FWEC のツイッター(@tusdfwec)、補足的な予約時

間、保護者のための翻訳／通訳 

FWEC スタッフ配属 
236,000 
236,000 

240,000 
240,000 

242,000 
242,000 

基本 

補足 
7.0 FTE 

保護者アカデミー 

コミュニケーション 
0 0 0 非適用 

登録の際に、教育関与や参加について奨励し、情報を

伝える（低収入、里子およびホームレスに重点をお

く） 

栄養サービスに関する保

護者とのコミュニケーシ

ョン 

0 0 0 非適用 

生徒の健康維持に関する学校区の努力を伝える。1 ペ

ージにまとめたもの、ニュースレター、応用ワークシ

ョップや学校でのコミュニケーション（小学校でのバ

ック・トゥ・スクール・ナイトでのデモ）を含む 

学校区ウェルネス・フェ

ア 
12,000 10,000 10,000 補足 

家庭にリソースや情報を提供するための、土曜日に行

われるフェア。 

  

5.3 - 措置とサービス: 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／学習ゴールに結びつける）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。 

支出 2017-2018 2018-2019 2019-2020 資金源 注 

Linked to Learning 
（目標／措置 3.7

を参照） 

（目標／措置 3.7

を参照） 

（目標／措置 3.7

を参照） 
基本 

各学校での活動は生徒の学業達成のための単一計画の

中で決められ、学校レベルの生徒学業達成資金により

賄われる。 

保護者の教育関与に関す

るシンポジウム 
10,000 10,000 10,000 補足 

学校のスタッフチーム対象の、保護者の教育関与に関

するトレーニング、および／または保護者の教育関与

についての Trainer of Trainers PD 

TAP 教育 500 500 500 基本 

特殊ニーズをもつ生徒をサポートする保護者のため

の、学校区レベル、および、地区レベルでの、保護者

教育会 
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GATE 保護者シンポジウ

ム  

（目標／措置

2.10 を参照） 

（目標／措置 2.10

を参照） 

（目標／措置

2.10 を参照） 
基本 

GATE 生徒をどのようにサポートできるかについての

情報を提供するための保護者シンポジウム。 

 

5.4 - 措置とサービス: 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。 

支出 2017-2018 2018-2019 2019-2020 資金源 注 

LCAP 顧問委員会 0 0 0 基本 
広範囲にわたるフィードバックを得るために、義務付

けられた領域外からも保護者からの意見をきく。 

DELMAC 0 0 0 非適用 
さまざまな言語グループの保護者が参加することを確

実にする 

タイトル 1 顧問委員会 0 0 0 非適用 タイトル１の学校すべてから代表者がいるようにする  

TAP 顧問委員会 0 0 0 非適用 

TAP のトピックや問題についてコーディネーターの助

けとなるように、特殊教育保護者顧問委員会を始め

る。 

学校区ウェルネス委員会  0 0 0 基本 

栄養サービスのディレクターは、ウェルネス（健康）

に関する意見を求めるために、保護者の代表者をつの

る。 

 

5.5 - 措置とサービス: 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。 

支出 2017-2018 2018-2019 2019-2020 資金源 注 

スタッフ・アシスタント 非適用 非適用 非適用 非適用 目標 3.6 を参照 

保護者教育のためのスタ

ッフ 
非適用 非適用 非適用 非適用 経費は目標３の生徒の成果で説明されている 

学校および学校区の書類

の学校区翻訳スタッフ 
200,000 202,000 207,000 補足 

日本語、韓国語、スペイン語の翻訳／通訳スタッフ 

(3.0 FTE) 

教材と備品 非適用 非適用 非適用 非適用 経費は目標３の生徒の成果で説明されている 

EL 保護者カンファレン

ス 
10,000 10,000 10,000 補足 

EL 生の保護者のための年次カンファレンスを提供す

る。 

スペイン語の保護者のた

めのゆうべ 
10,000 10,000 10,000 タイトル III 

スペイン語を話す保護者のための、スペイン語による

年次カンファレンス 
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夏の間のリーディング力

維持のためのプログラム 
20,000 20,000 20,000 タイトル I 

低所得、ホームレス、および里子生徒のための夏のリ

ーディングプログラムをサポートする 

 

5.6 - 措置とサービス: 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。 

対象生徒グループ: 低収入生徒；里子生徒  

支出 2017-2018 2018-2019 2019-2020 資金源 注 

タイトル 1 保護者顧問委員

会 
0 0 0  

上記 5.3 を参照 

保護者教育のためのスタッ

フ 

（目標／措置 3.7

を参照） 

（目標／措置 3.7

を参照） 

（目標／措置 3.7

を参照） 
学校レベル補足 

経費は目標３の生徒の成果で説明されている 

教材と備品 
（目標／措置 3.7

を参照） 

（目標／措置 3.7

を参照） 

（目標／措置 3.7

を参照） 
学校レベル補足 

経費は目標３の生徒の成果で説明されている 

学校レベルでの保護者関

与のためのプログラムを

検討する (School Smarts

など) 

（目標／措置 3.7

を参照） 

（目標／措置 3.7

を参照） 

（目標／措置 3.7

を参照） 
学校レベル補足 

PTSA によってサポートされるプログラムを通して保護者関

与を提供する 

 
 

5.7 - 措置とサービス: 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。 

対象生徒グループ: 低収入生徒；里子生徒 

支出 2017-2018 2018-2019 2019-2020 資金源 注 

保護者への働きかけに関

する計画 
0 0 0 非適用 

保護者の関与に関する評価基準を開発する 

●   保護者の関与について、自己評価および保護

者の関与に関する学校区のデータに関する管理

者／スタッフ対象のトレーニング 

● 非重複グループを含む保護者の関与を追跡する

ために、学校や学校区のプロセスのモニタリン

グシステムを開発する。 
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新しいウェブサイトの導

入。包括的な学校区のカ

レンダーを含み、各学校

へのリンクが利用しやす

く、最新情報や通知が掲

載される。 

100,000 105,000 110,000 補足 1.0 FTE 

TUSD コミュニティとの

協働と提携を拡張する 
0 0 0 非適用 

新しく形成されたコラボレーションで、低収入、里

子、およびホームレスの生徒のサポートに重点がおか

れる。（PTA、TEF、企業パートナー、商工会議所、

トーランス市などからの代表者を含む） 

オンラインの保護者教育

シリーズを開発する 
0 0 0 非適用 

行事に参加できない家族のためにアクセスを拡張する 

保護者アカデミー 0 0 0 非適用 

ホームレス／里子生徒の保護者アカデミー（学校区レ

ベルと地区レベル）を実施する。 

 


